
簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、どんなスタイルにも対
応できます。
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　メガネ・コンタクトレンズ・補聴器の
小売を全国展開するメガネスーパーを
中核事業とする㈱ビジョナリーホール
ディングス（東京都中央区、星崎尚彦
社長）は、プロeスポーツチームである
「忍ismGaming」（東京都豊島区）と
のスポンサー契約を締結したことを3
月2日付で発表した。
　昨今、eスポーツが大きな盛り上がり
を見せ、その広がりは一部のファンに
限ることなく、学生や社会人の間でも
新たな競技やレクリエーションを超え
た文化の一つとして定着しつつある。
　同社は、そうした層に新たな顧客層
として取り込みを図りたいと考える一
方で、こうしたゲームの愛好者の中心
である若年層の間で眼の健康に対す
る重要性の認知が低く、アイケアが浸
透していないことに対し、眼の健康寿
命延伸を推進する同社グループとして
は危機感を感じているとした。
　そして、超近視時代と言われる現代
で、眼を長時間使うプロeスポーツ選手
と様々なアイケアの取り組みを推進し
ていくことで、若年層にアイケアを啓発
し、更には次世代のグローバルで支持
される競技eスポーツの発展・普及に
貢献していきたいと考えている。
　「忍ism Gaming」もこのような趣旨
に賛同し、単なるユニフォームへのロゴ

掲出や配信動画でのバナー掲出など
のスポンサー活動の域を超え、所属選
手監修のメガネフレーム、レンズやコン
タクトレンズなどの商品展開や、ゲーム
の使用環境に特化した専用の検査な
ど、ゲームを取り巻く環境でのアイケア
商品・サービスの構築を行い、共同で
若年層へのアイケア啓発活動や、eス
ポーツ普及のための様々な取り組みを
行っていく。
　「忍ism gaming」は2015年11月に
設立した世界大会で優勝経験のある
国内トップレベルのプロeスポーツチー
ムで、人気選手が多数在籍。“「ゲー
ム」と「人」を繋ぐ架け橋へ”をスローガ
ンとして掲げ、若手選手育成、大会・イ
ベントの企画運営など、ゲームと人が
関わる領域で活動中である。
　眼を使う時間の長いeスポーツとい
うカテゴリで第一線を走る「忍ism 
Gaming」と、相互理解のうえ活動を
共にしていくことで、同社グループの目
標である「眼の健康」の大切さをより多
くの人へ届けられるとしている。
　なお同社グループはアイケアカンパ
ニーとして、眼の健康寿命延伸という
テーマに全社で取り組み、累計1000
万人を超える顧客への対応で培った
眼に関する豊富な経験から得たノウハ
ウを基に、付加価値の高い商品・サー
ビスの提供を通じて、消費者のQOL
（生活の質／人生の質）の向上を目指
している。

　シンプルな指輪に一
本の“純金糸”をふたり
で結び合う誓いの儀式
が思い出になると、発売
以降、毎月の売り上げ
ランキングで上位となっ
ている「ケイウノ」の結婚

指輪『Junshi MUSUBI－純糸結び
－』のウェーブラインから新作が登場

した。
　ゼクシィ結婚トレンド調査
2020（2020年10月発表）にお
いて、自分たちで手作りしたとの
回答が、2020年：5.5％、2019
年：3.7％、2018年：2.9％と増
加傾向にある一方で、デザイン
の重要点はシンプルで清楚な
デザインが最多となっているこ

とから、ケイウノブライダルでは、シンプ
ルなデザインでありながら自分たちだ
けの体験ができる『Junshi MUSUBI
－純糸結び－』を2019年12月に定番
デザインの「ストレートライン」で発売
開始し、今回新たにもうひとつの定番
デザインである「ウェーブライン」を追
加。この拡充によって一方はウェーブラ
イン、もう一方はストレートラインといっ

た組み合わせ
の提供を可能
にした。
　リングを見
るたびに、ふた
りのリングを一
本の純金糸で
結び合う“誓い
のセレモニー”
の瞬間を思い
出すというの
が人気の所以
だ。

　ボツワナ、カナダ、ナミビア、南アフリカ
で採掘を行う世界最大のダイヤモンド
採掘会社で、全てのダイヤモンドを社会
的、倫理的、環境的基準を満たす方法
で採掘することを約束しているデビア
ス・グループが、2030年までにジェン
ダーの平等を達成すべく、アフリカ南部
の産出国における女性起業家の支援に
300万ドルを追加投資するなど、国際機
関UNWOMENとのグローバルパート
ナーシップ延長を「国際女性デー」の3
月8日（英国付）に発表した。
　同パートナーシップは2017年にス
タートし、全社を挙げて女性の活躍を

