2020年（令和2年）12月1日

中国・武漢市に
14店舗目をオープン

迎える武漢市内で2店舗目となる新規
シッピング モール。入 店 予 定となる

I-PRIMO

HK2区画は3.7万平方メートルの面積
に250店を超えるグローバルブランド

ファッ
プリモ・ジャパン㈱（東京都中央区、 が軒を連ね、化粧品やアパレル、
澤野直樹社長）
は、中華人民共和国の

ションジュエリー等のブランドも入店

武漢市に12月開業予定の大型商業施

予定で、感度の高い20代〜40代の若

設「武漢K11購物芸術中心（Wuhan

い年齢層の来店が期待されている。

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

②物品区分の扱いの見直し：

其の

意匠登録出願手続の簡素化

（現行）願書に記載すべき物品の区分
を
「物品区分表」
により定める
（改正）
「 物品区分表」を廃止し、物品
の区分に係る一般的な基準を経済産
業省令が新たに設ける

令和３年４月１日より改正意匠法が
③手続救済規定の拡充：

K11 Art Mall）」
に
「I-PRIMO Wuhan

また地下鉄1号線「京漢大道駅」
と

K11 Store」
を12月12日にオープンす

地下鉄2号線「解放大道駅」からアク

簡素化されることが期待される。主な （現行）指定期間が経過した後や優先

ると発表した。

セスもでき、高い集客力とアイプリモブ

施行内容は次の３つである。

同店は上海市内の5店舗、杭州市内

ランドの認知拡大が見込まれている。

の2店舗、深圳市内の1店舗、北京市

同社は、2016年7月に中国本土1号

内の2店舗、成都市内の1店舗、蘇州

店を上海にオープンしてから、杭州、深

市内の1店舗、重慶市内の１店舗の既

圳、北京、成都、蘇州、重慶と地域を拡

存13店舗に続く、同社の中国本土事

大。今年2月より新型コロナウイルス感

業における14店舗目にあたる。

染拡大により、中国本土の小売業に大

施行され、
より意匠登録出願の手続が

期間が経過した後の出願等の救済が
認められていない

①複数意匠一括出願の導入：

（現行）意匠ごとに願書を作成する必
要がある

（改正）指定期間が経過した後や優先
期間が経過した後の出願等の救済を
認める

（改正）複数の意匠をまとめた願書の
作成も可能となる

武漢市は湖北省の東部に位置し、 きな影響が出ていたが、4月頃から感

（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

﹁ワックスで作るペンダント﹂
﹁買取基礎﹂など
人気講座集めた﹁宝飾実務講座﹂

（6）

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

12月24日より開催
日本宝飾クラフト学院

新規講座は「ワックス
で作る簡単ペンダント」、
「買取基礎（循環型アッ
プサイクルジュエリー）」
（東京本校）。
短期間で実務技術から

受講者に嬉しいサービスとなる、毎

専門技術まで学べるとして

回好評の複数受講割引や企業割引な

毎年好評を博す、
日本宝飾

どが今回も継続して行われる。新型コ

クラフト学院による恒例のウ

ロナウイルス感染防止のため少人数制

インターセミナー「第78回

での講座になるため、例年以上にすぐ

宝飾実務講座」が、12月24

に定員に達してしまう講座が出てくるこ

日より東京本校（御徒町）
と

とが予想されるので、希望者は出来る

名古屋校にて開講される。

だけ早めに申し込むとよい。

副省級市。中国有数の工業都市として

動への強い規制の反動もあり、売上は

の

知られ、人口は1089万人、年間婚姻

好調に推移している。2019年末時点

G A L A

開 催し多くの宝 飾 関 係 者

組数は9万組を超える。
また都市部の

での海外売上比率が3割を超え、中期

JEWELRYに

が受講している夏期宝飾実

人口が多く、80余りの大学等の教育機

経営計画にて掲げている海外売上比

て、宝 石・原

務講座より選りすぐりの人気講座を集

関が密集しているため、20代の人口が

率4割達成に向けて中国本土での出

石・化 石・隕

めたもので、今年は東京と名古屋を合

全体の2割を占め、
ブライダル潜在層

店を行うなか、今後も
「I-PRIMO」
ブラ

石などを集め

が多く生活している地域。

ンドの更なる認知向上と中国本土事

ミネラルから生まれる
ジュエリーの新しい魅力

ニューコーゲイ西田良洋氏が
黄綬褒章を受章

K11 Art Mall）」
は、12月にオープンを

業の更なる躍進へ向け、中国本土内に
継続的に出店していく方針。
至るところで開催されているミネラル

た展示即売会「GALA

の糸替えなどの実務技術から、
イン

専門技術まで揃う。

坂ユニベイス

「武漢K11 購物芸術中心（Wuhan

講座は、注目の3DCADやパール

イルオーバーレイなどの

染拡大が落ち着きを見せ始め、経済活

社

わせて計14講座が行われる。

チジオーネ、
ゴールドフォ

