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東 京・御 徒 町から発 信
する宝 飾 品 パーツ& I F K

フルモデルチェンジした
石福ジュエリーパーツの
総合カタログ﹁Vol・ ﹂発刊

第2424号

14

シャトンの石福ジュエリー

パーツ㈱の新しい「総合カタログ

ので、ニューノーマル時代への提案に、

Vol.14」が刷新された。

この新しいカタログを手元に置きたい。

この新しい「総合カタログ」は、

今や、パーツもジュエリーの価値あ

オールカラーの240ページ。パー

るポイントの一つ。様々なデザイン、形、

ツの写真はほぼ実寸大で見やす

素 材 、サイズによって、様々な顧 客の

く、
イメージも湧きやすいと評判の

ニーズに応えたい。

パーツ・カタログとして愛用する業

前号に新パーツを挿入したもので

員や顧客などを覚えにくくなったことへ

はなく、昨年秋からプロジェクトメン

の対策、新しいマスクのおしゃれとして

などもいち早く提案
バーが一生懸命に作成した“令和 「マスク・チャーム」
版”としてフルモデルチェンジされ

している。問い 合 わせは、T E L 0 3 -

た渾身の一冊にまとめられている

3832-5241まで。

ンナップする。

珠」
をコンセプト

2度目の緊急

に、
あこや真珠を

事態宣言が発

主力素 材として

令され 、不 要 不
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扱うジュエリー

出の外出を控
え、
おうち時間が

雑貨㈱が、横浜

増えてファッショ

て提案。心や気持ちを明るくすることは

高島屋3階に、初

ンや身だしなみ

もちろん、
テレビ電話やオンラインミー

めてのポップアッ

にあまり気を使

ティングでも表情が映えること間違いな
いと、
ジュエリーの役割を伝える。

プショップ「ジャパンクチュール」
を2月3

わない中においても、
リラックスした家

日〜9日までの期間限定でオープン。
自

着であっても、1点プラスするだけで手

社ブランド
「濱ノ雫（はまのしずく）」
を中

抜き感がなくなるパールジュエリーは、 感じてもらえるようにとシリーズを展開

心にパールジュエリーを40〜50点ライ

おうち時間にトキメキをプラスするとし

同社は、本物の真珠をもっと身近に
している。

信などで実売に繋げ、新たな商材は新 （Synthetic Diamond）の名称が、消
たな販売方法で売り上げを伸ばしてい

費者に誤解と混乱を与える可能性が

ると会員に伝えている。

あるとして、商品名称のガイドラインか
ら
「合成ダイヤモンド」を削除した。ま

ンド協会（LGDA、石田茂之代表理事） ンドと全く違う販売認識を持つ必要が

た、
これを受けて、GIAは2019年7月よ

は、
コロナ禍により、昨年より国内のラボ

求められていると同時に、モアサナイト

り全ての鑑定書でSyntheticの表現を

ラトリーグロウンダイヤモンドの企画が

等の擬似石（ダイヤモンドではない人

停 止し、L AB O R ATO R Y G R O W N

実施されない状況が続く中でも、SNSを

工 石 ）の 知 名 度 がネットを通して高

DIAMONDの表記に統一。昨年より

はじめとするWEB環境下でのビジネス

まっており、一般ユーザーがその違い

4Cグレードも鑑定書に記載されている

は従来の天然ダイヤモンドビジネスにあ

について認識できていないようだと警

経緯と共に、
日本でも類似石の影響が
出てきており、米国と同じ状況になると

る卸売・小売といった流通に関係なく、 笛を鳴らしている。
米 国 のアメリカ連 邦 取 引 委 員 会

ヤモンドのブランドが誕生し、
ライブ配 （ F T C ）は 、合 成 ダ イ ヤ モ ン ド

予想され、早めに対応していく必要が
あると注意喚起を促した。

来場者数8892人のIJTから
業界は何を考える

はさほど落とさず、催事でも高額品が

ついては出展社などにはアナウンスさ

強の来場者を見込む1月

ちょこちょこと売れるなど、飲食店など

れたようだが、公式な発表がなかった

に東京ビッグサイトで開

に比べるほどの危機感を感じることが

ように思う。上代表示は特に問題ない

催され た「 国 際 宝 飾 展

できなかったのか、
ソーシャルバイヤー

