購読料未払の場合、次号から停止させていただきます
ブルガリ
日 頃より「 T H E WAT C H & -

者様も多いようですが、
長年未払と

JEWELRY TODAY」
をご愛読い

なっておりますので、購読料のお支

本誌は時計・宝飾・眼鏡を主とし

客様には通知にてご案内を差し上

ただき有難うございます。

た業界紙として、大正15年（1926

年）に創刊し、各業界団体からの協

払いをお願いいたします。未払のお
げる次第ですが、
現在未払の読者様
に関しましては、次号6月15日号か

力を得て各業界の健全な発展に資

ら郵送は止めさせていただきます。

まいりました。

報を得るだけではなく、情報は共有

する情報を共有するため に努めて

各業界とも変革の時期となり、
情

これからの国内市場は地域や店

し市場を健全に発展させなければな

ズが生まれ、
ますます競争が激しく

一度ご確認の上、
未払の場合は購読

舗、商品 において多種多様なニー

なることが予測されています。

これまで不定期にて
「購読料支払

い のお 願 い 」を掲 載させていただ

き、購読料の支払いも増えてまいり
ましたが、
まだ未払の読者様も多い

のが現状です。
各団体との長い付き

合いから
「無料」
と思われている読

カルティエの
人気セミオーダーメイド

オンラインでオーダー可能に

（C）Cartier

りません。
購読料を支払っているか今
料のお支払いをお願いいたします。

購読料
（年間購読料：8500円）の

お支払いは、郵便振込＝口座名：㈱

時計美術宝飾新聞社 振替口座：東

京00190-3-57579までお願い致

します。

㈱時計美術宝飾新聞社

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

ヴァンクリがサポートする
自宅で体験できる
オンラインカルチャーサロン

眩いばかりの新作カクテルウ
ォッチ
本誌読者の皆さまへお知らせ

﹁レコールジュエリーと宝飾芸術の学校﹂

2021年
（令和3年）6月1日

日本語字幕付き動画の公開スタート

（6）

た スト ー
リーや歴史
を紐 解き、
ジュエリー
と植物界の
蜜 月な 関
（C）Van Cleef & Arpels

係に迫って
いる。
「 ジュ

エリー芸術における
“植物界”」
は植物や
花というものがどの
よう にして ジ ュ エ
リーや芸術にインス
ピレーションを与え
てきたのか 、3 つの
章で構成している。

フランスのハイジュエリー

第 一 章は庭 園の

メゾン、ヴァン クリーフ＆

世界とジュエリーの

アーペルがサポートする
「レ

（C）RMN-Grand Palais,
Jean Gilles Berizzi

関 連 性を年 代 別に

コール ジュエリーと宝飾芸

考 察 する「 庭 園 が

術 の学 校 」は、4月2 9日よ

ジュエリーに変わる

り、ジュエリーの世界を深く

まで 」を、第 二 章で

掘り下げる
「オンラインカン

は「 象 徴 性 の ある

バセーション」の日本語字

“植物”」
というテー

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

其の

第2432号

国別では、
中国の出願件数が６８，
７
２０件となり、
昨年に続き米国
（５９，
２３
０件）
を抜いて世界１位となった。

技術分野別では、
コンピュータ技術
が２４，
３３２件で全体の９．
２％を占め
最多となった。
このほか、
デジタルコミュ
（２２，
０６８件）、医療技術
世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）
は、 ニケーション
４９３件）、電気機械（１７，
３６３
特許協力条約（ＰＣＴ）
に基づく２０２０ （１７，
件）
が上位になった。
年の国際特許出願件数を発表した。

国際特許出願件数、
中国が２年連続世界１位

それによると、新型コロナウイルス感
染症のパンデミックの中にありながらも、
２０２０年はＰＣＴ国際特許出願件数が
過去最高に達したと明らかにした。
世界のＧＤＰが３．
５％減少する中、
国際特許出願は４％増加し、過去最高
の２７５，
９００件となった。

