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ダイヤモンドジュエリーは
これからも人生に
潤いと満足を与え続ける

激動の1年が終わりましたが、皆様
はいかがお過ごしでしょうか？

国内に目を向けますと、TDEは2月末
に開催を準備していたWFDB Kyo-

昨年を振り返るにあたり、やはり新

to Asian Summitがコロナの影響で

型コロナウイルス感染症の話は避けて

無期延期となり、
その後の緊急事態宣

通れないかと思います。
まるで映画の

言によって入札会、昼食講演会、
クリス

世界さながらに、一つの感染症がここ

マスパーティが中止となりました。

まで世界全体を変えてしまうことにな

WFDBは予定されていた諸行事を

るとは、一年前のこの時期には全く想

オンラインとし、バーチャルダイヤモン

像していませんでした。新型コロナワク

ドコングレスを昨年9月14−15日に開

チンが英国、
アメリカで承認され投与

催しました。
また、9月30日には日本イ

が始まりましたが、未だどのような形

スラエル商工会議所主催によって日

で収束に向かうのか想像できません。 本−イスラエル両国のダイヤモンド業
市 場 調 査 会 社 の 発 表によれば 、 者によるオンライン親善会議が開催
2 0 2 0 年の宝 飾 品 小 売 市 場 規 模は

されました。
日本からは小職ほかTDE

リーマンショックを超える落ち込み率

役員が出席し活発な意見が交換され

の前年比74.3％、7,320億円で、
また

ました。

2021年の宝飾品売上を18.5％増の

9月に発刊が発表されたWFDB外

8,670億円と予測しています。輸入統

郭団体World Diamond Museum

計によれば、
日本のダイヤモンド裸石

が 編 纂した“ D i a m o n d s A c r o s s

輸入は2020年1〜10月で394億円、 Time”が12月に日本に届きました。
前年比59.0％でした。

T D Eでは会員サービスとしYo u

プラチナ・ギルド・インターナショナル㈱
代表取締役社長

ハンキンソン尚子

昨年は新型コロナウィルスの国境を
越えた爆発的な感染拡大で、対面型を
主体とする宝飾品販売にも深刻な影
響が続いています。
一方で、
このようなコロナ禍にあって
ジュエリーの存在意義があらためて重
視される傾向も見られます。弊社が第三
者機関に委託し、2020年11月に500名
の男女を対象に実施した消費者調査で
は、
「この状況下ではジュエリーは重要
視されていない」
と回答したのは26％
だったのに対して、
「ジュエリーは大事な
場面では重要であり続けている」64％、
「ジュエリーは自分が大事にしている特

非ブランドに限らず業績が悪化しまし

つわるディープな話 題を収 録 、昨 年

た。中でも大手高級ブランドは原材料

12月には会員各位に閲覧していただ

の調達方法が児童労働など人権侵

きました。

害に当たるとして人権保護団体から

2021年はこの忌まわしい新型コロ

指摘を受けており、
その対応がさらな

ナ感染症が収束し、いつもの生活に

る収益圧迫を助長しました。

戻れることを願っておりますが、ニュー

TDEの母体であるWFDBは大手鉱

ノーマルの世界ではテレワークが当た

山会社、サイトホルダーの協力の下、 り前かもしれません。
コロナ禍における新たな取引のプラッ

しかし地上からエンゲージメントリ
ングやダイヤモンドジュエリーが消え

comを立ち上げました。業界の中での

てなくなるわけでもありません。
どんな

信頼に足るサイトとして現在では英語

形にせよダイヤモンドの売買、商品の

のほか、
ヘブライ語、
ロシア語、
中国語、 デザイン、流通は再開されます。私達
アラビア語に翻訳され、
出品者数4319

はその来たるべき日に備え力を蓄えて

社、出品数137万ピース、出品総額58

おきたいと思います。
ダイヤモンドジュ

億ドルという世界最大のオンライン取

エリーはこれからも人生に潤いと満足

引所に成長しました。

を与え続けるものと確信しています。

11
これからの小売業のあり方について ◇
デジタルトランスフォーメーション（DX）に本気で取り組む一年に！
2月3日
（水）
「新年度オンラインセミナー」無料開催します！