との声も聞かれていたが、
より多くに知

I J T 2 0 2 1 」の来 場 者 数

への対策や一般消費者を入れる見本

らせることは必要であった。名称使用

は 、4日間 で 8 8 9 2 人と

市への関心、ネット販売の台頭による

であるのか何なのかわからないが、日

なった。

情報開示の問題点、見えにくくなるジュ

本ジュエリー協会が主催者として名を

昨 年の来 場 者 数 2 万

エリー市場の広がりなどに関して実施

連ねていることもあり、出展社も様々な

4118人と比べると73％

されるべきセミナーや教育については

ことに関心を持ち、意見を持ち寄るべ

減となり、実に見 合わな

話にも上がらず、
ひとつの産業として進

きだ。
このまま知らないところでいろい

い出展費用になった。昨

むべき道が見えていないのが問題と見

ろなことが決定されていくのは決して良

年の来場者数もその前の

受けられる。見方を変えればコロナ禍

いことではない。多様な議論を重ねな

年に比べ約2200人の大

の中でも
「国際宝飾展」に多くの“ジュ

ければ、課題や解決できること、進むべ

幅な減少傾向にあったた

エリーに関心のある人”がジュエリーを

き道も見えてこない。

め、コロナ禍での開催は

求めに訪れただけの需要があった事実

測り知れぬ結果を今後に

を直視すべきではないだろうか。
今年は東京オリンピック・パラリン

今後の見本市に向けて「実情を体
感でき良かった」
という声もあった。ポ
ジティブな意見だが、業界を動かすた

これからの見本市の問

ピックの開催予定のために、
コロナ対策

めの多くの声が必要だ。異なる意見に

題は、来場者数だけでは

をしながら様々なイレギュラーにも対応

も耳を傾けるべきだ。既存の流通だけ

ない。そもそも業 界 関 係

せねばならない。5月13日〜15日には

ではなく、市場の変化やニーズの多様

者が口にする「催事の不振」にはじま 「神戸国際宝飾展」、10月27日〜29日

化により生まれた新しいビジネススス

り、
「 若者のジュエリー離れ」や人口減

は「国際宝飾展 秋」、2022年1月12日

タイルや新しい市場などを視野に入れ

少による
「マリッジリング等の需要の減

〜15日は
「国際宝飾展IJT」
と予定は続

ている企業が密かに増えていることを

少」
などに留まらず、変化を遂げる市場

き、
このまま上代表示の議論が全くない

考えれば、業界としても古い考えに固

の中でジュエリーに対する関心を高め

まま、“ジュエリーに関心がある人”とし

執せずに、確かなビジョンを持って、変

るための活性化対策ができていないこ

て一般消費者を来場することを黙って

えることは変え、必要な課題を解決し、

とではないだろうか。

受け入れていいのかもひとつの疑問と

新しいことも取り入れ、需要を捉えてい

して残る。今後は手をつないだカップル

く必要がある。各社が理解を深めるの

がより訪れるこ

は時間がかかることだが、同じ考えを

とが考えられる

持つ仲間は必ず身近にいるはずだ。ス

のだ。

ピーディーな変革による市場活性化を

昨年のコロナ禍ではマリッジの売上

万人を超えようとしている。ジュエリー産業の健

全な発展と消費者の利益に資することを目的に

創 設されたJ C 資 格 制 度は、これからはじまる

上 代 表 示に

安全な流通を図るのにも役立つ基礎知識が備

わっており、
より多くの資格取得者が増えること
が望ましい。ニーズの多様性によりJC資格の役
立て方も多岐にわたるので、JC資格者の生の声

を連載（3回）
で届けたい。

JC1級を目指したきっかけを
教えてください。
私はもともと政治家を目指していま
した。バブルが弾けた時に、政治家の
道が険しくなったことをきっかけに、
ま
ずは 名 前を売ろうとフリーアナウン
サーに転身しました。政治知識が深い
ドショーなどのリポーターとして、TBS
やテレビ朝日などでお仕事をさせて頂
きました。
その繋がりでドラマやバラエ
ティなどのキャスター役などにも呼ばれ
て忙しくしていた頃の今から13年ほど
前に、宝石専門チャンネルのオーディ
ションを受けるチャンスがあり、たまた
ま合格したことから、
ジュエリーの世界
に入りました。
当時の宝石専門チャンネルは、事務
方にGIAの資格者が一人いた程度で、
複雑な処理石の説明も、少ない情報か
ら自分で調べてトークしていた時代で
す。