促進させ、上級管理職に
女性が任命される比率は
22％から40％へ、また上

級管理職全体における女性比率は
17％から30％へ上昇させている。
　同グループの取り組み「Building
Forever」の中で、2030年までに1万
人の女性小規模企業家を支援するこ
と、そして1万人の女性にSTEM教育
（科学、技術、工学、数学）を提供する
ことを約束している。
　また同グループは、デビアスジュエ
ラーズやフォーエバーマークといった
ブランドを展開する一方、ダイヤモンド
の出自やトレーサビリティを確かめるた
めのGem FairやTracrといった技術
も開発している。

　ナガホリの新春創作展
が1月から延期となってい
たが、3月9・10日の2日間、
「期末商談会」として本社ビ
ルにて開催された。ただし、
来場が難しい地方取引先
にはWEBによる案内に留め、近郊の取
引先のみの来場案内と時間調整によっ
て来場人数を絞り感染対策予防も実
施された。
　「PINKY&DIANNE」のBijouxの新
作では、大粒のホワイトトパーズのペア
シェイプが美しく揺れて輝き女性らしい

エレガントさを感じさせるWHIT-
E DROPも好評。バゲットカットのホワ
イトトパーズがすっきりとしたシャープ
な印象を与えしなやかな細身の
チェーンが繊細さを演出する。ペンダ
ント2万2000円～2万3100円（税
込）、ピアス1万5400円（税込）、全て
K10YG。3月上旬より店頭販売予定。
　人気の「Only You」は、3月6日よ
り“#ミーツオンリーユーキャンペー
ン”を開始。来店試着で全員にオリジ
ナルクロスをプレゼントし、さらに成
約特典としてセンターダイヤモンドの
カラーを無料でワングレードアップす
るほか、Only You公式インスタグラム
フォロー&購入写真の投稿で、抽選で
3名に豪華ギフト（3万円相当）があた
る豪華プレゼントを用意した。
　また、千葉県のマスコット「チーバく
ん」をモチーフにした純金小判を2月1
日より発売開始し好評を博している。

眼の健康をテーマにeスポーツを通じた
若年層へのアイケアの普及・浸透を図る
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ジェンダー平等の達成は
デビアス・グループの最重要課題
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プロeスポーツチームとスポンサー契約
㈱メガネスーパー

　BS-TBSやBSフジで放送の大人気
の宝石専門チャンネルGSTVが運営
するオウンドメディア、ジュエリー&宝石
情報サイト「GSTV FAN」にて、30～
40代向けのジュエリーコレクション「プ
チコレクションSpring」が2月22日より
展開されている。
　大切な人への贈り物にぴったりのプ
チコレクションは、GSTVのジュエリーの

中から気軽に身につけられるものを集め
たコレクションで、毎シーズンアップデー
トされ話題となっている。
　この春は、春モチーフとパステルカラー
を中心にセレクト。春の日差しの中、コー
ディネートが楽しくなるようなオトナ可愛
いアイテムを税込み2万円から用意。女
優の女優・高橋真悠さんがイメージモデ
ルとして大人可愛いジュエリーを身にま
とい、新たな魅力を開花させている。
FAX：03-3832-2100。

　「FOPE」のポップアップが、3月11日
～31日までの期間限定で銀座・和光2

階で開催されている。100％K18で伸縮
性がありロールオンで簡単に着用でき
るFOPEのアイコン「フレグジット」をはじ
め、人気コレクションを展開している。

　㈱ジェムインターナショナルは、業務
の効率化を図るため、東京営業部事務

所を3月30日より下記に移転する。移転
に伴い、26・27日は臨時休業する。
移転先＝〒153-0042東京都目黒区青
葉台4-7-1プラトーヴェール9F。電話
03-6686-7420、FAX03-6686-7428。

■「FOPE」が和光でポップアップ

　「 シ ョ ー メ 」
（LVMHウォッチ・
ジュエリージャパン
㈱）は、4月10日より
スタートする、東海テ
レビ・フジテレビ系全
国ネット「オトナの土
ドラ」シリーズ第33弾
「最高のオバハン中
島ハルコ」とスペシャ
ルコラボレーション

を実施し、主演の大地
真央さんがショーメの
ジュエリーやタイム
ピースを全話にわたっ
て着用することを発表
した。
　3月7日に発表され
た「最高のオバハン中
島ハルコ」のポスター
ヴィジュアルには、パリ
より取り寄せた世界に
1点のハイジュエリー・
ネックレスが着用さ

れ、第一話にも登場
する。全話を通して
ショーメのさまざまな
ジュエリーやタイム
ピースが楽しめる。
　ドラマの原作は林
真理子さんの小説
「最高のオバハン」シ
リーズ（文春文庫
刊）、人気漫画家の
東村アキコさんがほ

