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バイヤーは阪急の入社3年目の若手社員

本当に欲しいモノ・コトだけをセレクトした
Z世代のカワイイを集めた新しい売場

第2428号

切にしながら、素敵なもの・空間・人
との出会いを作り出したいという思
いが込められ、
バイヤー自らが考案。
ロゴデザインは、今年芸術大学を卒
業するZ 世 代のイラストレーター

ミズキ：植物集めとインテリアと
中華料理が好き。@mizu024

ユイ： カフェが大好きな韓国女子。
休日にはピラティスも。@yyuiom̲

クミコ： 韓国グルメや美容が好き。売場
公式アカウントを担当。@hankyu̲sgs

広く提案していく。

オーガニック・ラグジュアリー

「NADIA」に注目集まる
高島屋日本橋に新店もオープン

（3）

ジュエリーを集めた
の が「 アトリエ・ク
ラー 」。ノーヒート、
ノーオイル且つ人工
的な手を一 切 加え

Redﬁshの作品。
デザインされた3つ

ハウスブランドをはじ

な い カラ ー ジュエ

の候補の中から、
フォロワーなどの

め、インポートブランド、デ

リーは、どれもが自

ユーザー投票により決定された。

ザイナーズジュエリーを中

然 界の多 様な色の

バイヤーのファンになって会いに

心 に選りすぐりのジュエ

濃淡を内包した、繊

行きたくなるような売場作りを目指

リーを集めた㈱ナガホリ主

細で個 性 的な表 情

し、個性のある趣味やライフスタイ

催 の「 T H E L U X U R Y

が魅力。希少なオー

ルを持つ社員を社内公募により人

Brand Jewelry Collec-

ガニックカラーは、

選 。インスタグラムの公 式アカウント

tion」が、3月18日に京王

身につける女 性 に

阪急うめだ本店の

たバイヤーが、同じ価値観や趣味を持

3階婦人服売場に自

つフォロワーと一緒に、自分たちが本

なにかいいことがあったらいいな、
い

“＠hankyu̲sgs”、Youtubeのチャン

プラザ、25日横浜ベイシェ

特 別な存 在 感を与

当に欲しいモノ・コトだけをセレクトし

い感じのところに行こう、
という時に使う

ネル“HANKYU Something Good

ラトンホテル&タワーズで

える。
またNADIAの

た新しい売場となっており、SNSの中に

“Something Good”が売場名。Z世代

Studio”内で日々の生活や関心事を発

開催された。

アイコニックなリン

ベントスペースがオー

「そこに行けばなにかいいこと
ある情報すべてをファッションと捉え、 にとっての

信し、
コミュニティーを形成。
バイヤー世

コロナの影響

グ「トゥルービュー

プンした。

ウェア・雑 貨・ライフスタイルグッズ・

がありそう！」
を予感させる場所を目指

代の興味軸で見つけたヒト・モノ・コトを

により、はじめの

ティー」は、タイムレ

フードなど、打ち出しテーマを設定し幅

し、直感的に良いと思う自由な感性を大

フォロワーでもあるZ世代に提案する。

予 定よりも1 カ

スで 気 高き存 在 感

月以上延期した

を放つ。両サイドに

日程だったが 、

カラーストーンを従

緊急事態宣言

えたエメラルドカッ

解除も伸びたた

トのダイヤモンドリン

め 、従 来 のよう

グで、そこには真実

Z 世 代を中 心とし

アイプリモに独自開発の新色登場
肌色に馴染む落ち着きのある色味
「 アイ

同色は、従来の「K18イエローゴー

「 K18ピンクゴールド」
と違う組成
プ リ モ 」 ルド」
（プリモ・

で開発されたアイプリモで初めての新

ジャパン

しい色味のK18ゴールド。
ジュエリー市

㈱ ）が 独

場で一般的に「ピンクゴールド」
「シャ

自に開発

ンパンゴールド」
と言われる色味を参

した新 色

考に、更に肌色に馴染む落ち着きのあ

で 、淡 い

る色味を追求した。

ブラウン味のある金色「ペールブラウン

同色が映える、
プラチナとの流れるコ

ゴールド」が登場し、控えめで美しく、 ンビネーションが美しいマリッジリング
と、
シンプルなデザインで
永く愛用するマリッジリングにぴったり 「ノクターナル」
な大人のカラーゴールドとして3月19

カラーの絶妙な色合いを楽しめる
「オリ

日より発売開始された。

ジンビリーフ」
の2型を発売している。

地球に優しいサステナブルジュエリー

KOMEHYOが松屋銀座でPOPUP

注目のチョークアーティストと
GACKTがコラボし︑
ラボが話題に

分映えする個性を求
めるZ世代に向けたイ

アートフェア東京で

いる。“お気に入りの
ジュエリーが、未 来

GACKTの特長とも言え
る目をラボラトリーグロ
ウンダイヤモンドで表現
し、新たな世界観をつく
り上げた。
世界市場で大きな広
がりを見せるラボグロウ
ンダイヤモンドの日本市
場の発展と業界の知識
促進及び流通の整備を
目的として設立された日

