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資産性備えた純金製兜人気が上昇中
ギンザタナカの売上No.1商品と傾向

売上動向（2020年12月1日〜2021

で、伝統工芸士・武比古が手仕事で仕

年3月31日）
によると、金価格史上最高

上げた
「剣」
をモチーフにしたダイナミッ

値を記録した2020年の純金製兜の販

クな前立てと細工の美しさも魅力。金

売個数が純銀製兜を初めて上回り、売

部門＝純金兜「剣鍬形」、68万円。現

上金額は純銀製の4倍以上に。資産と

代のインテリアにもマッチする小型の

しての金への注目の高まりが伺える結

純金製兜。例年、
コンパクトでありなが

果になった。

ら高い資産性を備えた純金製の兜の

年前から海外バイヤーに向け

た商品づくりで楽しくやれてい

ます。昨 年 度もコロナ禍での
展 示 会となりましたが 、ソー

シャルバイヤーの動きはまだ
止まっていなかったので、苦し

人気が上昇している。

スタイルや住宅事情の変化により、モ

また、近年では両親や祖父母が、男

ダンなデザイン、コンパクトなタイプが

児の誕生に合わせ、資産性の高い貴

支持される傾向に。巣籠需要で通販部

金属製の兜を購入するケースが増加し

古くから男児を病気や事故などから

40年以上にわたり金や銀などの貴

門が伸長し、購入者の4割が通販を利

ている。昨年より新型コロナウィルス感

赤坂ユニベイスは、4年ほど前

守り、健やかに成長して欲しいとの願

金 属 製の兜を販 売するキンザタナカ

用している結果になった。地域別では

染対策の影響で、世の中全般的に、
よ

からインバウンドやソーシャルバ

いから
「兜」や「鎧」を飾る習慣がある

が、貴金属製兜を中心とする端午の節

名 古 屋 店が 昨 年 対比で売 上 金 額 約

り価値あるもの、意味のあるものを求め

イヤーを中心としたターゲットに

るという購買行動も見受けられる。
ここ

絞り、展示会商売を展開しはじめた。

コロナ禍で金の資産性価値
句関連商品の最新の売り上げ状況と、 1.9倍に。
直営店7店舗で実際の購入者に聞い

ジネスでの特別なギフトとしても多くの

た
「購入商品の決め手」や「使いみち」

人に選ばれている。

について紹介している。

を評価する顧客の需要が増加した。
売上No.1商品は、銀部門＝純銀兜
「剣」小、8万5000円。定番人気の逸品
芸品としても認められた。

コロナの 影 響 で、コス

「よせもの」は、単純なひとつひとつ

チュームジュエリーの需要

のパーツやツメ
（クリスタルを留める土

クラウドファンディングのプロジェク

が 減 少し、装身 具にしか

台）
を寄せ集め、
それらをろう付けと呼

ト名は、
『「よせもの」
という伝統技術を

使ってこなかった「よせも

ばれる溶接で、様々な形のジュエリー

残したい。
ジュエリー作家がつくるイン

の」技術の維持を他の業

に作り上げる技術。
しかし、キャストと

テリアジュエリー 』。土 台に使われる

種で活 用しようと建 築出

は本物。木工所から出た端材を利
いう溶けた金属を流して量産すること 「木」

㈲アトリエ・エイト
（東京

ら、製作過程で出る端材を購入してい

都葛飾区、高橋正明社長）

る。本物の木から、真鍮の木が育つよう

は、伝統技術「よせもの」
に

な、金属なのに温かみのあるデザイン

こだわり、個 性 的 なコス

になっている。

家庭やオフィスなどを彩るインテリア

ト生産に向いている技術なので、舞台

勤講師を務めるほか、世界4大ミスコン

ジュエリー『真鍮のtree』によるクラウ

やダンス、結婚式のティアラなど、特殊

テストの一つ「Miss Grand Japan」の

ドファンディングを
「CAMPFIRE」にて

な場面では今も必要な技術となってい

ティアラ公認クリエイターなどとして幅

4月28日より開始した。

る。2013年には、東京都の伝統的工

広く活躍している。

地球に優しい商品を実際に体験

エシカル、サスティナブルの
が4月15日〜20日、渋谷で開催さ イベント
「For Us、For Earth」に
れ、6つのブランドが出品した。
mi lunaを出品
１つはコメ兵が展開する、地球に

できるイベント
「For Us、For Earth」

してイベントが開催された。
ファッションブランド
「coxco」
は、
倉庫に眠る生地や変形して製品に
できない素材を活用した商品を展
開。
「 MAN ABOUT TOWN」は、

最近は続々と地球や環境にやさしい

ネクタイのサブスク
『スマタイ』
で出回る

「mi luna」。
リングやネックレスとして一

エシカルやサスティナブルなブランドが

ネクタイのオリジナルブランド。
サブスク

度活躍した天然石やパールをアップサ

登場しているが、オンラインサイトのみ

で一定シーズン利用したネクタイを、中

イクルして、新たなジュエリーを作って

での販売も多く、実物を見たい人達の

古品として販売することで、廃棄される

ているブランドだ。

ためにも、生産者と消費者を繋ぐ場と

商品を減らす活動に繋げている。

名古屋店を
移転・拡大オープン

優しいサステナブルジュエリーブランド

ジュエラー「NIWAKA」が4月
22日に名古屋店を栄の中心地
に移転・拡大オープンした。錦通
大津の角に位置する新店舗は4
フロア、総面積773.52平方メー
トルに拡大した大型路面店で、
N I WA K Aのブライダルジュエ
リー、
ファッションジュエリー、ハ

