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セイコー若手社員が取り組む
社会課題解決へ

（6）

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

プロジェクトのマスコット
「UNI2031」誕生
和光ショーウィンドウで披露

員が時間の視点で社会課題解決を

して、
「未来への挑戦」
そして
「時間の多

今後の取り組みとしては、不確実性

目指すプロジェクト
「SEIKO TIME

様性」をコンセプトに、10年計と10個

が高まる現代において、挑戦する人材

DESIGN ACTION」のマスコット

の子時計で構成されている。10年計は

はセイコーだけでなく社会全体におい

キャラクター「UNI2031」
を発

プロジェクトメンバーと一緒に着実に

て必要。
「 新しいことへの挑戦」
「 未来

表し、11月1日〜7日の期間、和

未来へ針を進め、2031年を目指す。10

への挑 戦 」を実 現するために、
「イン

光本館のショーウインドウで実

個の子 時 計は様々な「時間」を表し、 プット・アウトプット時間」の確保を叶え

物を披露している。
同プロジェクトは、10年後を

セイコーホールディングス

㈱は、同グループの若 手 社

「時間の多様性」を象徴する。
また、光

るアクションを、
まずはセイコー社内で

と音声で近くに来た人に語りかける。

取り組み発信していく。同プロジェクト

よりよい未来にするために、日

プロジェクト発足の背景には、現代

では、
１.若者のチャレンジを応援 ２.

本の若者が抱える課題に対し

の日本の若者が諸外国と比べて自分

時間の使い方・向き合い方を研究、の

て、時間の視点から解決に取り

自身への満足度が非常に低く、
また自

２つの軸で様々なアクションを実施し、

分の将来に明るい希望を持っていない

今後10年にわたり活動を拡大・展開し

という現状がある。

ていく。

組むもの。
「UNI2031」
はプロジェクトの象徴と

トレーサビリティとサステナブルが担保された
チェコ共和国発のCZブランド
「PRECIOSA」の新たなレーザー刻印への挑戦
供給が止まったスワロフスキーCZ

CIOSA」を導入しましたが、
日本市場

に代わるべく、
これからの流通と社会

ではスワロフスキーという“ブランド名”

に必要不可欠なトレーサビリティとサ

が重要で、その中身を知ろうとする顧

ステナブルが担保されたチェコ共和国

客が少なく、
また安心な材料を使った

発のCZブランド「PRECIOSA FINE

製品を消費者にアピールするという考

JEWELRY STONE（プレシオサファイ

え方がまだまだ弱いと感じています。

ンジュエリーストーン）」が、昨年の12
月に日本市場に導入されて間もなく一
年になる。
「PRECIOSA CZ」を展開するスー
パーハードジャパン代表の杉浦正芳
氏にその後の動向とこれからの展開を

