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クツが 展 開するジュエリー
ブランド
「Canal 4℃」では、

の取り組みを支援するため「#Smile

オーダーメイド企 業の㈱ケイ・ウノ

を担う。
ダイヤモンドが初めて光を取り

Program」を実施しており、6月4日か

は、ダイヤモンド原石の研磨体験サー

こむ瞬間は、一生忘れない想い出にな

らはプロジェクト第6弾として、
ブランド

ビ ス「 V o w s D i a m o n d - F i r s t

るといい、ふたりで行う“誓い（Vows）

初となるラボグロウンダイヤモンドを用

polish-」
をケイウノジュエリースタジオ

のセレモニー”として提供される。

いたジュエリーを発売した。

新宿にて、6月18日から開始した。

ジュエリーには、CVD法（化学気相

ケイウ

専用の研磨機を使用し、原石が透

原石研磨で「初めて輝かせる」体験

明なダイ
ヤモンド

蒸着法）
により成長したピュアな輝きの

ノで は 、

ラボグロウンダイヤモンドを採用。
「永

自社にダ

遠の愛」を象徴するピンクダイヤモン

イヤモン

ド、
「幸福」
を象徴するブルーダイヤモン

ド 研 磨

ドといった希少なカラーダイヤモンド

職 人 が

ジュエリーを、今までよりもさらに多く

在 籍し、ダイヤモンド原 石 の 販 売を

分の手で体験する。ケイウノの職人が

の人がカジュアルに楽しめるよう提案

行っている。
プロポーズでダイヤモンド

実演とサポートを行うので安心して参

している。
また、売上げの10％を、様々

原石を贈ったのちに、研磨職人が原石

加できる。作業の様子は写真・動画撮
影が可能。体験後に、ダイヤモンドの

ふたりで行う“誓いのセレモニー”
ケイウノの新サービス

に変わる
瞬間とな
る工程の
一部を自

皆が笑顔で過ごせるよう願

な人道支援活動に取り組む
「日本赤十

を磨き、婚約指輪を製作する
「ダイヤモ

いを込め、
そして新型コロナ

字社」へ寄付し、新型コロナウイルス感

ンド プロポーズ」が好評となっている。 “ ファ ーストオ ー ナ ー ” の 証となる

ウイルス感染症の拡大防止

FDC

染症の拡大防止を支援する。

この新サービスは、ダイヤモンド原 「First Polish Certiﬁcate」が発行さ
石の購入者が原石を磨く工程の一部

bororo、Hirotakaをは
じめ、
オンラインストア限
定の Mariko SumiokaやSATOMI
KAWAKITA JEWELRYなど、多種多
彩 なブランドが 紹
介されている。
また今 後 は 、
CULET伊勢丹新

New Jewelry LLC.が運営する、伊

宿店との連動企画やオンライン限定ア

勢丹新宿1階に直営店を構える、デザ

イテムの取り扱いなど、
自宅でも楽しめ

イナーズファインジュエリーのセレクト

るようなコンテンツを配信。
デザイナー

ストア CULETのオンラインショップが

の創造性や革新性を垣間見ることが

リニューアルされた。

できるメッセージ性を持った作品を提

オンラインでは、直営店で取り扱い

ちょっとした嬉しい気持ちで

創造性や革新性あるメッセージを

の ある 、t a l k a t i v e 、

業界を盛 り 上 げる︑
石福の取 り 組み

伊勢丹新宿直営と連動したオンライン

れる。
同様のサービスは毎月
開 催されているとのこと
で、店舗に訪れてもスナッ
ク
（菓子）
に関するアナウン
スは一切ない。スナックの
配布はセルフサービスで、
欲しい人だけが決められ

宝飾品パーツの卸売り

た分を持ち帰る。
ちょっとしたことだが

になるに違いない。
専 門 店「 石 福 ジュエリー 「嬉しい気持ち」

パーツ㈱」は、日本唯一の

山本孝広社長は「コロナ禍で苦しい

宝飾問屋街“おかちまち”

