持田香織とコラボレーション
「CASUCA」の新ライン
が、
クリオネはそこからインスピレー
ションを起こしこのデザインにたどり
着きました」
とのことで、表面に微細
なスクラッチが入ったマットな仕上
がり。CASUCAらしさと持田氏の持
㈱カスカは、持田香織さんがデザイ 「 大 胆 に

ち味が 組み合わさったコラボレー

ンし た C A S U C A の 新 ラ イン

バカっぽ

ションにふさわしいモチーフとなって

「CASUCA et mo」
を11月16日より販

く 」と い

いる。商品はピアスとピンキーリング。

う 、持 田

価格は共に3万3000円＋税。

売開始する。
ジュエリーブランドCASUCAのデザ

c a n i のピ

氏の持ち味が遺憾なく発揮されている

イナーとして展開する、スタイリストの

デザインが特長。商品はピアスとアンク

ンキーリング

安野ともこ氏と長年親交の深い持田氏

レット。価格は共に10万円＋税。

は、表面に微
細なスクラッ

c l i o n eは、

が デ ザインし た の が C A S U -

「 昔 の アン

チが 入った

リーの
「deca」、
「clione」、
「cani」

ティークリング

マットな仕上

という3シリーズ。

は 、本 当 に 華

がり。大ぶりでゴツそうに見えて、小指

d e c aは、
「サンプルが出来 上

奢で繊細で可

にはめると可愛らしい存在感を発揮す

がったとき、
あまりの間抜けた可愛

愛いものが 多

る。価格は4万4000円＋税。

さに
『でかっ』
と笑ってしまった」
と

く、私も幾つか

話しているように、大きさが決めて。

持 っています

実例をあげて解説

業績を伸ばし顧客を増やす方法

CA et moというシルバージュエ

持田氏と安野氏は発売を記念し、
イ
ンスタ&LINEライブを開催した。

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

世界のジュエラーに繋 ぐ

2020年（令和2年）11月15日

B2Bオンラインマーケットプレイス

（4）

「PERIDOT」がスタート

第2419号

告されている

間365日、いつでもどこからでも、簡単

とした。

な操作で、安心・安全、迅速に、取り引

宝飾業界

きできる宝飾品業者専用モールとなっ

で は B 2 C・

ており、今までアクセスできなかった企

C 2 Cのネット

業と商談ができるようになり、新商品の

取り引きが

発表なども簡単に行なえるように設計

年々活発化す

されている。

る一 方 、B 2 B

ジュエリービジネスに特化した機能

の ネット取り

や取り引き手段を提供し、時間と場所

引きは取り残

の制約がなく、簡単に世界の顧客にも

されつつあ

アクセスでき、
オンラインでリアルタイム

る 。そして 本

に商品を
「検索」
「比較」
「売買」
できる。

宝 飾 業 界 向けB 2 B

年、
コロナショックが世界を襲い、宝飾

サービスは11言語・4通貨に対応、

マーケットプレイスの開

品のサプライチェーンは停止・分断に

ニーズに合ったビジネスマッチングの

発・運営を行う㈱PERI-

追い込まれ、我々の生活やビジネスへ

実現が可能。
そして、
『PERIDOT』
の最

D O T（ 東 京 都 台 東 区 、 の取り組み方を一変させた。特に『人

大の特徴は、
ジュエリービジネスにマッ

とモノ』の移動の制限により、デジタル

チングした、多彩な売買機能の提供に

CEO：Roni

Xu）が、10

月28日のIJT秋でサービ

での企業活動が活発化する一方で、 ある。

スを開始した。

我々、宝飾業界では展示会の中止・延

販売方法は、①オンライン販売（24

同社によると、B2C取

期、対面での客先営業や出張の激減

時間365日）
で商品販売の機会を最大

り引きにおける日本最大

など、
これまでに経験したことのない苦

化。②ライブ販売によりリアルタイムで