−それはトレーサビリティなどが担保

されていない素材でも使用する人が
多いということですか−

すべての会社ではありませんが、日
本市場では中国製のCZが多数出回っ

聞いた。

ているので、価格重視になっている傾
−スワロフスキーが卸部門から手を

引いたことで日本市場に変化は見えま

すか−

向があります。安価には理由があり、中
国製CZの多くは一社一貫体制ではな
く、何社かの分業制によるマシーンカッ
トのため、誤差や耐熱などに気をつけ

スワロフスキーCZの代わりにと思

たほうが良いでしょう。
また、何社かで

い、
トレーサビリティとサステナブルが

作業をしているためちゃんとしたパッ

きちんと担 保された素 材をと
「PRE-

ケージは皆無です。一般的に真空パッ

SDGｓ達成に向けた取り組みを推進
使い捨てコンタク空ケース回収活動

大阪府内の協定締結は7例目

「コンタクトのアイシティ」

クのパッケージで

やはりコロナ禍の影響があり思うよ

日本に入ってきて

うな活動はできませんでしたが、取引

います。
ノンブラン

先はこの1 年で5 0 社ほどに増えまし

ド な の で 、パ ッ

た。
ラボグロウンダイヤモンドを合わせ

ケージがないとい

ると60社になります。お客様の大きな

うことです。

違いは、徐々にですがトレーサビリティ

PRECIOSAのCZはフルマシーン

を気にかける顧客様が増えているのが

カットで誤差が 0.0２mmとスワロフ

スワロフスキー時代との違いです。つま

スキーと同じ精度があるので、多少値

りスワロフスキーは絶対的なネームバ

段が高くても、歩留まりや輝きを考慮

リューが強くトレーサビリティは疑う余

すれば値段以上の価値があります。値

地はなかったのです。

アカンパニーは、10月12日
に、大阪府高石市との
『使い
捨てコンタクトレンズ空ケー
締結。SDGsの達成に向け
た取り組みを推進し、市民

と一 緒 に「 持 続 可 能 な 社

其の

中国・台湾がＴＰＰに加入申請
中国が２０２１年９月１６日に環太

平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）へ

特に障害となり得るのがデータを巡

るルールだ。
ＴＰＰはデータ流通の透明

性や公平性を確保する原則を定めて

いる。
これは既存の多くのＦＴＡが盛り
込めなかったもので、専門家の間では

の加盟を申請し、
その１週間後の２３日 「ＴＰＰスタンダード」
と呼ばれている。

に台湾も加盟申請を発表した。中国と
台湾が相次いでＴＰＰ加入を申請した

ことを受け、参加１１カ国の判断が注目
されている。

しかしながら、中国の加盟に向けた

課題は多い。中国がＴＰＰに加入する

には、知的財産権の保護、国有企業の

優遇制限、政府調達の透明性確保な

中国は、企業や個人による国境を越え

た自由なデータの流通には否定的だ。

データ安全法（データセキュリティー

法）
などで統制を強化する中国がルー

ルを守れるか疑問の声が上がる。中国

が加入するには、多くの分野で中国国

内の制度改革を迫られるのが実態だ。
（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

色展開で幅広いアイテムに使われてい

スは皆無でした。

ます。この素 材に関してはスワロフス
−PRECIOSAの特長を教えてくださ

い−

キーが開発できなかった商品です。
スワロフスキーが開発できなかった
商品の中でホワイト・トパーズの100面

スワロフスキーに引けを取らない精

体もあります。PRECIOSAでは3年前

PRECIOSAは現在もPRECIOSA

密性があり、
トレーサビリティとサステ

に標準商品として世界に先駆けて発

半分くらい値段で、
クオリティもスワロ

のレーザー刻印を施しています。自社

ナブルが担保されたこれからの社会に

表しております。

とほぼ同じです。PRECIOSAでは顧客

ブランドに誇りと、
トレーサビリティを明

適合する素材であることが最大の特長

より依頼がありましたら直径や高さ、
ラ

確にしたい。その様なお客様に対して

よりも耐熱性が優れて
ではありますが、本社の協力により、IB （800〜900度）

ウンドやFancy Cutも含んだデーター

来年から個々のブランド名をレーザー

パートナーを結べば、ネームの使用が

おり、1100度まで大丈夫なので、一発

を公表しております。

刻印のできるサービスを行う事になり

可能となり、
その特長を最大限に活か

留めも可能でジュエリー製作に向いて

また中国製CZは熱に弱く変色した

ます。顧客様のブランド名を刻印するこ

しながらの差別化が図れます。
また、
タ

いる商品として人気が高いです。

例もあります。そのことから某ブランド

とによって、工場に特注でCZを生産し

グやPOPの提供にはじまり、販売に活

を展開する某メーカーからは、耐熱に

てもらい、
また、
その石が何処の国から

かせる豆知識などが提供できます。

また、24色展開の
「ナノジェム」
はCZ

ナノジェムの原石はFORMICAブラ
ンドを使用とカタログにも明記しトレー
サビリティを明確にしております。
スワロ

優れ変色の心配のないPRECIOSAを

来ているのかはっきりとしますし、販売

現在は、
きちんと差別化商品として

スワロフスキーに変わるCZとして選択

員の方も自信を持ってお客様にトレー

説明ができるテレビ通販やカタログ販

フスキーはナノジェムにおいて開発が

していただきました。

サビリティを説明できる事と思います。

売が好調に推移しています。特にテレ

遅れていた分野でした。

このプログラムは他社との大きな差別

ビ通販では、CZではありそうでなかっ

PRECIOSAは従来のBtoBのみで

化です。

た74面カットのビーズが好調な売れ行

はなく、B t o Cを踏まえた商 材 作りを

スワロフスキーは自社の製品の名前

きで評判が高くなっています。
スワロの

行っているので、様々な提案ができる

先行のため、
この様なBtoBへのサービ

CZではなかった素材、商品で、色も13

のも強みとなっています。

ていたかというと店の現場から離れて

いけばさすがに
「なんとかなる」だけで

の関係、スタッフ間の待遇を巡る不平

−シグニティジャパン時代と比べ取引
先は変わりましたか？−
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私の失敗

