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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。
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三越伊勢丹宝飾バイヤーを虜にした
ポルトガルのジュエリーブランド
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を虜にしたというジュエリー

母国で伝統技術の継承にも力を注ぐ

三越伊勢丹宝飾バイヤー
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