オーストラリアで生

本グロウンダイ

まれ た比 較 的 新し

ヤモンド協 会

い、黒板にオイルパス

は 、エ グ ゼ ク

テルで絵や文字を描

ティブオーガナ

く
「チョークアート」の
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な盛り上がりは難しかった。
それでも毎

の美しさがある。
また、4月1日に高島屋

回好評を博すTHE LUXURYには、ハ

日本橋店6階ジュエリーサロンに新店

イエンドジュエリーを楽しみにする来

がオープンした。

場者が多くいる。
ナガホリのハウスブラ

今後の主な予定としては、4月4日金

ンドで、
オーガニック・ラグジュアリーの

沢、4月25日名古屋、5月13日仙台と

世界を追求する
「NADIA」
に注目が集

THE LUXURYは続き、
その後「創美

まるのもそういった層が期待している

展」が6月5・6日東京、6月17日福岡、7

からだろう。

月8日大阪と控えている。なお、事情に

NADIAの中でも、最高峰のカラー

より日程の変更も有り得る。

㈱ミスティー・コ

他金属が金属アレ

ー

レクションは、特許

ルギーを引き起こ

ア ー ティストとして

GACKTとのコ

技術で独自開発し

す要因となっている

ニューヨーク、香港、

ラボレ ー ショ

た新素材・高硬度

ケースが 多く見ら

ンにつ いて、

ピュア・シルバ ー

れた。

ソウルなどで 数々の個 展を開

ザ

の地球を守ることに繋がったら”と、

き、T Vなどでも紹 介され 、C D

「ラボグロウン

999（特許67236

同社ジュエリー

“地球にもお客様にも優しい”ブラン

ジャケット、壁画、SHOPの看板

ダイヤモンドを

7 8 号 ）を 用 い た

デザイナーの宗形

ドを目指す。価格帯はリング2万円台

など“チョークアート”の枠には

広く多くの 人

ジ ュ エ

〜、
ピアス1万円台〜。

まらない作品で各方面から高い

に知ってもらう

リ ーブ ラ

また、
オンラインで生活者に対し直

ため」
とした。

評価を得るMoecoさんが、先月、有楽

接販売を行うDtoC（Direct to -

町の国際フォーラムで開催されたアー

なお、GACKTとのコラボレーション

Consumer）モデルに、
リアルイベン

トフェア東京と同時開催された、国際

作品は、
フェア開催前後にオークショ

トを組み合わせた展開も行っている。

的に活躍できる若手アーティストを一

ン形式で販売される。
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特許取得の新素材使った新ブランド

素材本来の無垢な美しさピュア・シルバー999
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あやみ 氏
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な美しさと肌への優しさを、
ジュエリー

「世の中の良質を永遠につな

KO M E H YOの持つ「リアル デジタ

堂に集め注目された
「Future Artist-

ム）
を4月30日より発売すると発表した。
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日本
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s Tokyo」
に、
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最大級のリユースデパートを展

