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コロナ禍による苦しい状況が続くと思われますが、今できることをコツコツと増やして売上を作っていかねばなりません。
こんな時こそ笑顔でいたいですね。楽しかったこと、
良かったこと、疑問に思うこと、困ったこと、助けたいことなどを業界の
仲間たちと共有しませんか。人への親切がまわり巡ってくるように、
ポジティブになることが求められています。
ご投稿・ご連絡をお待ちしております。FAX：03-3833-1717／メール：hayato@carol.ocn.ne.jp
㈱時計美術宝飾新聞社

保険のご相談は
（株）東時へ

本社：03-5817-0353

http://www.e-tkb.com

毎月1日・15日発行
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カシオとアシックスが価値共創事業を発表
スポーツ&ウエルネスソサエティーの実現と
世界No.1の地位確立を目指す

技術のノウハ

の第二弾としてウオーキングの新サー

ウと、
アシック

ビス
「Walkmetrix」の導入を10月に

ス が もつ ス

予定するとともに、同構想の積極的な

ポ ーツ工 学

推進に向けて2021年内に合弁会社の

の 知 見 や

設立を検討している。
さらに、各自治体

データという

の健 康 的な街づくりの取り組みをサ

カシオ計算機㈱と㈱アシックスが、1

発表。3月4日より、共創事業第一弾とし

両社の強みを生かし、
スポーツ・健康市

ポートするなど、サービスの提供以外

月27日、Zoomで記者会見を開き、国

て、
ランナー向けパーソナルコーチング

場において一人一人にパーソナライズ

においてもスポーツ&ウエルネスソサエ

内No.1同志によるスポーツを通した健

サービス
「Runmetrix（ランメトリック

されたユーザー体験を提供していく。

ティーの実現を目指した事業を積極的

康で活気ある社会の実現を目指した価

ス）」
の提供を開始。
カシオがもつウエア

また今後両社は、
ランニングのみなら

値共創事業を本格的にスタートすると

ラブルデバイスの開発力やセンシング

ず健康領域にも拡大を進め、共創事業

スワロのCZ事業は撤退か

これからのCUBIC ZIRCONIAを牽引する
チェコの「PRECIOSA」がデビュー

！
？

（1）

ロ ウ ンダイヤ モ ンド

に進め、日本から世界No.1の地位確
立を目指すとしている。
〔詳細は4面〕

けるCZでは世界第2位の地位
を獲得している。

ファンシーカラー ダイヤモンド

また、
プレシオーサ社の技術

（LGD）
との共栄共存を

品プレシオーサ・クリスタルを有する世

図るためにサステナブル

界的に有名な企業として知られている。

（持続可能性）
とトレー

これまでにもプレシオーサ社CZは

伴い、
これまでネットショップ
構築ASPであるMakeShop
を通して運用されてきたサイ
トは2月28日をもって終了とな
る。現状のMNSに登録してい
る既存の小売店は『再登録』
が必要となるが、
「これまでの