近年では2万5000人

もたらしそうである。

誕生してから20年が過ぎ、JC資格登録者数は1

ことから、事件・事故を追いかけるワイ

またその中で、今後は天然ダイヤモ

！
？

ジュエリーコーディネーター資格制度（JC）が

ジュエリーの需要喚起に欠かすことのできない

メーカー 、日本

大きく成長。
いくつものラボグロウンダイ

インタビュー

重要な役割を担うことが期待されている。安心・

パールジュエリー「濱ノ雫」が横浜高島屋で初のポップアップ

一般社団法人日本グロウンダイヤモ

1

大松彰さん

また、同社では、
ニューノーマル
（マス

今回は、前号より60ページ増え、 特徴を認識できる箇所が減り、新入社

「ときめく真

連載

ク）時代に合わせ、マスクによって人の

界人も多い。

おうち時間にもジュエリーを！
！

モアサナイトや類似石に対する
注意喚起をLGDA会員に発信

ジュエリーコーディネーター（JC）
！
っておもしろい！

（3）

誰もが望んでいる。

自 分 で 取 材 をし 、責 任 を 持 って

MCはプロとしてのトーク力や、如何に

大松彰さん
（JC1級）

宝石専門チャンネルGSTV
（CS）
MC
JC1級
FGA取得
（英国宝石学協会正会員）
天然石検定1級
真珠のプロSA

難しい点を簡単に説明できるかなどが
当たり前のように問われますが、私に

自粛するようになり、
これから益々ネッ

とって重要なのは、視聴者と商品の間

トで買う頻度が増えていけば、問題が

に立つための中立性を保つことです。 出てくることは容易に想像できることで
商品にフィルターをかけて視聴者にわ

す。お客様の反応がダイレクトに返って

かりやすく、かつ全ての情報を伝えるこ

くる反面、大きく広がる喜びもあれば、

とがコーディネーターとしての役割にな

怖さもあるということです。
ですので、JC

ると考えています。中立性、自分自身の

資格の役割は重要になってくると思い

倫理・綱領も含めコーディネーターとし

ますし、重宝されるようにならなければ

ての意識を高めることもそうですが、
自

意味がありません。

分自身を守る鎧にもなるのが資格であ

り、正確な情報です。説明不足と思え 「JCのつどい・実行分科会」
の
ば自分から説明すべきと主張できるの
が強みと言えるでしょう。

JC1級試験への対策は
しましたか？

リーダーになられたと聞きました
が。
TV通販でも、宝石の路面店でも現
場に台本はないんです。その場で話し
ていくトーク力とセンスに不可欠なの

JC3級・2級の試験は、
テキストを覚

が知識です。面白くなければいけませ

えることが主軸にあり、覚えるのは得意

んし、
ジュエリーとお客様を繋げる架け

だったので、
それほど難しくはありませ

橋として、時に夢も語らなければなりま

んでした。

せん。
とても難しい仕事だと思います。

しかし1級には実技・ロープレ・面接

国家資格といっていいほど重要性は高
いはずです。

ニュースを伝えていた時は、
レポーター

があり、私は3回試験を受けて合格しま

情報開示のあやふやさに違和感があり

する無 防 備なお客 様のためにもコー

たち同志が繋がる場所をつくっていく

ディネーターが必要であるという当時

のが「JCのつどい・実行分科会」
で、JC

からの考えを伝えました。

資格者の交流の場となるはずだったの

ジュエリーを購入
として“グレー”は許されなかったので、 した。面接の時には、
ました。やけに安い商品や口を濁すバ