時ですが、商売は続けなければ会社も

で、6000種類以上の多彩

社員も守れません。
こんな時ですので、

なアイテムを取り揃え、絶え

訪れる人に少しでも笑顔になってもら

ず人が訪れる店舗として知

うことで、
より豊かな商売に繋がればと

られている。

思います。いま、経済や社会環境が絶

東京五輪を応援するカップルに

イングが提案する日の丸婚約指輪

どんな時でも多くの人か

え間なく変化しています。私たちの生

ら重宝される店舗であっても、
「お客さ

活やビジネスも大きく変わり始めまし

だ天然ルビーを用いている。白樺は

んあっての商売」だと、様々なサービス

た。
しかし、
『 互助』や『共助』は忘れて

木自身が再生できる樹皮のみを使

やアイデアを提供している。

はいけません。
『 地域共生』
という原点

供していく。

い、新たな伐採は発生しない。
また、

万全なコロナ対策はもちろんだが、 と共に、おかちまちから業界を盛り上

コロナ禍で 結 婚する二 人にオリン

コロナ禍で晴れない気持ちの中、訪れ

げていきたいです」
と話した。さらに、

ピックイヤーの今年だからこその素

るお客に向けて、6月21日の「スナック

時 計 美 術 宝 飾 新 聞 社 が 掲げている

『 石福 in スナック・ 「ジュエリー産業をポジティブにしよう
敵な思い出創りの手伝いをしたいと （菓子の日）」には、

記念の指輪を販売する

考えており、結婚する二人が最高に

カーニバル』
と題し、ポテトチップスな

キャンペーン」に賛同していますと、付

明るくなれるよう祈りを込めた日の丸

どを配るサービスを行った。

け加えた。

婚約指輪となっている。価格は22万円

㈱イング（東京都台東区、 〜、販売方法は直営EC。
武田正明社長）は、6月23

また、6月30日からは「納骨指輪」の

日のオリンピックデーに、
日

販売を開始。多様な価値観や考え方

章旗をイメージした白樺の

が広がる中で、大切な人の遺骨を離れ

木にルビーの赤を配した

た土地に置いておくことに抵抗がある

ドイツ「ニーシング」から
1年間の期間限定モデル

う人も少なくないことから、NENRINで

結婚しようとするカップル

約10年の間に培った、結婚指輪として

が、入籍・結婚式・披露宴のタイミング

耐える木部加工に用いる樹脂技術を

やスタイルに関して過去にない葛藤を

活かし、遺骨を納められる指輪を開発

持っていることを多く耳にしてきたこと

した。

ンピックイヤーであり、二人にとって良
き思い出の年になるよう、東京五輪と
ためにと
『日の丸婚約指輪』
をデザイン
した。
日本国旗の白には、北海道産の天
然の白樺を用い、赤には高品質の澄ん
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は磨かれたスフィア
（球体）
になった。
人気を博した定番コレクションの10
周年を記念する
「ニーシング・コレット
エディションX」は、存在感あふれるブ
レスレットの1年間の期間限定発売モ
デル。中心で輝くジュエリーパーツに
㈱柏圭が取り扱う、
ドイツのモダン