湖北省の省都および華中地方唯一の

本

第2420号

同セミナーは、毎年夏に

GALA MARCHE

受講の申し込みは同校のホームペー
ジから。講座の詳細も掲載している。
▽問合せ＝日本宝飾クラフト学院 東

京本校 TEL:03-3835-3388。
ホーム

ページ＝http://www.jj-craft.com/

会では

半分をミネラルにして、
もう半分でジュ

生まれ

エリーを展 示しています。
ミネラルの

な いミ

ファンにジュエリーの魅力も伝えること

ネラル

ができればと思っています」
と解説。
そ

岐にわたり業界の活性化に寄与

フェアーが幅広い年齢層の老若男女

MARCHE」
を11月27日〜29日に開催。

ファンの熱い気持ちが伝わってきた。
ミ

の場で購入した石をワイヤー技術でペ

する活 動に尽力してきた。令 和

に人気となっている。出展者の売上も

初日はオープン前から並ぶ人たちで溢

ネラルとジュエリーによる新しい相乗

ンダントにする職人さんを呼ぶなど、限

元 年には「 卓 越した技 能 者（ 現

順調で、上がり続けるとの予想も多い。

れ、
3日間ともに会場内も活気に満ちた。

効果にも期待できるかもしれない。

られたスペースで最大限のサービスを

代の名工）」
を受章している。

そんな中で、東京・御徒町にある㈱赤

なかなかジュエリーだけの展示即売

企画した赤坂香津緒氏は「会場の

試みていた。

また、宝飾品製作業に50年以
上従事。硬度で卓越した加工及
び石 留 技 術と精 緻で丁 寧な加
令 和 2 年 秋の褒 章が

工仕上げの技能を有し、品格の高い

11月3日付で発表され、 優美な貴金属細工品を創出している。
“ 伝 統を継 承し、新しい

さらに、西田氏の会社からは、東京都

技術を開発する”ニュー

優秀技能者3名、北区ものづくり顕彰

コーゲイ㈱ 代 表 取 締 役

4名を排出するなど指導者としての力

社長の西田良洋氏が、黄

量も発揮し、実力と実績を積み重ね続

綬褒章を受章した。

けている。
その他、中央技能検定委員、

西田氏はこれまで、日

技能グランプリ運営委員を務め、技能

本ジュエリー協会の理事として、技能

検定試験や協議会の運営に携わるな

者育成支援委員会委員長、
デザインア

ど後進技術者の指導育成にも貢献し

ワード委員会委員長などを歴任し、多

ている。

小売の十字路 173

2020/4.1~9.30

売上高

経常利益

ジュエリーツツミ

8056百万円

▲186百万円

87.6%

昨年よりマイナス646百万円

3022百万円

306百万円

77.8%

昨年よりプラス12百万円

昨年同月期比

ジュエリー業界 雑感

コロナ禍の中の業界

ベリテ
昨年同月期比

エスポワールは同様に売上１０３億
８００万で昨年同期比２６．
９%の減
収、経常利益も前年８億５２００万が

大手ジュエリーチェーンの第２四半

▲３億４６００万の赤字に転落した。

期累計の決算が出たので調べてみた。

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。

３２０億円と予測。

うのは俯瞰的に見れば昨年比２５%減

リーマンショックを超える落ち込み

程度で推移しているようだが、実際に

だが、通販チャンネルは年々目立って

現場に立つと何か手ごたえというもの

いるとしている。

が感じにくい停滞感だけが際立つの

大手の数字だけを見ているとさほ

である。セールを仕掛ける、反応が薄

それでもこの程度に収まっていると見

どの悲観には傾かない。が、現場での

い、ではもっと大規模に仕掛ける、
それ

たほうがいいかもしれない。実際第２

感覚、問屋との話、御徒町での情報な

が正解なのか、
アナグマのようにじっと

四半期(7.1~9.30)だけをみれば大

どなど肌で耳で感じ取る景況感はまた

してじり貧に耐えるのが正解なのか、

きく落ち込んではいない。たとえばツ

別のものがある。来店客数は間違いな

株高が象徴するようにもう夜明けは見

ツミの場合売上の昨年比は107%で

く落ち込んでいるので仮に売上が立っ

えているのか、それとも株高が期待感

ある。
４月からの店舗休業の反動増

たとしても明日は売上ゼロかもしれな

先行の誤作動なのか。

や１０万円一律給付の影響もあろう

いという不安感が膨れ上がる。資金繰

私にはさっぱりわからない。
この「わ

が、
３社とも売上は戻しつつある。た

りも日々厳しさを増して、焦燥感に苛ま

からなさ」がたぶんコロナ禍という渦の

だ利益は厳しいものがあるので経営

れる。月で締めてみると昨年対比で極

中でのジュエリー商売なのだろう。

的 観 点からは今 後の見 通しは不 透

端なことはなかったとしても、本当に一

明だろう。

日一日が貴重で長く重たいのである。

貧骨

コロナ禍の中のジュエリー業界とい

cosmoloop.22k@nifty.com

３社とも売上の減少が顕著だが、
家庭用永久磁石磁気治療器

内宝飾市場を前年比２５．
７％減の７

矢野経済研究所は２０２０年の国