スの回収に関する協定』を

を順守することが前提となる。

段が高いといってもスワロフスキーの

小売の十字路

を展開するHOYA㈱アイケ

ど、
ＴＰＰ協定が定める厳格なルール

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

第2442号

赤字決算と
どう向き合うべきか

いたので具体的な事は分からないとい

は通用しない。その時どうするか、
どう

不満。表面には出てこないが、意欲的

うこともあっただろうが、
それ以上に
「な

すればよかったか。簡 単な真 理だが

になれない職場環境。

んとかなってきた」昭和の成功体験が 「経営に手品はない」。資金繰り優先の

きちんと総ざらいするにはまずは経

基礎にあっただろうと思われる。平成の

経営に陥らないためには決算書をよく

営者が立ち止まることだ。振り返ってみ

初期、バブルがはじけて不良債権が山

読み、
自店のすべてを２年ごとあるいは

てじぶんはそこが甘かった。
「なんとか

積みになっても処理に手を付けず株価

３年ごとに見直すことに尽きる。

なる」の受け身から
「なんとかしよう」
と
思考転換した時に、
その「なんとかしよ

が戻り地価上昇の反転が始まれば「な

商品在庫量は適切か、鮮度は維持

んとかなる」
と考えていた金融機関幹

されているか、中心価格帯は顧客層と

う」のはじめの一歩は自店解剖であり、

部の思考と重なるものだ。成功体験の

合っているか、品目別の構成比はどう

自店解体なのだ。今まで経営体を動か

資金繰りに追われて赤字決算の警

呪縛は大局観を誤らせる。経済全般か

か 店舗設備は老朽化陳腐化していな

し続けてきた仕組みをバラバラにして

会」の実現に向け地球にや

ズ空ケース回収の取り組みについて、

さしいまちづくりに積極的に

大阪府高石市が情報発信・回収活動

取り組んでいる大阪府高石

を行い、市民に広くプラスチックごみ削

告を軽んじてしまったことを前回は書

ら業界の在り方まで情報を集めて
「先

いか サービスの在り方は進化している

一つ一つのパーツを点検し劣化したも

市と、
さらなる“循環型社会

減と資源再生の意識を啓発していくと

いた。それでは赤字決算を目の当たり

を読み」、
どうも従来の経験則では今回

か、接客のレベルは年々アップしている

のは取り換え使えるものは磨きなおし

（リデュース・リユース・リサイクル）
の構

いうもの。世界で広がっている持続可

にしてどうすればよかったのだろうか。

の赤字は乗り越えられないと判断でき

か セールの手法はマンネリ化していな

て新しい経営動体に組み替える。
それ

築”を目指す
「アイシティecoプロジェク

能なSDGs社会の実現への取り組み

先代（私の親）が長く社長の座にい

れば大したものだが、凡庸な経営者は

いか 社員教育は徹底しているか 顧客

はスタッフの意識改革にもつながるも

ト」
の目的とが相まって締結された。

に、
アイケアカンパニーが少しでも貢献

たので先代の心理は推測するしかない

嫌な事には目をつぶりがちで根拠なき

管理に漏れはないか

、見直し項目は

ので各人の不満との闘いでもある。空

できるよう、
これからも
「アイシティeco

がたぶん「なんとかなる」
と思っていた

楽観論に流されるのである。私もそのひ

いくらでも出てくる。
目に見えないところ

中分解を恐れずにやり遂げられていた

プロジェクト」
を推進していく。

に違いない。
なぜ「なんとかなる」
と考え

とりである。
それでも赤字決算が続いて

に思わぬ事が潜んでいる。上司と部下

ら、たぶん私の店の経営ももう少しまし

同協定内容は、HOYA㈱アイケアカ
ンパニーが行う使い捨てコンタクトレン

だったろうと後悔はある。
パブル崩壊、
リーマンショック、
コ
ロナ禍、売り上げ減の言い訳は簡
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〜

単に見つかるがそこに甘んじてい
て決算と向き合う覚悟をおろそか
にすることほど危険なことはない。
数字が示すものはごまかしがき
かず「 経 営は冷たいのだ」と思う
が、その冷たさに寄り添うメンタリ

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
東京都台東区台東4-8-7 ヒューリック仲御徒町ビル8F

担当 : 遠山

http://woodybell-j.com/
e-mail/woodybell12@gmail.com
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