24年務めた土居氏は名誉会長に

また、
「 ニーシング・コレット C」は、

ジュエリーブランド「ニーシング」の優

エンドピースに二つのスフィアをあし

美なブレスレット
「ニーシング・コレッ

らった上質なオーバル型のブレスレッ

ト」の10周年を記念した新作「ニーシ

ト。
プライベートな記憶を象徴するゴー

ング・コレット エディションX」
と
「ニー

ルドやプラチナのスフィアをプラスして

シング・コレットCコレクション」が、東

も、
なにも追加せずにミニマルなブレス

京・大阪・名古屋のニーシングストアで

レットとしても楽しめる、エレガントでタ

先行発売された。

イムレスなジュエリー。価格はPt：22万

「ニーシング・コレット」は、幼いころ

AGL新会長に近ケイ子氏

リー。そのアイディアを一歩先に進め、

9900円〜、Au750：18万8100円〜。

別団体協議
会（ AG L ）の
新会長に、東

今 年 5 月に

京宝石科学アカデミー代表の近ケイ

創立41周年を

子氏が就任。24年間会長を務めた土

迎えた一 般 社

居芳子氏は、
その功績が称えられ名誉

団法人宝石鑑

会長に就任した。

近新会長は
「責任の重さに身が引き
締まる。AGLは技術と信頼の両輪で運
営されている。今後もその理念に変わ

芸 人 の キン
注目の
「母乳ジュエリー」 タローをきっか
けに、
この1年で2000名から喜びの声

コロナ感染者数が減って

世間では、
「 働き方改革」などと言

くると御徒町では展示会の

われているのに、実はサービス残業

話題が多くなってきていま

だらけで低所得になれば、
この人手

す。
「 高額商品が売れた」
と

不足の中では求人が難しくなります。

か、
「 集客が少なかった」
と

日本の平均所得が480万円くらいな

まちまちな反 応ではありま

ら、富裕層を相手に販売をしている

すが話題にのぼります。

この業界であれば、年収1,000万円

ただ、コロナが 流 行り始
める10数年も前から、展示
会は
「もう採算が取れない」

を超えるセールスマンが多くてもお
かしくないはずです。
昨今のニュースで富裕層が高額

とか「お客様が変わらない」 な時計や車などをたくさん買ってい
とか、
ネガティブな評論を言

る事が話題になっていますが、宝飾

い続けているので、本当は

業界にはその反響が少ないように感

大きな変化もないのかもし

じます。

れません。

今まで の 宝 飾 業 界 は中 間 層 を

展示会を年に1回しか開

ターゲットにしてきたこともあり、富

催していない私にとってはあ

裕層向けの商品提案（いわゆる資産

まりわからないですが、決し

価値）に目を向けなかった結果が一

て楽な仕事ではないのだと

因であると私は考えています。

いうことは理解しています。

男性の時計というものは、以前は

現状、
メーカーは、小売店

100万円以下のステンレスモデルが

が仕入れをしていないため、 多く販売されていたと思うのですが、
新作を作ろうとあまりせず

最近ではゴールドモデルも日常的に

売れ筋の補充をするぐらい

着けられている方も多くなり500万

になっているように感じま

円を超える時計がどんどん売れてい

す。

ます。

小売店は展示会に協力し

一部のブランドに限りますが、
プレ

てもらうために、
お付き合い程度に定

ミアが付いた高額な値段なのに尚、

番商品を揃えるくらいの仕入れしか

高値が付く状況となっています。
こち

起こさない上に、展示会の商品や価

らは30〜40歳代の富裕層からの問

格チェックはあまりせず、掛け率の事

い合わせが多くなっており、メンズ

ばかりを気にしています。

ジュエリーもシルバー商品からゴー

その結果、上代はあまりにも高くな

ルドジュエリーに変化していると思

り、見せかけだけの上代になります。 います。地金価格の高騰にもかかわ
お客様もその見せかけの上代をわ

らず、毎月喜平を求めて来店してくる

かった上で、楽しみながら価格交渉

男性のお客様が増えています。

に挑んでいるようにしか見えません。

また最近では、パールネックレスを

そういった流通になっているのに

購入する男性のお客様が日に日に増

も関わらず、小売店もメーカーも信用

え始め、今までに考えられないことが

や創業何年とかばかりを謳い、価格

起こっています。

の部分以外を誇張しているようにも

私は、展示会が全て悪いとは思っ

感じ、本当にこの先を考えると、継続

ていませんが、展示会だらけの悪循

できる事業なのかと頭を悩ませます。

環をなくさない限り社員も会社も幸

3日間程度の短い展示会だったと
しても、用意する時間や後処理に時

せになれないと強く思います。
店 頭 販 売に切り替えるにはまず

というリスクを持
間を取られて非常に少ない売上数 「商品を仕入れる」
字となれば、何をやっているのかわ

たなければ始まらないのですが、何

からなくなり、
そのしわ寄せはその会

を仕 入 れしてよいかわからない方

社で働いている社員の待遇に直接

は、ぜひ弊社の御徒町本店に来店す

影響してしまいます。

れば、少なくとも少しのヒントを得ら

宝飾業界はもともと給料が高くな

れるのではないかと思います。

いと言われている業界なのに、
これ

私が目指すホールセールの事業

以上下がれば業界を去る人も多くな

は、
メーカーにはできないことを可能

り、
この業界に魅力を感じて入ってく

にするホールセール事業を目指して

る人も少なくなるのではないかと考

おり、来年2022年のIJTに向け日々

えてしまいます。

考え、動いています。

輝き追求した
﹁5EXダイヤモンド﹂で
一生にふさわしい
婚約指輪を提案

日本選手の活躍を応援するカップルの

から生み出された、洗練されたジュエ

よって、ニーシング・コイルがXを描く。

から、記念の木の指輪ブランド
「NENRIN」から、2021年が素晴らしいオリ

な誰もが経験するような何気ない直感

細い紐はニーシング・コイルに、結び目

もっと身近で見守ってほしいと願
木の指輪を販売開始した。 人や、
同社は、
コロナ禍の中で

に細い紐を腕にゆるく結び遊ぶ、そん

（3）

連載 『石部イズム〜御徒町編〜』
コラム
㈱G・T・B・T 代表取締役社長 石部高史

第2回
﹁展示会を継続するとブラック化は進む﹂

㈱エフ・ディ・シィ・プロダ

支援する﹁スマイルプログラム﹂から

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

初のラボグロウンダイヤモンド

第2434号

オーダーメイド結婚指

原石を職人の高い技術力で加工。熟

輪工房イズが、輝きを追

練の職人が通常よりも細かい工程を

求した『5EXダイヤモン

経て、
ファセット
（カット面）をより均等

ド』を銀 座アトリエのみ

にカットし平滑に研磨することで、光が

の10石限定で6月26日

内部に効率よく入射・屈折・反射するよ

より取り扱いをスタート

う仕上げられている。
さらに通常よりも

し差別化を図っている。

厳しい基準を設け、検品回数を増やし

『 5 E Xダイヤモンド』 加工を重ねることで、美しい輝きを作り
は、良質なダイヤモンド

出しているとする。

りはなく、消費者の利益と宝飾業界の

が届いた
「母乳ジュエリー」は、
日本で

発展に寄与するために精一杯努力し

臍の緒を保 管するように、海 外では

始めている。
日本ではまだ知名度は高

する母親の
「心の支え」
を目指し制作さ

「母乳ジュエリー」が文化として根付き

くないが、困難を乗り越え母乳育児を

れる
「母乳ジュエリー」
に注目だ。

たい」
と意気込みを述べている。