店 舗で魅力的なカラーストーンを見

のエグゼクティブオーガナイザーである

開する㈱コメ兵が、松屋銀座に

て、触れて、選べる体験の場をつくる。

アーティストGACKTとコラボレーショ

て、3月24日〜30日の1週間限

また 、同ブランドの 立 ち上 げ は 、

ンした作品を出品し、話題となった。
Moecoさんはキラキラしたものが好

定で、天然石を使ったサステナ

2011年にスタートした
「国内製造にこ

ブルジュエリーブランド
「mi lu-

だわり、職人の技術伝承に貢献する」

きで、
これまでにもスワロフスキーなど

na」の販売を行う SPRING -

KOMEHYOのリメイクジュエリーの技

を絵に加えた作品を披露してきたが、

POP UPを開催。普段はWEBサイトで

術を活かしたもので、近年SDGs（ Sus-

今 回は 、G AC K T の肖像 画を描き、

しか見られない商品を、直接見られる

tainable Development Goals）を

機会とした。

起 点として注目される「サステナブル

な生産と消費」
を目指した
「mi luna」
は、“地球に優しいサステ （持続可能）
ナブルジュエリー”を目指し2019年に

ファッションの取り組みの一環。
自分ら

立ち上げられた。一度ジュエリーとして

しさを表現できるカラーストーンジュエ

輝いた天然石やパールをアップサイク

リーのDtoCモデルによる
「フェア・プラ

ルして、新しい姿へと生まれ変わらせて

イス」
を特徴とする。

ラボ・グロウンを使用した「YON」が
伊勢丹新宿で初のポップアップ

昨 年 夏 にロ ー ン チし た

CT スキャン使用
天女、花珠、鑑別書
※天女、ロイヤル天女は日本宝石科学協会で商標登録されています

日本真珠学術協会

〒110-0005 東京都台東区上野 5-22-1 井上ビル4F
TEL : 03-3836-2507 FAX : 03 -3836-2689

やわらかな金属であるシルバーを、通常

重ねてきた。

は硬度を高めるために使われる銅など

SARARTHでは、
ピュア・シルバーの

の他金属を混ぜず、純度99.9%に保っ

無垢な美しさと肌のことを考え、低金

たまま、
未加工の純銀の3倍以上の硬度

属アレルギー性の純度99.9%素材に

を保つことに成功した素材。
これまで、
銀

こだわっている。
またジュエリー以外の

自体は金属アレルギーが起こりにくい素

領域でも人、そして地球へと役立てて

材にもかかわらず、銀に混ぜられた銅や

いくための研究も行なっていく。

これからはデジタル変革（DX）が

カーとも契約。注文者と制作する側

事に長く愛用できれば、長く使えば

人口減によってブライダルジュエ

始まろうとしています。取り組まないと

をマッチングさせる。
そんな簡単にで

使うほどアフターケアやサイズ直し

リー市場は縮小していくのにブライダ

理解できない難しさがあります。

きるわけがないと諦める人が多いほ

などの必要性がもっと出てくるから、 ルジュエリービジネスに、改めて注目

どチャンスは広がりそうです。

お店選びも大切だということがもっ

が集まっているのは、なぜか。
その答

と認知されると思うので

えは、
ブライダルジュエリー企業同志

す。想 い を 込 め て オ ー

は日々競争していても、向かう方向が

ダーしたジュエリーが受

同じだからでしょう。厳しい市 況で

デジタルで何ができるかを考えて

投稿シリーズ
熱中時代❷

ジュエリーはオーダーメイドがいい

け継がれるところまでが、 も、共にブライダルリング需要の喚起

YONは、エシカルでサスティ

みました。製造・制作・販売・教育・

個人事業主のデザイナーや職人

ナブルな“ラボ・グロウンダイ

PRのそれぞれで、可能なことは異な

も増えてきていて、マッチングもでき

るかもしれません。

そうです。独立したいと思う職人さん

オンラインで始まったオーダーメイ

難しいこともあるでしょう。自分の

ジュエリーの魅力となることを望むの

に、一丸となって奮起しているからに

です。

違いないと思います。

エシカルでサスティナブルな“ラボ・

ヤモンド”を使用した地球環境に配慮

グロウンダイヤモンド”のみを使用した

したブランドコンセプトやユニバーサル

例えば、これからのジュエリーは

もいるようですし、希望を叶えるオー

ジュエリーブランド
「YON」
を展開する

でスタイリッシュなデザインが幅広い

ドジュエリーが、地域にあるお店でケ

利益だけを考えるのではなく、
ジュエ

「オーダーメイド」
としたら、何が可能

㈱YON（東京都台東区、紋谷 直孝社

層に話題となり、伊勢丹新宿でのポッ

ダーメイドの良さが当たり前になれ

アできるような一連のつながりが業

リー需要の喚起を最優先に考え、業

長）が、新作発売に合わせ、伊勢丹新

プアップストアに繋げた。
また、私達が

ばもっとジュエリーを楽しめるように

界に生まれれば、日本のジュエリー

界が一丸となれば、ジュエリー市場

デザイナーと契約し、工場や職人

宿にて、3月17日〜3月23日の期間限

まだ見ぬその先にある自然や人、未来

なりそうです。

産業も素敵だと思うのです。
こんな夢

はこれからまだまだ増える見込みが

とも契約する。素材をもつ卸やメー

定でポップアップストアを初出店した。

を大 切 にしたいという意 思を込め 、

を描けるのもDXならではでしょう。

残っているように感じます。

でしょうか。

毎日身に着けるアイテムとして、大

100年先もその

い、
その先の時代の人々に豊かに生き

〜30万円のリング・ピアス・ネックレス

先の地球も、安

てほしいという想いを込めて、私達に

など。10KWGに中石1.0ctのラボ・グ

全で 緑に溢 れ

今できること、行 動に移 せることを、

ロウンダイヤモンドがセッティングされ

た 美しい 地 球

YONを通じて表現したいという想い

たピアス
（120万円＋税／IGI鑑定書

で あ って ほし

から設立された。中心価格帯は5万円

付き／1点限り）
も紹介された。

修理・
リフォーム
時計彫りなど

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

パリのルーブル美術館の約50万点を
オンラインで無料公開

全所蔵作品は約50万点。すでに全
作品の4分の3にあたる48万2千点以

世 界 で 最も訪 問 者 が 多 いパリの

上の画像や情報データが公開されて

ルーブル美術館の全作品が、オンライ

いるようで、今後は全作品を閲覧でき

ンを使い無料で公開されると話題だ。

るようになる。