㈱PR現代 代表取締役

下島 仁

ディングジュエリーブランド3社と共同

タグラムアカウントの本格運用を開始

徴するもの」59％と、ジュエ

で新たなコレクション「プラチナ・ウー

しました。今年も更にオンラインによる

リーを必要とする回答が必

マン」を立ち上げました。若い時に１つ

プラチナ促進を活動の軸として、ソー

要としない回答を倍以上上

でもプラチナ・ジュエリーを入手すると シャル・ムーブメントの拡大を目指して

回る結果となりました。自分

生涯の所有数に圧倒的な差が出ると まいります。

にとって意味のあるもの、自

いう調査結果を踏まえ、最初のプラチ

加えて今年は、販売員に向けたオン

分自身を投影できるものとし ナ・ジュエリーの入手促進を図るこの

ライン教育の拡充を始め、
アニバーサ

てジュエリーが見直されてい

キャンペーンにより、働く女性の手が届

リー需要として定着している
「サンクス

る今だからこそ、
これまで以

く価格帯で「本当の自分らしくあること デイズ・プラチナ」や富裕層を対象とし

上に消費者の心に響くストー

を後 押ししてくれるプラチナ・ジュエ

た「ハローミー、プラチナ」のプロモー

を、20歳から3４歳の女性に訴求
リー性、納得できるデザイン リー」

ションの継 続 、そして国 産プラチナ・

や価格帯のバランスといっ していきます。女優の多部未華子さん

ジュエリーの輸出事業の展開などを、

た、
トータルなジュエリーの
訴求力が求められています。
こうした消費傾向に合わ
の未来を見据え新規顧客を

げていきます。またこれを機にP G Iで

的確な訴求と啓蒙活動を主軸とし、微

育 成するために、P G Iでは

は、昨年末にウェブサイトをリニューア

力ながらも宝飾業界の未来に貢献する

2 0 2 0 年 1 0月末より、リー

ルし、若い女性の情報源であるインス

べく自信を持って取り組んでまいります。

クラジュエリーフェア」が、11月の名古

れたが、直前まで参加希望者が増え続
け、急遽接客スペースの確保に走るほ

屋に続き東京で開催された。

ど多数の来場者があった。十分な空間

会場は初のTHE GRAND GINNZA。
銀座最大級の商業施設GINZA SIXの

と徹底したコロナ対策によって、安心感

トップフロアで、
「ARGYLE BLOSSOM

を持ってジュエリーを楽しむ姿が多く見

アーガイル・ダイヤモンド鉱山閉山を受け
注目の高まるピンクダイヤモンドを特集。
中でも2016年にテンダーのヒーロース
トーンに選ばれた
「ARGYLE VIVA™」
をセッティングしたカシケイならではのダ