のショッピングモール「楽

境に追い込まれた。
これらは決して一

顧客との商談を可能にする。③オーク

天市場」の宝飾品関連商品の販売額

過性のものではなく、
コロナショックを

ション販売で売上・利益を最大化。④

は約 5 0 0 億円に達し、個 人 間 売買プ

きっかけとして、必然的にデジタル化

商品委託（受託）によって柔軟な取引

ラットフォームである
「メルカリ」では、 への対応が迫られることを示している

方法を提供する。

うに誤解を与える
【優良誤認】の可能

なんと655万円のハリーウィンストンの

という背景を基に、宝飾業界向けB2B

上記の売買機能を2021年の夏頃ま

よると、今 年 7月、J JA 会員企 業より、 性がある表現。※1の説明は下部に小

ダイヤモンドリングや、315万円の5カ

マーケットプレイス
「PERIDOT」がス

でに搭載していく予定とし、
まずは日本

ラットのダイヤモンドルースが取引され

タートした。

国内でのオンライン販売からスタート。

日本ジュエリー協会（JJA）の発表に

11月24日に開催
JJAウェビナー

「ある装身具の新聞広告について消費

日本ジュエリー 協 会

者に誤解を与える表現が多く問題が

（JJA）主催によるオンラ

あるとの報告を受けた」
とし、
その内容

インセミナー「ルビーの

を確認したところ、景品表示法に接触

原産地情報と鑑別に役

する悪質な広告と判断し、消費者庁に

立つ内部の特徴につい

報告。JJAは、消費者がジュエリーを購

て」
（ 1 1月2 6日1 1 時ス

入する際の合理的な判断を阻害する

タート）
と、
「 誰も知らな

ことのないよう法令遵守やJJAの規定

いダイヤモンドの源流」

に基づいた表記をお願いすると呼びか

があるのでメッキ製品であり
【優良誤

を被加工物に蒸着させる表面処理の

けている。

認】
の可能性がある。

事で、
メッキの一種。純金を含んでいる

真）＝誇大な輝き加工写真により、あ

いつどこでどれくらいの期間か等によ

金属との表現で、あたかも純金である

たかも大きなダイヤモンドが入っている

り
【有利誤認・二重価格】
の可能性。

と思わせる
【優良誤認】の可能性があ

ような写真加工により
【優良誤認】
の可

る表現。

能性がある。

（11月26日13時30分ス
タート）が先日発表され

問題点（『』内は表記、＝以下が問題

たのに続き、1 1月2 4日

点）は、①『純金ダイヤ
（※1）』＝「純金

13時30分から、ジュエ

ダイヤとは？」が、
アイキャッチとして大

リーコーディネーター1

きな表示があるが、金属はチタンとの

級資格者の前田妙氏

記載がある。
あたかも良いものであるよ

さく
「純金IP加工」
とある。
②『ホントに純金？…メッキ（※2）

るほどに成長を遂げ、
日本の消費者向

同サービスは、2018年の秋から着

スマートフォン1台で、
いつでもどこでも

け宝飾品販売額の約30％が、
ネット経

想・開発が進められ、
ジュエリービジネ

世界のジュエラーと繋がれるよう開発

キじゃない正真正銘「純金」
とあるが、

由によるものだという調査結果さえ報

ス新時代の切り札になるという。24時

とサービスの提供を進めるとしている。

品）が、
「メッキには出せない本物の高

168,000円→18,000円』＝一番目立

じゃない正真正銘「純金」です』＝メッ
※1の説明で「純金IP加工」
との記載

景品表示法に接触する悪質な広告
③※1『純金IP加工。地金に純金を

含む金属を蒸着させる最新技術。優

れた耐磨耗性を持ち、純金本来の輝

きが得られる』＝純金IP加工とは、
「イ

ション力と『 考 動力』で
業績を伸ばし顧客を増やす方法」が
追加された。
前田氏は
「売り場でお客様の足を止
める簡単な方法は、お客様を観て声を
かけること、話を聞くこと。販売員に必
要なコミュニケーション力は3つのスキ
ルと考えて行動する力。
スタッフのモチ
ベーションと業績を伸ばし顧客を増や