イヤーさんもいました。特にカラース
トーンは難しく、GIAの資格を持つ人に
も限界がありました。
あまりの“グレー”
の多さから、自分で調べないといけな
いと必要に駆られてたどり着いたのが
「ジュエリーコーディネーター」でした。
はじめはもちろん3級からです。全般的
な基礎知識から学ぶことができ、3級の
テキストだけでもすぐに実践で役立つ
ことが多々ありました。本当にすがりつ
くように勉強した記憶があります。近山

ジュエリー販売への携わり方にはい
ろいろありますが、
その全ての人がジュ
エリーコーディネーター資格を持つべ
きではないでしょうか。

JC資格はどのように
役立っていますか？

そんなトップレベルの現場で働く人

が、JJF2020の時に開催予定だった
JCミーティングです。
具体的にはこれから話し合って決め
ていくことだと思いますが、JC資格者
同志の横の繋がりを強め、広めていき、
JC資格の認知度も向上させていかね
ばなりません。JC取得者を増やそうと
しても、JC資格者に対する業界の認識

私はJC1級だけではなく、FGA、天

の弱さを感じます。業 界をリードする

然石検定1級、真珠のプロSAと宝石関

JJA関係者の方々もJC資格を取得す

先生の鉱物図鑑は今でも大好きです。

連の検定を数多く取得しているほか、 べきだと思いますし、経営者が持つべ

JC1級を目指したのは、必然的
だったということでしょうか。

ターの上級資格取得に向けて励んで

コーディネーター」だと思います。実績

いるところです。

と豊富な経験をお持ちの方は今更感

10年以上も前になりますが、宝石専
門チャンネル開局当時から、お客様の
ジュエリーに対する食いつきは強かっ
たので、売れば売るだけ知識が求めら
れるようになりました。
日に日に知識の
必要性が強まると同時に、商品に対す
る情報開示の重要性が高まりつつあり
ました。私は、開局1年目でJC3級を取
得し、翌 年にはJ C 1 級にトライしまし
た。
とても必要なことでした。
専門チャンネルのMCとして、正しい

現在は世界遺産やアンティークコレク

知識や情報、経験すべてが役に立ち

特殊な修理を
得意とする
〜WOODY BELL〜

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

があるかと思いますが、
そこをなんとか

ます。JC資格は全般的な知識が得られ

するのがJJAなのではないでしょうか。

ますので重宝します。FGAはより深い

今後どうしていくかと考えていく上で

ので、現在一番役立っている資格かも

も、そこがポイントになると考えていま

しれません。JCとFGAの両資格を持っ

す。宝石の奥深さは尽きることはありま

ていると世界最強じゃないですか。

せん。新しいものが出てくるたびに知識

しかし現場において、
まだまだジュエ

を上書きして止まることはできないんで

リーの説明で足りないと思うことが多

す。安心して商売を続けていくには、常

いんです。ベンダーさんだけの説明では

に視 野を広げていくためにもジュエ

間違う場合も出てきてしまうんです。
ま

リーコーディネーター資格（知識の取

だまだ課題は残されていますが、それ

得）が大切なんです。
まずは業界全体

だけジュエリーに魅力があるということ

が認める資格になることに期待したい

これだけ
情 報を持つことは最 重 要 課 題です。 ではないでしょうか。ただし、

修理・
リフォーム
時計彫りなど

き内容となっているのが「ジュエリー

と思います。