られ、前年を上回る好結果に繋がった。

前年上回る好成績で締めくくった
柏圭「ベルエクラジュエリーフェア」

〜ジュエリーの美しさで癒されたい消費者が多数来場〜

イヤモンド全周ネックレスは、
その鮮やか

数のジュエリーを紹介し高評価を得た。

なヴィヴィット・パープルピンクのセンター

TOMOKO KODERAコーナーで

シケイコンクパールなども会場を彩る

ジュエリーフェアを提案してまいります」

クダイヤモンドの魅力を紹介したほか、
多

ではのドラマティックなダイヤモンドラ

作品として注目された。

との感謝と意気込みを語っている。

3月1日まで「デザインの妙」開催中
山梨ジュエリーミュージアム

デザインをすることは、ひいては『新

ことが目的の、いわ

き、
「その心惹かれる決め手はどこにあ

ば「見世物」
を明確

るのか」。貴重な宝石、色合いが好き、 しい価値を生み、多様な価値観を社会

に否 定し、殖 産 興

自分に似合う貴金属…、様々な要素の

に提示するもの』
である。
ジュエリーのデザインは、用途や形

明 治 1 0 年（ 1 8 7 7

業推進に必要な欧米からの新技術と

中で、一番聞こえてくるのは「デザイン

年 ）に、出品 者の向 上

日本の在来技術の出会いの場となる

が素敵だから」
という言葉か。

心や競争心を刺激して

産業奨励を会の目的とした面が強調さ

デザインとは、日本語で「意匠」のこ

身に着ける人を一層魅力的に見せた

また、全国から集められた出品物
産業の増進を目的に、 れた。

とを指すが、
『目的を果たすための技術

いという願いとそのためのストーリーが

は、
「 素材」
・
「製法」
・
「品質」
・
「効用」
・

と材料を持って社会的にアプローチす

あり、
ジュエリーを身に着けたときの感

る手段』
とも言える。

動や喜び、楽しさにつながっている。

「第1回内国勧業博覧

・
「価格」などの基準で審査が
会」が大久保利通の主 「価値」
導によって、東京・上野
公園で開催された。

これに出展した山梨では、
この頃に

と同時に、デザインの重要性と意匠の

ともに持続可能性の高いマーケ

点数は1万4455点。近

保護への取り組みも強化され、専門の

ティングへの取り組みが要求さ

代化促進のため、それ

デザイナーの重要性が増した。

までの名宝や珍品を集めて観覧させる

そもそも、人がジュエリーを選ぶと

本質を追求し、時代に適応した新たな

ジタル技術やデータを活用し、顧客に

（顧客価値）
を提供するビ
宝飾専門店づくりへ取り組んでいます。 新たなワォ！
ジネスモデルの変革」
です。

だけを表すのではない。
その背景には、

昨 年の1 0月3 1日から山 梨ジュエ

行われたそうだ。

数は1万6147人、出品

CT スキャン使用
天女、花珠、鑑別書
※天女、ロイヤル天女は日本宝石科学協会で商標登録されています

日本真珠学術協会

〒110-0005 東京都台東区上野 5-22-1 井上ビル4F
TEL : 03-3836-2507 FAX : 03 -3836-2689

○おもな講師陣（敬称略）

日本リ・ジュエリー協議会会長＝山

田悟、日本宝飾品貿易協会代表理事

その結果、数多くの
「ジュエリーショップ

日、首都圏に緊急事態宣言が発令さ

ためのオンラインセミナーを2月3日
（水）

大賞（日本宝飾記者会主催）」受賞店

コロナ禍は、宝飾小売業が今後生き

＝深澤裕（JMG顧問）、
ウーマン・ジュ

れジュエリー業界にも大きな震撼が走

に無料開催することを決定しました。

につながるなど、顧客に支持される経

今回はコロナ禍という非常時である

績を収められたのは、お取引先のご尽
力の賜物と心より感謝致します。今後も

の新作ジュエリーでファンを魅了した。 コロナ対策に注力し、柏圭の商品力・販

ループ）
では、
この激動の2021年を進む

りました。

いただけた大きな要因です。
また、好成

プリ受賞作品の連作が登場。小寺なら

弊社が主宰する宝飾小売業の

いつもありがとうございます。1月7

れていることが、多数のお客様にご来場

素材の解説を含め幅広い視点からピン

はジュエリーへの興味・関心が高まる

「JMG」
（ジュエラーズ・マインドグ

ジュエリーの美しさで癒されたいと願わ

売力・企画力を活かした魅力ある総合

45万4168人、出品人

マ ー ケ ティング 実 践 研 究 会

