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（株）時計美術宝飾新聞社

産業をポジティブにしようキャンペーン！
！

●発行所

●編集発行人 藤井正義
〒110-0015 東京都台東区東上野1-26-2
ジュエラーズタウン・オーラム508
TEL
（03）3833-1886 FAX
（03）3833 -1717

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。
無記名によるご投稿・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

ドイツのジュエリーメー

婚指輪のオーダーができる
ジュ エリーブ ランド
「acredo（アクレード）」の
日 本 初 のフラッグ シップ
ショップが3月25日に銀座
でオープンする。輸入総代
理店は㈱ホッタ。
アクレードのオーダーメイ
ドは、パソコンさえあれば場
所を選ばず、独自のリングデ
ザインシステム上で様々な
デザインができる。ベースと
なるリングを選び、幅や厚
み、ダイヤモンドのセッティ
ングなど、細部にわたってデ
ザインが可能。店頭からドイ
ツの工房までネットで繋が

価格や品質︑価値にも透明性を備える

開する、WEB上で婚約・結

http://www.e-tkb.com

毎月1日・15日発行
年間購読料8500円／1部450円
振替口座 00190-3-57579

西日本支社：06-6252-4477

Web上でマイスターにオーダーできる

るDXを実現し、デザインが
変わる度に、相場に合わせ
た価 格が 表 示される透 明
性の高さも特徴のひとつになる。

ドイツのジュエリーブランド
﹁アクレード﹂が銀座に日本初の
フラッグシップをオープン

カーegf社がグローバル展

本社：03-5817-0353

（1）

イス タ ー の

取り扱うダイヤモンドも生産背景の

技 術との 融

透明性や高い質が保証された安心・

こだわり抜いたダイヤモン
合によって、 安全なもの。
高 品 質な指

ドルースも用意。
さらに、特別なものと

コロナ禍が続く状況ではあるが、今

ライブ販売が活発になる日本時間の

年で25回目を数え、5月13日〜15日の

19時〜22時までの時間帯に出展社

3日間 開 催される「 神 戸 国 際 宝 飾 展

が商談できるよう、初日と2日目の商談

（IJK）」
には、250社の出展が見込まれ

時間を22時まで延長。展示会は18時
までだが、無料でソーシャルバイヤー

ている。
神戸ならではの真珠をはじめ、ダイ

を通じて22時まで商談ができる。
ライ

ヤモンド、色 石 、ファインジュエリー 、 ブ販売による売上額としては総額26

輪を製 作す

して、識別URLが付与され、
アクセスす

ファッションジュエリー、
アクセサリー、 億円を見込む。

る。また 、厳

ると、遥か昔に誕生した原石がどこで

リ・ジュエリー、宝飾関連機器などジュ

しい 審 査 に

採掘され、
どの様に磨かれ完成したの

より、環境や

か、採掘から宝石になるまでの明確な

サービスが一堂に会す。
また神戸市へ

社 会 に配 慮

流 通 経 路 が 辿 れ る「 ダイヤ モンド

の大きな経済効果も期待される。

ジャーニー」付きのダイヤモン
として、指輪に込めたい

ドも揃える。ダイヤモンドの“物

想 いをリングアドバ イ

語”を知ることで、指輪への愛

ザーが聞き取り、ふたり

着を深めることができる。なお、

の想いを指 輪に昇 華 。

ダイヤモンドジャーニー付きの

エリービジネスに関わる製品、素材、 海外有力企業100社とオンライン商談
3つ目は
「海外有力バイヤーとのオン

ライブ販売で26億円を見込む
4施策でコロナ禍での売上UP
神戸国際宝飾展IJK

5月13（水）〜15日
（土）

「思い出の夏の日、降り

ダイヤモンドは全て、サリネ社

注ぐ太陽」などの想いを

が 世 界で初めて開 発した「 輝

ダイヤの留め方で表 現

き」を光学的に分析し、数値化

会期中の売上拡大にと、主催者であ

ラインビジネスマッチングの実施」。中

するなど、
オーダーメイド

する鑑定システムで証明された

るリードエグジビションジャパンは、4

国、香港、台湾、韓国をはじめ、
アジアの

の購入体験を商品と並

最高ランクの美しい輝きを放つ

つの施策を導入し、
コロナ問題で出展

バイヤーを中心に、100社の有力企業

を控えていた企業も
「新たな販路を拡

と、
オンライン商談を実施する。会期前

大できる可能性を感じる」
と出展を決