路傍の
路傍の

カ
カナ
ナリア
ア71

異空間への
思索

能性がある。
⑤『 天 然ダイヤ2 石 』
（ 輝き加 工 写

⑥『 8 9 ％ O F F 、通 常 価 格ブレス

感!!』＝メッキ製品（※1 純金IP加工製

109,000円→12,000円、ネックレス

ていない。要するに大空に消えたので

消えてしまったのである。
当日は理想的

厳然たる事実が、バミューダの事例の

ある。
この事件（事故）の報道に接して

な飛行日和で、加えてパイロットも乗員

真実性を逆証明している。

旅客機はまず発見されないだろうと確

もベテラン揃いで異常事態が起きそう

バミューダの周辺で数多の航空機

信に近い勘が働いたがそれはあの「バ

なリスクはほとんどなかったという。
もち

が原因不明の墜落事故を起こしたの

ミューダ、魔の三角地 帯 」で発 生した

ろん捜索活動は行われた。航空機２４

ではない。蹴り飛ばしたサッカボールが

数々の事件と瓜二つだからである。代

０機、駆逐艦４隻、潜水艦数隻、沿岸

空中で消える、ハイウェイで前方を走

表的な事例を挙げてみる。

警備艇、調査艇、救助艇多数、その他

行する自動車が消える、探してもどこに

オンプレーティング」
イオン化した金属

（㈱UKインターナショナ
ル）による
「コミュニケー

④『メッキには出せない本物の高級

級感」
との表現により
【優良誤認】の可

１９４５年１２月５日午後、
フォート． もろもろ、未曽有の規模にもかかわら

つ89％OFFとの大幅な値引きの表現

があるが、値引きの根拠が不明。実際
に通常価格で販売されていた時期や、

⑦『純金磁気ブレス、純金磁気ネッ

クレス』＝チタンにメッキをかけた品物
が、あたかも純金の品物のような記載
がされており
【優良誤認】
の可能性。

も見当たらない。
そういうことである。

ローダデール基地を離陸した５機の海

ず、手掛かりは何一つ発見されなかっ

どこへ消えたか、物体がいきなり消

軍機は搭乗員計１４名を乗せて爆撃

た。バミューダ地域の不明事例は、一

えることは物理的にあり得ないから、突

こない。たぶん「空間」は思索されてい
ない。

２０１４年３月８日未明マレーシアの

訓練を行った後の帰投中にただならぬ

説には航空機だけで２００機近いと言

き進んだまま異空間へ入り込んだと考

クアラルンプールから北京へ向かって

事態が起こったことを知らせる無電と

われているから、偶発的な現象ではな

えることは誰でも普通に思いつく。
「異

われわれの生活空間の言わば裏側

参加は無料で事前登録制。
「ジャパ

飛び立ったML３７０便は離陸から４０

ともに消息を絶った。
さらに当日午後４

い。
それらと同様のことがML370便に

空間」、
それは荒唐無稽の空想科学の

にもう一つの空間があるというのは興

ンジュエリーフェア2021」
の公式サイト

分後消息を絶った。乗客２３９人を乗

時双発エンジンのマーティン．
マリーナ

起きたのである。が、指摘しておくべき

シロモノだろうか。
いやそもそも
「空間」 味深い仮説であるが考えていくための

（https://www.japanjewelleryfair.

せたまま。その後墜落を想定した捜索

飛行艇が、
１３名の乗員を乗せて、救

相違点がある。
１９４５年当時に比べて

とはなにか−、
この手に取ることもでき

道筋は見えない。見えないからオカルト

com/）からプロモーションサービスを

活動にもかかわらず、機体の残骸、乗

助に飛び立ったが、離陸数分後に管制

現在の情報網は格段と進歩、緻密化さ

ない、
目にすることもできない、重さも感

風の謎物語に矮小化され、事件は風

経て、
ウェビナーへ。定員は500名。

客の荷物などは当時も現在も発見され

塔に連絡を入れたのを最後に同様に

れ、航空機の位置情報などリアルタイ

じ取れない、我々の認識次元の枠組み

化する。

ムで把握でき

でしかない空間をどう考えればいいの

けれども異空間の存在可能性は自

る時 代であ

か。
しかし空間は強力な重力によって

然科学の学問体系自体の拠って立つ

る。人 工 衛 星

歪むということは物理学によって証明

根本を揺さぶる。我々人類の認識の根

は地上の人の

されている。それなら空間は人間の認

本を揺さぶる。

特殊な修理を
得意とする

動きすら解析

識の枠組みであると同時に
「客体的な

ML370便不明事件は大きな難問で

できるほどの

あるもの」なのか。
「あるもの」ならそこ

ある。
いやひょっとしたら道志村の女児

〜WOODY BELL〜

網の目の情報

ていいはずである。
いやそもそも
「空間」

監 視システム

にはいかなる性質があるのか、歪む、膨

の中で旅客機

張する、収縮する、
そんなことが地球上

という大 型の

で起きたならどのような現象が生じる

モノが 消えた

のか。

すノウハウについて実例をあげて紹介
する」
としている。

家庭用永久磁石磁気治療器
修理・
リフォーム
時計彫りなど

金具のないネックレス
簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、
どんなスタイルにも対
応できます。

http://www.sunchalaine.com
〒110-0005
東京都台東区上野5-16-16 天美ビル3階
TEL:03-3836-5800 FAX:03-3836-5850
E-mail:info@sunchalaine.com
ULTRA Neo は当社の登録商標。商品は当社の特許製品。模倣行為は違法であり、禁止。

Woody Bell （ウッディー ベル）
東京都台東区東上野2-10-2第5政木ビル3階
TEL 03-5688-2390

http://woodybell-j.com/
e-mail/woodybell12@gmail.com

精 度 である。 に歪みと同時に裂け目の可能性も考え

のである。
この

「空間学」をネットで検索しても出て

不明事件も、、、、。
貧骨
cosmoloop.22k@nifty.com

参考書「謎のバミューダ海域」完全版
チャールズ．バーリッツ著
南山 宏訳