れ込みコミカライズま
でした超話題作となっ
ている。
　ポスター用のジュエ
リーは、「ローリエ」の
ネックレス（参考価格：
税込2億7720万円）、
「ジョセフィーヌ」のイヤ
リング（税込3 4 8万
7000円）、「ローリエ」
のリング（税込371万
8000円）。

「ショーメ」がドラマとコラボレーション
2億7千万円のネックレスをビジュアルに

GSTVが30～40代向けに
「プチコレクションSpring」展開

超近視
時代

移転
ジェムインターナショナル

　「健康な時忘れているのが健康」。私
の好きなキャッチコピーだが確かに健
康を損ねて初めて健康の有難みが分か
る。生活の中の電気も同じことで普段は
当たり前のように使っている電気も停電
にでもなれば本当に衣食住のすべてが
立ちいかなくなる。電気は現在の生活を
根元で支える基盤のエネルギーであ
る。けれども自分は科学的知識が乏し
いので電気がどのように作られるのか
その仕組みがさっぱり分からない。まし
て原発の理解など論外である。そこでに
わか勉強をして「蝶でも鹿でも猪でも分
かる発電の仕組み」程度の理解には達
した。この文章はその程度の話である。
　風車に息を吹きかけると風車はくる

くると回る。発電とはこれだけのことで
ある。実にシンプル。発電機の先に風車
のごときタービンが付いている。実物を
見たことはないが図から想像するに水
車のでかい奴だ。それが回れば発電機
から電気が生まれる。そのタービンを
回す力が水の力なら水力発電になる。
高所に水を貯めておいて一気に下に
流す。要するにダム。その流れにタービ
ンをさらして回すのである。それにして
も電気を起こすタービンを回すのにダ
ムとはなんと大掛かりな仕組みだろう。
　火力発電というのは蒸気の力でター
ビンを回すのである。ヤカンに水を入れ
て火にかけるとお湯が沸いて蒸気が出
る。この仕組みで蒸気の力を利用する。
だから火力発電というのは蒸気発電、
湯沸かし発電と名付けたほうが実態に

合っている。お湯を沸かしているだけだ
から。燃やす燃料は主に石炭、石油、液
化天然ガスである。よって発電所から
モクモクと大気汚染の原因になる煙が
出る。蒸気とモクモク煙といえば蒸気
機関車。そう蒸気機関車と火力発電は
全くといっていいほど同じ仕組みであ
る。蒸気の力をピストンを使って動輪に
伝えれば機関車は走る。映画で機関車
の機関士が石炭を炉に放り込むシー
ンを観るがあれはただ単純にお湯を沸
かしているのである。歴史的前後から
いえば蒸気機関車が先にできてそれ
の模倣として火力発電所ができたのだ
ろう。似てるわけだ。
　蒸気でタービンを回すのは地熱発
電もバイオマス発電も同じ。風力発電
も風の力でタービンを回している。理屈
は簡単なのだ。では原子力発電はどう
なのか。原発というとすぐに核燃料、濃
縮ウラン、プルトニウム等々難しい用語
が出て来てさぞや複雑極まる構造を想
像するが、要は火力発電の鬼っ子みた
いなものでお湯を沸かす燃料が石炭
などの化石物からウラン燃料に変わっ
ただけ。ウランは放射性物質だから取
り扱いが極めて危険なうえに燃やす炉

も原子炉になるわけだが原理は同じ。
核燃料で沸かしたお湯の蒸気でター
ビンを回している。そういう意味では原
子力発電といっても「な～んだ」という
話なのだ。（太陽光発電はタービンを
使用しないから例外）
　私の理解はここまで。電気は発電機
のタービンを回せば生まれる。ただどの
ような力を利用するかで水力と火力
（蒸気）に分かれるということだ。それな
ら不毛ともいえる原発安全論争を延々
と続けるより国民みんなでタービンを
回す新しい力を考えたほうがずっと生
産的ではあるまいか。
　高齢化社会の中で一人一人が健康
に関心を持つようになってきた。けれど
も社会の健康を支える電気のほうはど
うだろうか、まだまだ敷居が高く専門家
にお任せだが、大雑把な構図は難しく
ない。じいちゃんからばあちゃん、子供
たちもみんなで考えて知恵を出す。ひら
めいたアイデアでいい。あれから節目の
１０年、誰もが電気に発電にいくらかで
も関心を持つことが福島原発事故の
教訓のように思える。
　　　　　　　　　　　　　   貧骨
　　    cosmoloop.22k@nifty.com

発電のイロハ
原子力発電=
湯沸かし発電
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