にバイヤーの仕入れ希望商品を事務

ぶ価値として提供する。

し た 企 業 だ け に 与 えら れ る R J C

製作を担うegf社は、世界中の名だ （Responsible Jewellery Council：

希少な
「Ultimate3」の証明が付く。
アクレード銀座＝〒104-0061 東

また、顧客の好みをもとにデザインを

たるジュエリー工房が集まるドイツ南

責任あるジュエリー協議会）認証を取

京都中央区銀座6-5-8 1F TEL:03-

め始めている。
また、今後の商売にも繋

局が確認し、会期中に該当する出展社

進める従来の方法はもちろんだが、ア

西部の街、
フォルツハイムにある。最先

得しており、倫 理 的 なモノづくりで

5962-8780 （3月25日以降）。定休日

げたいと初出展企業なども現れている

ブースに事務局スタッフが訪問、iPad

クレードではオーダーメイドの新手法

端のテクノロジーと経験豊かな熟練マ

SDGsの達成を目指す。

＝水曜日。

とのこと。

でバイヤーに商品を見せ商談をサポー
トするという仕組み。会期中の商談数は

要素がそれぞれ深く関わっており、従

世界No.1企業を目指す「OWNDAYS」

のため 、顧 客との 間 に密 なコミュニ

メガネ・サングラスの製造販売を手

今後2年間で国内100店舗の新規出

国内有力宝飾小売店100社を

メガネ販売は、
ファッションと医療の

コロナ禍で影響受けるアパレル等からの
転職希望者を対象に管理職100名を中途採用

特別招待

来から
「半医半商」
と言われている。
そ

㈱ 萩原

ケーションと信頼関係が必要になり、

500を見込み、IJKで関係性を築くこと
ができれば、会期後の先々に繋がる商
売にも期待ができる。

1つ目の施策は
「国内有力宝飾小売
店100名を特別招待」。積極的に仕入
れ・商談を行う100社をサポートする

徹底サポートの個別相談・説明会実施

掛けるOWNDAYS㈱（沖縄県那覇市、 店を進めるほか、国内と同様に好調な

主体性を持って顧客や同じ店舗のス

田中修治社長）は、アパレルや飲食業

東アジア市場においても、100店舗の

タッフと会話や議論ができる、
アパレル

思いで、会場近隣ホテルの宿泊特典付

4つ目は
「IJKで成果を上げるための

界等からの転職希望者を主な対象とし

追加出店を計画している。

や飲食業界等での管理職経験者を求

きで特別招待。スムーズに買い付けで

個別相談・説明会」を実施する。希望

継続的な外出自粛により都市部に店

めている。本 部 職においても、デザイ

きるよう商談サポートも実施する。

する出店社に対し4月より開始、成果を

同社は、
コロナ禍においても成長ス

舗を構えるアパレルや飲食業界の先行

ナーや新規事業開発等、経験者を対

て、
日本から世界市場へ新しい需要の

ピードを緩めず計 画 通りの出店を進

きに対する不安から、各社希望退職や

象に採用を強化。
また、来年度の新卒

開拓とサービスの提供を積極的に挑

め、今年4月には国内外で400店舗体

人員の削減が相次いでいるという事態

採用枠は200名に増員を決定した。

戦し続けている。
「 OWNDAYSに関わ

て、
中途採用枠を100名に増員した。

上げるノウハウを提言する。商談成果
中国の活発時間に合わせライブ販売

を出している出展 社の事 例を挙げて
「ブースへの集客方法」
「 商品展示方

制となる。業績が堅調に推移しており、 を受けて、同業界での経歴を持つ転職

同社は、日本全国の他、シンガポー

る全ての人を豊かにするために…」の

2つ目は
「ソーシャルバイヤーとの商

法」などをレクチャーし、会期当日まで

希 望 者 を対 象

ル、台湾、
インドなど海外11カ国・地域

信条を掲げ、世界中の人たちから必要

談ライブ販売時間を無料で延長」。昨

徹底サポートするもの。コロナ禍で有

に店長および管

に370店舗以上を展開するメガネ販売

とされるメガネ業界No.1の企業を目

年のIJKから、出展社の海外販路拡大

意義なソーシャルバイヤーとの付き合

理 職 の中 途 採

チェーン。世界的なメガネブランドとし

指す。

を目的に、在日ソーシャルバイヤーを

いを始めた企業は、
ライブ販売を促す

特別招待した商談促進に力を入れて

効果的な
「ブースづくり」や現地の視聴

いる。800名のソーシャルバイヤーを

者が求める
「主力商品」
なども把握して

特別招待するに留まらず、中国で最も

おきたいことだ。

用枠において、
合計100名の増
員を決定した。

国内外それぞれで100店舗の新規出店計画

