
　プラチナ・ギルド・イン
ターナショナル（PGI）が、
「2021プラチナ・ジュエ
リー・ビジネス・レビュー」
を発表。小売業者やメー
カーが消費回復のために
プラチナをどのように展開
したか、プラチナの顧客層
を巧みに拡大して利益率
と収益性を高め、主要な
世界市場で成長を取り戻
したかを明らかにした。
　2020年の消費者調査
では、日本、中国、インド、
アメリカの4つの主要市場
で消費者の意識と行動の
変化を追跡。コロナ禍の
影響で有意義な人間関係
や時間が最優先され、そ
れに伴ってジュエリーは消
費者の購入リストの上位
を占めるようになり、重要
な瞬間や関係性を示すため、より高価
であってもプラチナを選ぶ傾向が強
まった。「意味のある貴金属」としての
プラチナの地位は、ジュエリー業界が
より魅力的なブランドストーリーで消
費者を魅了することを可能にしたと伝
えている。

アメリカ「8年連続で成長と予測」

　アメリカ市場では、消費者の目を価
値や意味に向ける流れを作ったため、
宝飾店にとって有利な状況に。WGを
避け、より低い価格のPtで収益性を高
めたい小売業者からPGIへの支援要
請が大幅に増加。Ptジュエリーの小売
売上高は前年比3.4％増となった。さら
に小売店は古い在庫を販売し、結果的
にビジネスが純増。また、ジュエリー業

界では、Ptを使用したブライ
ダルジュエリーやダイヤモン
ド・ファッションジュエリーが
好調に推移。これを受けて、
「チョコレートダイヤモンド®」
ブランドジュエリーを広めた
米国の大手ジュエラー、
Le Vian社などのパートナー
がPtジュエリーを優先的に
販売。同社は最近、新しいPt
コレクションをSignet Jew-
elersの一部門であるJared
で発売し、130以上の店舗で
展開した。その後、同社Ptコ
レクションはさらに180の
ジュエリーショップで展開さ
れ、全米3500の催事でも紹
介。その結果、同社の2020
年のPtの売上は予想を62％
も上回る結果となった。この
成長の上昇傾向は、より多く
の小売業者が商品にPtを使

用することで継続し、2021年のPtジュ
エリー小売売上高は8年連続で緩や
かな成長を遂げると予測されている。

中国「約40％の売上増」

　中国市場は、第1四半期は迷走した
ものの、第2四半期以降はPtジュエリー
市場が成長し、その結果2020年のPt
ジュエリーの製造量は2019年比で8％
と比較的小幅な減少に留まった。Pt
ジュエリー製造業の回復は、2021年に
は速度を落としながらも続くと見られて
いる。また、PGIの小売パートナーの売
上高は前年同期比で11％減少。プラチ
ナ・ジュエリーの下半期の成長は、プラ
チナ・カテゴリーに重点を移すという戦
略的な選択をした大手小売チェーン
と、地方都市への継続的な拡大によっ

てもたらされ
た。中国本土
のジュエラー
は、昨年の混
乱をPtが業界
の回復のため
の重要な原動

力となる機会と捉えた。PGIは、新製品
の再入荷を促進し、大規模な販売活動
を行うために、州ごとに「Reboot」とい
う取り組みを開始。PGIが厳選したより
現代的なデザインの商品をオムニチャ
ネルの販売イベントと組み合わせて迅
速に提供し、店舗へのトラフィックとコ
ンバージョンを増やすことを目的とした
この「Reboot」は、1277の小売店を対
象に1300万人の消費者を網羅し、前
年同期比で約40％の売上増という成
果をもたらした。

インド「2桁成長も、慎重な姿勢」

　2020年3月から9月までのロックダ
ウンの延長によって最も深刻な状況と
なったインド市場は、10月になってよう
やく業界が販売の勢いを取り戻したた
め、PGIの小売パートナーの売上は
2020年全体で前年比36％の縮小。
PGIの優先パートナーである大手
チェーン小売店はこのような厳しい状
況下でも非組織小売業態よりも優れ
た業績を上げ、PGIは第4四半期の本
格的な回復達成に向けて、プラチナの
認知度、共感度、関連性を維持するよ
う努めている。また、入店者数が激減し
ている中でインドPGIは迅速に対応し、
既存のソーシャル・デジタルメディア戦
略を活用して連帯を呼びかけるメッ
セージを発信し、消費者の再来店を促
す「Season of Hope」プログラムを展
開。参加した300都市の小売店ではプ
ロモーション期間中、Ptジュエリーの
売上が前年比＋33％という驚異的な
伸びを記録。また、「Season of Hope」
のプログラムはオックスファムを通じて
4500世帯に救援物資を寄付し、2万
2500人以上に救援の手を差し伸べ
た。2020年第4四半期および2021年
第1四半期において、PGIの戦略的小
売パートナーは前年同期比で2桁の成
長という健全な回復を遂げた。しかし、
新型コロナウィルスの深刻な第2波が
インドに影響を与え続けているため、消
費者の需要は停滞し、小売業者は当
面の間、慎重な姿勢を崩していない。