や伝統的なモチーフを昇華さ
せたNIWAKAのファッション

成されたスタイリッシュな飾り棚が目を

ジュエリー を 収 めたショー

引く。3階は紫色のガラスのゲートや照

ケースがあり、
フロア奥には人

明により、特別感を演出。また両階と

気のブライダルジュエリー、
そ

も、ディティールを追求したデザインの

の他にもアカデミー賞授賞式

パーティションで仕 切られた接 客ス

をはじめ 海 外 のレッドカー

ペースを設けているため、ゆったりとブ

ペットで着用されるハイジュエ

ライダルリングが選べる。

リーのエリアが設けられてい

イジュエリーを取り扱えている。

る。

1階は代表的なコレクション

リックが彩り、ホワイトとゴールドで構

4階は最上のおもてなしを提供する
応接フロアと位置付けられ、床の間を

すべてが揃うフロア。
フロア中央

2階と3階はブライダルジュ

設 え た ラ グ ジ ュア リ ー な 個 室 で

には、
「 八重霞」
「 花麗」
「 叶」
「唐

エリーのフロア。2階の壁面は

NIWAKAのジュエリーを心ゆくまで堪

ゴールドを基 調としたファブ

能できる。

花」
など、四季折々の美しい情景

NIWAKA

BIJOUPIKOグループのブライダル
ジュエリーセレクトショップ「ビジュピコ
宮崎店」
と
「ビジュピコ福山店」
が4月22
日の同日に立て続けにオープンした。

SSING」のリングを使用したアイキャッ
チな看板が目印。
オープニングフェアで
は初回予約来店特典、成約特典、特別
価格のダイヤモンドを揃え、5月31日ま
での期間限定で展開中。
福山店は、丸みのあるアーチが印象
的なライトが照らす特別な空間で、福

ジュエリーにアートの
彩りを添え

ビジュピコが立て続けに
宮崎店と福山店をオープン

「ポセション」プロモーション
ピアジェ

じめ、結婚式などに活躍するウェディン

比べられる。
また、
ダイヤモンドブースに

質 の ル ー ス・

グアイテム、100ピース以上の高品質ダ

はグレードの高いダイヤモンドばかりを

ジュエリーを展

イヤモンドを展開する。

揃え、0.1〜2.0ctには全て鑑定書がつ

開すると注目さ

いている。

れている。

宮 崎 店は、宮 崎 県 初 上 陸の「 N I E

し、
ミネラルとジュエリーをミックスさせ

徒 町 にあるG O S H O をベ ースにリ

た「ガラマルシェ」を開催し、話題を呼

フォーム・リペアを中心としたビジネス

んだ。

いましたが、国内需要は下がるばかり
で仕入れを行わない小売店が多くなっ
てきているのが課題です。その課題に
ウォッチ＆ジュエリーメゾン「ピア

モーションを開催している。

ピアジェの最もアイコニックな「ポセ
ション」
コレクションは、
「 TURN FOR
THE EXTRAORDINARY（輝かしい
未来を切り開くリング）」
をコンセプトに
した、
前向きなエネルギーが込められた
ジュエリー&ウォッチコレクション。回転
するリングの仕掛けは、幸運や幸福、成
功を意味し、
ジュエリーとして身に着け

今後向き合うためにも、今ある需要を
ブルガリの至極のハイジュ
エリーを纏ったKōki,さんのビ

らめきと勇気をもたらすお守りのような
存在として、
人々を魅了し続けている。
キャンペーン期間中は
「ポセション」
のキャンペーンサイトからゲームコンテ
ンツを楽しめる。
クリアした人には、全
国のピアジェ ブティックにてオリジナ
ルギフトをプレゼントする。またピア
ジェ 銀座本店では、5月31日まで体験
型のウィンドウインスタレーションが
楽しめる。

※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

Kōki,さんが纏ったのは、日本で先
マリン」コレクションと、ブルガリの永
遠のアイコン「セルペンティ
（イタリア
語で蛇 ）」。ブルガリ創 業の地である
ローマの壮麗さと美にインスパイアを
され 誕 生したハイジュエリーコレク
ション「バロッコ」をはじめ、豪華絢爛
なクリエイション、色鮮やかな彩り、卓
越したクラフツマンシップが際立つ至
宝の数々が並ぶ美しい世界へ、
ブルガ
リの アンバ サ ダー で あるモ デ ル の
Kōki,さんが誘う。その動画は以下、