２０２０年 （前年比）

①

中国

６８，
７２０ （＋１６．
１％）

②

米国

５９，
２３０ （＋３％）

③

日本

５０，
５２０ （−４．
１％）

④

韓国

⑤ ドイツ

２０，
０６０ （＋５．
２％）
１８，
６４３ （−３．
７％）

（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

プラチナウィーンコイン ハーモニー

グリーンマーカーを父の日前に発売

リーンマ ー
カーに、
プラ
チ ナウィー

ギンザタナカ ン コ イ ン
ハーモニー１/25オンスをあしらった

カルティエのセンターストーンに使

幕付きの動画を公開してい

マで植 物の象 徴 性

高 級 感あるデザインのグリーンマー

用される0.18ct以上のダイヤモンド

る。このオンライントーク

がジュエリーの中で

カー。
コインの周りには、
ラメの輝きが

にはすべて、
ダイヤモンドの評価基準

セッションでは2 名 以 上の

どのように表現され

美しい樹脂コーティングを施し、中央

を定めている世界的な独立機関であ

専門家とともに、ジュエリー

ているかに焦点があ

の純プラチナコインを引き立てている。

るGIA（アメリカ宝石学会）のグレー

と宝飾芸術の世界をさまざ

てられる。第三章で

オーストリア造幣局が発行する高品

ディングレポートが発行される。

「植物から影響を受けたアーティスト
まな視点から探る対話を行っている。 は

質な純プラチナコインを使 用したグ

（C）MAD, Paris, Jean
Tholance

メゾンは、
このダイヤモンドの客観

まるでサロンにいるかのようなくつろい

たち」というテーマで 様 々な 分 野 の

リーンマーカーは、
プライベートからビ

的な評価手段である4C（カラット、
カ

だ文化的雰囲気を醸し出し、聴講者を

アーティストに愛された植物を紹介し

ジネスまで様々なシーンでワンランク

ラー、
クラリティ、
カット）
の基準にした

学びの世界へと誘う。

ている。

がい、
さらに、メゾンのダイヤモンド・

ギンザタナカから、父の日を前に、新

上の上質なゴルフライフを演出する。
ゴ

今回、パリ本校が公開しているオン

全部で約1時間の動画は自宅でも

たにプラチナウィーンコイン ハーモ

ルフ好きの人が自身で購入する以外に

エキスパートがひとつひとつ吟味した

ラインカンバセーション動画の中から

どこでも好きなところでジュエリーの

ニーを使用した新商品（全2色：ラメシ

も、本物志向の人への特別なギフトや

セミオーダーメイドサービス
『Set For Y-

最高に美しいダイヤモンドのみを選ぶ。

幅広い興味に応える5つのテーマが選

知られざる世界の扉を開くことを可能

ルバー、
ラメブルー 税込価格：26,000

記念品としても最適な逸品。

ou by Cartier』
が、
スペシャルサイト
「カ

美しさ、卓越性、光沢、
プロポーション

ばれ、
日本語字幕付きの動画でトーク

にしている。5本の動画は毎月1本ずつ

円）が発売される。

ルティエ ダイヤモンド」
よりオンラインに

の調和を、カルティエ ダイヤモンド・エ

セッションが楽しめる。

公 開 されていく予 定 で 、第 二 弾 の

販売中のウィーン金貨ハーモニー

てオーダーすることが可能になった。

キスパートが厳選する。
そのダイヤモン

日本 語 字 幕 付きオンラインカンバ 「ニューヨーク建築とアールデコジュエ

1／25オンス付きのグリーンマーカー

「カルティエ」の人気

ドが、熟練職人の手によって比類なき

セーション動画、第一弾は
「ジュエリー

リー」が5月25日に公開された。第三

「ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス

先駆け日本先行ローンチ。好みのデザ

魅力に溢れたリングに生まれ変わる。

芸術における“植物界”」。
レコール講

弾「タリスマンジュエリー 、宝 石と驚

グリーンマーカー」のラインナップ拡

インとダイヤモンドを選び、唯一無二の

カルティエの歴史に刻まれた数々の素

師であり歴史家であるジスラン・オーク

異 」は6月2 5日、第 四 弾「 愛のジュエ

充となり、直営店とオンラインショップ

自分だけの特別なリングがオンライン

晴らしい愛の逸話のように、人生に寄

ルマンヌ氏とポール・パラディ氏が、植

リー」は7月25日、第五弾「ジュエリー

にて6月1日より販売を開始する
（オン

で簡単に創れる。また、オーダーは電

り添う自分のためだけのリングをオンラ

物からの着想をテーマにジュエリーや

とダンス」は8月25日にそれぞれ公開

ラインは6月中旬発売予定）。

話でも可能だ。

インオーダーできる。

芸術作品を紹介し、
それらに秘められ

予定となっている。

このオンラインオーダーは、世界に

フォルム、スケー
ウォッチ、 ト製のバストを採用。

スワロフスキー新宿が
新コンセプトで
リニューアルオープン

フィギュリ

ル、表現を試行錯誤することで、
日常を

ン、アクセ

自己表現の場へと変えた。バストは、遊

サリー）が

び心あふれる楽しい瞬間を切り取った