て様々な我慢を強いられたお客様が、

また、
カシケイブラウンダイヤモンドやカ

が始まっていたという。高度成長期に

れる経営環境となったのです。

インで描くイヤカフやピアス・リングなど

同社は
「何より今年一年コロナによっ

ストーンの輝きで注目を集めた。
さらに、 は、JJAデザインアワード2019グラン

は102日、入場者数は

やるのか、経営者のその信念と

将来への不安が大きい時代にこそ、
をこれまで以上に意識し、消費者への

は既にオリジナリティのある作品制作

たマーケティングを本気・本音で

若い女 性の共 感を得られるブランド

ムービーやSNS広告を駆使して、パー 「心に響くプラチナ・ジュエリー」の魅力

せ、
またプラチナ・ジュエリー トナー社のECサイトに誘導し実売に繋

記録によると、会期

続を勝ち取る。社会に寄り添っ

をブランド・アンバサダーに起用した、 引き続き積極的に行ってまいります。

コロナ禍の下で、
キャンセルが心配さ

新しい価値を生み︑
多様な世界感を社会に提示するもの
それが︑﹁デザインをする﹂ということ

トフォームとしてG e t D i a monds.

別な気持ちや人間関係を象

昨年の12月15日に、柏圭の「ベルエ

Tubeでの動画配信を進めています。 （アーガイルブロッサム）」
と題し、全世界
大きな影を落とし、宝飾品はブランド、 すでに第1弾としてダイヤモンドにま
のピンクダイヤモンドの90％を産出する
コロナによる影響は世界経済にも

ニューノーマルの時代にこそ
消費者の心に響くプラチナ・ジュエリーを

㈱ティーディーイー
代表取締役社長

（3）

リーミュージアムで始まった
「デザイン
の妙」
では、身に着ける人をより魅力的
に輝かせる作品とともに、
デザイン画や
制作の過程を展示し、デザイン画から
ジュエリーができるまでを紐解いてい
る。
また、試行錯誤を経て一層美しくき
らめくジュエリーの数々も展示してい
る。入場無料、会期は3月1日まで。
＝ヤロン・チェルヴィン、全国のJMG各
ブロック代表小売店。

○一般参加OK：今回は特別無料（※
商圏や業態によりご参加いただけない

残るか消滅するかの大きな分岐点で

エラーズ・ジャパン（WJJ）会長＝渡辺

場合がございます。
まずはお気軽にお

「 JMG新年度フォーラム」で2021
営理念の確立や情報交流、企画開発、 す。

郁子、デジタルジュエリー®協会会長

問い合わせください）。

感染防止と営業活動の両立！いま

ことから、会員店だけでなく、商圏がか

見込み客発見型のホームページ制作

年を勝ち進む宝飾専門店のヒントをつ

＝齋藤繁喜、アサヒプリテック㈱関東

TEL.03-3639-1253。
「 JMG新年度

宝飾店経営者は、
この長期戦の様相

ぶらない地域のお店の皆さまにも広く

や運用サポート等を行っています。

かんでください。

営業所＝織田秀勝、MID JAPAN代表

オンラインフォーラム」
で検索。

を呈してきたコロナ禍をのりきる覚悟と

お声掛けさせていただきます。
ご関心

ビジョン、そして適応策の実行が求め

のある方はぜひご参加ください。

られています。

「JMG」は現在5代目会長「ジュエ

（花島路和社長）」のリー
そして規模の拡大ではなく永続性、 リーハナジマ

今年の「JMG」は「ウィズコロナ時代
に適応したネクストショップに挑戦す
る」
をテーマに、顧客と利益を創造する
各種施策を開発してまいります。

売上重視ではなく利益重視、何より顧

ダーシップのもと45社の会員で構成さ

特に重要なのはDX（デジタルトラン

客を大事にし、社員の雇用と会社の存

れ、ジュエラーとしてまた商人としての

スフォーメーション）です。DXとは、
「デ

P R 現 代 主 催「 J M G 新 年 度

フォーラム（ジュエリー オンライン
セミナー）」

○とき：2月3日
（水）午後2時〜午後

5時（ズーム形式によるウェビナー）。

値札タイプライターの代わりに
〒110-0016

東京都台東区台東3-16-5 ミハマビル

東 京
TEL. 03(3832)2432 FAX. 03(3832)2439
名古屋
TEL. 052(732)0580 FAX. 052(732)0622

大 阪
TEL. 06(6253)1436 FAX. 06(6253)1430
福 岡
TEL. 092(414)6065 FAX. 092(413)7717