宝飾小売店専用BtoBサイトMNS
リニューアルオープン

販売に直結した魅力的な新機能を実装し、
もっと便利に！もっと売りやすく！
村田宝飾

であったが、マシンカットにお

は一級品で、
丹念なカットが綺麗な高級

新たなMNSの運用開始に
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アイ・ケイ

サビリティ
（追跡可能性） 多少日本に入っていたようだが、基本

IDは継続
使 用できま
す が 、パス
ワードは変
更していた
だく必 要が
あります。再

安心・信用・価値を提供する宝飾

登 録によっ

品の輸入卸・貴金属加工を中心に、

てこれまで

厳選されたオリジナル商品から幅広

以上に使い

い品揃えと商品力で定評のある村

勝 手 がよ

田宝飾㈱（東京都台東区、村田康一

く、販 売 に

郎社長）が、2月1日、自社の宝飾小

直結した機

売店専用BtoBサイト
「Murata Net

能が利用で

を明確にした商品を扱う

的にはプレシオーサ・クリスタルがほと

「Foiling」は、ガードル以下に鏡の

スーパーハードジャパン

んどで、
プレシオーサ社CZの正式な輸

ホイルが巻かれていることによって容易

Shop（MNS）」
を、
さらに便利に使い

きるように

（東京都台東区）
を昨年

入販売における契約は、スーパーハー

なノリ付けが可能となり、海外に頼って

やすくリニューアルオープンさせた。

なる の で 、

の9月に立ち上げ、新た

ドジャパンが初。
また、
プレシオーサ・ク

いた留めの国内における小ロットの製

なビジネスを展開してい

リスタルとCZの顧客層が異なることか

作が実現することで、デザインの幅の

る。そして、昨年末にスワロフスキーが

ら、CZ市場に詳しい杉浦氏に白羽の

広がりなどを高めることが可能となる。

仕入れのスタイルとして、多くの宝飾小

いします。
また、
まだ登録していない小

スキー社のキュービック・ジル

発 表して以 来 顧 客 からの 要 望 が 多

矢が立った。

さらに、
ノリ付けしてもこれまで以上に

売店の利用と高い評価を獲得してき

売店様にもぜひこの機会に登録して、

コニア（CZ）の供給が、5月末

かったことから、今年1月にスワロフス

プレシオーサ社のCZの大きな特長

綺麗に完成することから、
アクセサリー

た。

MNSの利便性を体験してほしい」
と説

以降に停止されるとの情報が

キーCZに変わるチェコ共和国発のCZ

は、スワロフスキー社よりも30〜40％

を超えたジュエリーとしての要素が高

今回は、MNSを利用する小売店の

舞い込んだ。
スワロフスキー社

に特化したブランド「PRECI OSA（プ

程の低価格を実現するとともに、
スワロ

まる素材として人気となることが予想さ

さまざまな要望に応えるため、独自の

は今後高級化路線に戦略を

レシオーサ）CZ」
との日本代理店契約

フスキー社が特異としたレーザー刻印

れる。

プラットフォームを使用してサイトを全

切り替えるとして従業員6000

を結び、
これからもCZを必要とする取

と同じ技術を施すことが可能であるこ

杉浦氏は「スワロフスキー社と同等

引先に提供できるよう始動した。

とから、
これからの流通と社会で不可

の品質のCZを安価に提供できること

欠なトレーサビリティとサステナブルを

によって、既存ビジネスにおける利益の

具体的には、村田宝飾の基幹システ

※新規登録

担保しているところにある。

確保が叶うだけではなく、全く新しい素

ムのデータと直結させることで、在庫数

および 再 登
録も上 記の

日本国内におけるスワロフ

人を削減すると海外のニュースが昨年

お早めに再

昨年4月に稼働を始めたMNSは、

登録をお願

コロナ禍の中での非接触型の新しい

面的にリニューアル。小売店の使い勝
手をさらに向上させている。

明している通り、新たなMNSを自信を
もって推奨している。
新 M N S の U R L は 以 下 の 通り：
https://mns.murata-ibrain.jp。
下記QRコードからもアクセス可能。

末に伝えたように、
ブランド付加価値の

これまで世界のCZ市場の3割を占

高いジュエリービジネスへの移行が始

めていたのは約125年の歴史を持つス

まっているようだ。

ワロフスキー社と言われているが、杉浦

品質においてもスワロフスキーと同

材によって、
これまで以上に幅広いデ

をリアタイムでチェックし、購入すること

そう話すのは、スワロフスキーのCZ

氏が契約した
「プレシオーサ社」は、約

じマシンカット製法で、スワロフスキー

ザインの提案とより簡単に制作できる

ができるとともに、掛け率を小売店の

URLまたは

を販売していた元シグニティ・ジャパン

450年の歴史があり、創業者はスワロ

と同等のDカラー、VVSクラス、Very -

素材が提案できることをお約束します。

任 意で 設 定できるため、エンドユー

Q R コ ード

社長の杉浦正芳氏。

（Heart&Cupid）の品質
フスキー社の創設者と同じ村の出身。 Goodカット

また、スーパーハードジャパンでは、

ザーと一緒にMNS画面を見ながら、

から。

LGD同様にトレーサビリティとサステナ

商品提案や販売を行うことが可能と

杉浦氏は、天然ダイヤモンドとラボグ

スワロフスキー社はオーストリアで創業

を確保しながら、
スワロフスキーと同等

なった。これま

し世 界 に 広 げ

のサイズ展開と豊富なカラーに加え、 ブルの両輪を備えた素材（CZ／LGD）

た一方で、社会

スワロフスキーには無かったセラミック

を使用することが、
エンドユーザーの安

で通り、店頭で

主 義 国 であっ

仕様の「NANOGEMS」、ガードル以

心に繋がることを訴えていきたいと思

活 用 で きる

たチェコに残っ

下を平らにカットした
「FLATBACK」、 います。これ からはプレシオーサ・ス

P O P 等 のダウ

たプレシオーサ

ノリ付けを可能にした
「Foiling」、穴の

トーンを使用した製品を通して、時代に

ンロ ード や、

社製のCZは陰

空いた
「CZのビーズ」
などを展開し、利

適したブランド化を目指します」
と説明

カード決済にも

に隠 れ た存 在

用者の利便性を図っている。

し、業界の活性化に務めるとしている。

対応する。