　デビアスグループがフォーエバー
マークを「デビアスフォーエバーマー
ク」に7月から名称変更すると6月16日
付で発表。フォーエバーマークとアイコ
ニックな「デビアス」という名前との結
びつきを強め、デビアスが掲げるサステ
ナビリティへの約束「Building Forev-
er（永遠を築く）」や、デビアスが誇る
130年以上ものダイヤモンドの経験を
共有することが始まる。
　これはデビアスの広範囲にわたるブ
ランド革新の一部で、デビアスが社会
的、環境的に高い基準を満たした方法
で採掘され、エシカルな道のりを経た
ダイヤモンドを届けることで、産出国や
そこに暮らす人々に積極的に貢献して
いることを、より強く消費者に伝えるこ
とが目的にある。
　さらに、デビアスの名とフォーエバー

マークを直接的に繋げることで、デビア
スグループが2030年までに達成する
ことを目指す目標「Building Forev-
er」や、デビアスの比類なきダイヤモン
ド知識もフォーエバーマークの一部と
なり、フォーエバーマークの「美しくエ
シカルなダイヤモンド」という約束を、よ
り説得力を持って伝えることができるよ
うになることから、パートナー各社にも
メリットになると考えられている。
　フォーエバーマーク及びデビアス
ジュエラーズのチェアマン、スティーブ
ン・ルシア氏は「フォーエバーダイヤモン
ドは常に、美しさとエシカルであることに
おいて高い基準を満たしてきた。そして
今、消費者やパートナーの皆様には、
フォーエバーマークの約束とデビアス
が象徴する価値や経験とを、直接結び
つけていただけるようになるのです。こ

れには、産出国にもたらしている社会
的・環境的な貢献、エシカルなダイヤモ
ンドを届けるための業界におけるリー
ダーシップ、130年以上にわたる比類な
きダイヤモンド知識と経験、などが含ま
れる。フォーエバーマークとデビアスの
名を結びつけることで、消費者の皆様が
誇りを持って贈り、身に着けられるダイ
ヤモンドを届けることを、より一層強く伝
えていきたいと思う」とコメントしている。

　2019年の開催が最後となった
「BASELWORLD」が、2022年の3月
～4月に復活することがわかった。
　ただし、これまでの時
計・宝飾品・宝石の分
野における高級ブラン
ドに焦点を当てるので
はなく、“mid - range 
luxurｙsegment”にお
けるB2Bプラットフォー
ムを築くとした。コンセプトとしては、エ
クスペリエンスマーケティング市場のト
レンドと、時計・宝飾品・宝石業界の
ミッドエンド及びハイエンドセグメント
のコミュニティ全体のニーズを組み合
わせたものとしている。
　マネージングダイレクターのMichel 
Loris-Melikoff氏は「新しいバーゼル
ワールドは、小規模な時計、宝飾品
メーカー、宝石トレーダーが製品を発
表できるプラットフォームとなり、小売
業者にとって効率的になる。また、多彩

なメーカーに簡単にアクセスできるよう
になり、世界中のジュエリー、時計、宝
石業界が24時間年中無休で利用でき

るライブイベントによって繋がるデジタ
ルプラットフォームにもなる」と説明して
いる。
　デジタルプラットフォームは今秋にも
運用開始される予定で、業界、消費
者、メディアなど
全ての関係者間
が交わるフォー
ラム形式が構築
される。新しい
ツールが導入さ
れ、ネットワーク

が拡大。最新のトレンドに関する情報
交換の機会が提供される。デジタルイ
ベントとライブイベントが組み合わさっ

た仕組みとなるようだ。
　最後に、Melikoff氏は
「このユニークなプラット
フォームの恩恵を受けた
いすべてのブランドに魅力
的な条件と価格を提供し
ます」と述べている。

　開催日程は、ジュネーブで開催され
る見本市と調整するとしており、すべて
の業界関係者が参加できる情報交換
の重要なプラットフォームになることが
期待されている。
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産出国に貢献し、エシカルなダイヤモンドであることを
より一層強く消費者に伝えることを目的に

2022年春にBASELWORLDが復活
高級路線からミッドレンジのB2Bへ

「デビアス フォーエバーマーク」へ名称変更

小規模メーカーも参加できる条件と価格
24時間年中無休のライブイベントなど
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