クリスタル・ライフスタイルを

キャンディ

実際のモデルのポージングを革新的

進めていくAttainable Luxury

の よう な

3Dテクノロジーでスキャンして作られ

ブランドとして生まれ変わった

夢の世 界

ている。

スワロフスキーは、2月のミラノ・

に並び、
リ

スワロフスキーが目指すのは、
どこか

ガレリア店、3月のパリ店、4月の

ニューア

ら見ても感動する、没入感のある不思

ニューヨーク店に続き、5月29日にスワ

ルされたパッケージから生まれたスワロ

議の世界を届け、すべての人に永遠に

ロフスキー 新 宿を新コンセプトでリ

フスキーのオクタゴン
（八角形）
のロゴシ

続く刺激的な印象を与えること。新しく

ニューアルオープンした。

ルエットが壁面を埋め尽くす。

生まれ変わったスワロフスキー新宿で

店内は、
さまざまなクリスタル・ライフ

また、
これまでのジュエリーディスプ

メタリックキャス
スタイル商 品（ストーン、ジュエリー 、 レイスタンドに代わり、

は、今後顧客に新しい体験やイベント
を提供していくことを予定する。

小売の十字路

同商品は、キャップクリップ式のグ

179

業界の低迷を
考える （その1）

ジュエリーというのは女性のあこが

グイと押す何かが必要なのである。
では

れの品物である。
だからスイスイと売れ

どうすればいいのか。例えば車でも電

ていくかというととんでもない。なぜだ

気製品でも携帯電話でも常に新しい

ろう。一番の理由は
「あこがれ」
というよ

付加機能の付いた新製品が日夜市場

うにそこそこの出費を伴うが、だからと

に投入されて消費者の購買意欲を刺

いって直接何かの役に立つものでもな

激しているしTV宣伝も抜け目なくしっ

い。買わないで済まそうと思えば済ま

かり行っている。実際は個々のメーカー

せられる商品なのだ。気に入ったリン

が自社製品を販売するために努力して

グを見つけていざ買おうと思ってもた

いるわけだがそれが結果として業界全

またま洗 濯 機の調 子が 悪くなったら

体のメッセージとして伝わるから消費

ジュエリーは後回しになる。屋根の修

者はそちらの方に振り向くのである。小

理に思わぬ出費がかさんでも同じこ

売市場の業界シェア争いという点では

長 い 間 ジュエリー の 小 売 業 に携

と。スマホの新製品が出て子供にせが

ジュエリーはかなり不利である。商材の

わってきたが、
この商売はいつまでたっ

まれればそちらにお金が回る。可処分

性格からいって付加機能なんてものは

洗濯機よりジュエリーを

オンラインでライフスタイル提案

三越伊勢丹がスナップ機能を開始

ても難しいという感じが払拭できない。 所得は限られている。そのあたりが奢
昨年6月にリニューアルを

した、
三越伊勢丹グループの

ない。
それは土台無理な話である。

店舗に行くようにオンラインサイトでの買

こうしたら売れるという手法の手ごた

侈品なるものの商売のつらいところで

企業のそれぞれの販促活動を片輪

い物が可能になった。

えというものがつかめない。
この感覚は

生活必需品にはかなわない。購買優先

とすればもう一つ業界全体を活性化

あのバブルの時代でも同様で当時売

順位は低いのである。

ポータルサイトとして幅広い

コロナ禍で来店できない顧客などさ

情報を提供する三越伊勢丹

まざまな悩みやニーズに応えるべく、
よ

オンラインストアでは、
新たに

り一層顧客とオンラインでも繋がりつ

4月27日より三越伊勢丹とし

する、あるいは業界のパイ自体を広げ

上は順調であったが、偶然に偶然が積

要するにジュエリーの需要は気まぐ

るもう一方の片輪がぜんぜん動いてい

みあがった感で商売への自信というも

れに近い。
もちろん売れないわけでは

ないのである。消費者から見れば「ジュ

づけ、寄り添って買い物をサポートする

のにはつながっていない。
ジュエリーを

ないが何が何でも買わねばならぬもの

エリーを買いたいな 」という心 理 が

て初のスナップ機能サービス

ためのデジタルサービスの拡充を進め

扱うというのは本来どういうことなの

ではない。
ファジーなのである。財布の

ムードとして刺激されないからどんどん

を開始した。
オンライン上で

ている。
フロアやブランドの垣根を越え

か、
そもそもジュエリーという商材の特

入り口あたりでジュエリー用のお金が

と財布の奥の方にジュエリー購買意欲

の販売員によるコーディネー

たコーディネート提案も。現在は婦人

徴はどこにあるのか、そのあたりの基

出たり入ったりしている。
このファジー

は落ち込むのである。

ト提案を中心に販売員一人

服や雑貨、
キッチンなどを展開している

本中の基本を自己総括のためにも整

状態をしっかりした需要にする、洗濯

次回に続く。

ひとりによる情報発信を行

が、今後は食品や店舗の拡大展開を

理してみた。業界活性化にいささかで

機に負けない需 要にしないとジュエ

貧骨

予定している。

も役に立てば幸いである。

リーは売れていかない。女性の背中を

cosmoloop.22k@nifty.com

い、
身長や着用サイズなどを参考に