（C）Kazuyoshi Shimomura

https://youtu.be/cBA5MuwE09Y。

手作りサービスを最上階5階で提供
ケイウノ栄店がリニューアルオープン
全 国にジュエリー店 舗を展 開する

案したことにより実
現。改装の最大のポ
イントとして大津通

りを一望できる最上階5階へ工房を設

オーダーメイド企業の㈱ケイ・ウノは、 置し、新たにジュエリーの手作りサービ
名古屋栄大津通り沿いの「ケイウノ栄

ス
（DIY）
を始めた。初心者でも職人の

店」
（所在地：名古屋市中区栄／ケイウ

サポートを受けながら、結婚指輪など

ノビル5階建て）
を、4月26日にリニュー

のジュエリーを自身で手作りできる。

アルオープンした。

CT スキャン使用
天女、花珠、鑑別書

ジュアルが公開された。
行発表となった希少な「パライバトル

るだけでなく、夢を実現させるためのひ

の融合を更に進めたブースにて、

最大数・最高品

専務取締役の赤坂香津緒氏は「御

売店様向けに商品づくりを行ってきて

ブースをIJKで実現。宝石 アート

はじめとするアイテムをゆっくりと着け

昨年末には、御徒町本社1階を活用

すことはできません。
これまで国内の小

『 長 靴をはいた猫 』氏とのコラボ

3000種類以上のブライダルリングをは

行できたのも利点であった。

でチャレンジしている。

ヤーによる高いジュエリー需要を見逃

SNS等で話題の新進気鋭の画家

過 去

展示会ビジネス以外では、全国各地
で開催され人気となっているミネラル

が、
インバウンド消費やソーシャルバイ

貴瞬のIJKのブースで
ジュエリーメーカー ㈱ 貴 瞬 が 、

山市初上陸となるブランド
「Flavor」
を

意気込みを語っている。

が全国のお客様に喜ばれております

SNSで話題の新進気鋭画家とコラボ

両 店 舗とも店 内 には 5 0ブランド

期待するしかありません」
との

商品・商談・対応全てをスムースに移

なお、
「 MASAAKi TAKAHASHi」 ジェ」は、4月28日〜6月13日まで、全
るブランド『 M A S A A K i が出来る技術が発達したことにより、 の ショップ は 東 京・御 徒 町 にある 国のピアジェ ブティックにて、遊び心
TAKAHASHi』
を運営。
そ 「よせもの」技術は衰退していく。必要 2k540内で2014年にオープン。高橋 に満ちた回転するリングの仕掛けが特
コレクションのプロ
「 軽さ、繊細 氏は文化服飾学院ファッション工芸専 長の「ポセション」
の伝統技術を残すために のない技術と思われるが、
門課程（ジュエリーデザイン科）
で非常

ませんが、万端の準備で挑み

選ぶ顧客も増えている。

チュームジュエリーをつく

を表現しやすいことと、小ロッ
インテリア業界に参入し、 さ、輝き」

態宣言の影響があるかもしれ

海外バイヤーとの商談は長年出展して

会社ササキ工芸」
（ 北海道旭川市）か

テリア空間だった。

神戸国際宝飾展では緊急事

きた香港フェアでの経験が活かされ、 系のマルシェにも出展し、多彩な試み

「真鍮のtree」の土台は、木工所「株式

正明氏が考えたのがイン

上をつくることができました。

されていることを背景に、純金製兜を

用。資源を無駄にしない取り組みだ。

身のジュエリー作家、高橋

んだ展 示 会 状 況の中でも売

数年、資産としての金の価値が再確認

至極のハイジュエリーを公開

木工所の端材使い真鍮のtree

伝統技術よせものジュエリー

が、兜が「立身出世」のモチーフである
ことから、開業祝いや昇進祝いなどビ

（3）

捉えることが必要だと考え、数

赤坂ユニベイス

売上ランキング上位の商品はライフ

ソーシャルバイヤーと
ミネラルに勝機

第2430号

結婚指輪・ペアリング（貴金属コー

ケイウノ栄店は、東海地区で一番の

ス）で、製作時間2時間より。ペア料金

大型店として2008年にオープン。
この

はプラチナで1 2 万 1 0 0 0円〜 、K 1 8

ほどのリニューアルの特徴は、店舗ス

ゴールドで9万2600円より。
なお、サイ

タッフが“より多くのお客様に愛される

ズ直し。
リフレッシュ仕上げなどのアフ

店舗へ”と、2020年11月に改修案を提

ターサービスは永久無料保証。

JC3級合格者は1099名
次回の検定試験は8月18日

広島、福岡、沖縄で実施され、第41回3

ジュエリーと消費者との架け橋として
全国で活躍する人材、ジュエリーコー

級試験に1238名が受験、第22回2級
試験に205名が受験した。
4月16日に合否が発表され、3級合
格者は88.77％の1099名だった。

ディネーター（JC）を育てるべく、一般

次回の検定試験は8月18日に実施

社団法人日本ジュエリー協会（JJA）が

予定。会場は東京・大阪（3・2・1級1

1994年より取り組んでいる
「ジュエリー

次）、名古屋・福岡（3・2級）、仙台（3

となる。
申込期間は5月6日〜6月18
コーディネーター検定試験」が3月に、 級）
札幌、仙台、東京、
甲府、名古屋、大阪、 日。法人は6月14日まで。

