イセタンメンズと日本現代美術商協会の
アートコラボレーションプロジェクト
12月1日から来年3月まで開催

飯沼英樹「Crepe」
（2021年）エノキ 140 x 77 x 50cm
（C）Hideki Iinuma, Courtesy of SNOW Contemporary
川田知志﹁夏の○ △
×﹂︵2015年︶
インスタレーション︑
木材︑
金網︑
漆喰︑
顔料ほか サイズ可変 京都芸術センター
南ギャラリー前廊下での展示風景
撮影 松見拓也

世界No.1のメンズファッションスト

アに登場する。今の時代を反映する現

アを目指す伊勢丹新宿店メンズ館と、 代美術をフィーチャーし、同館のフロア

セイコーHと盛岡セイコーが共同で
次世代の子どもの育成と支援に

2021年
（令和3年）12月1日

﹁セイコーわくわく環境教室﹂開催

（6）

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

を高めることや、
自
然を守ることの大
切さを学ぶのが目
的だ。
開催当日は、盛
岡セイコー工業の
社 員 が 講 師とな

第2444号

日、大阪地方裁判所はフリマアプリ
「メ

佐藤英昭弁理士による

ルカリ」などの商品ページで、ハッシュ

『特許の哲学』

其の

タグ「＃他社の商品名」を用いて類似
出品物を宣伝する行為については、商

ハッシュタグを用いた
「＃他社商品名」は商標権侵害

標権侵害と認め、表示の差し止めを命
じる判決を言い渡した。
本判決は、他人の商品名を表示し

り、子 供たちに生
セイコーホールディ

物多様性の意義や重要性を分かりや

インターネット上では、ハッシュマー

た上で、
自作の商品を反復継続して販

ングス㈱と、盛岡セイ

すく解説。敷地内にある森に生息する

ク
「＃」がついたキーワード、いわゆる

売していたという事案である。訴えられ

コー 工 業 ㈱ は 共 同

植物や動物、昆虫たちの生態を観察し

で、子どもたちに生物

た。なかでもユニークな取り組みが「イ

この「ハッシュタグ」
を活用することで、 の手作り商品を出品していた個人で、

多様性の大切さを伝

ンセクトホテル制 作ワークショップ 」

その記号つきの発言が一覧できるよう

商品に原告のブランド名のハッシュタ

える
「セイコーわくわ

だ。

になり、同じキーワードでの投稿を簡

グをつけていた。メルカリは「出品した

単に検索できると言ったメリットもあ

商品と関係のないタグ付けは、商品削

る。

除や利用制限の対象となる場合があ

フリマアプリに１０００件以上
「ハッシュタグ」が多く使用されている。 たのは、

く環境教室」
を11月6

インセクトホテルは昆虫のためのホ

日、盛岡セイコー工業

テルで、
ヨーロッパではガーデニングの

の従業員の子供たち

一種として公園や民家の庭などに設置

を対象に開催した。

されている。廃材や落ち枝、竹筒などを

この「ハッシュタグ」
を巡って商標権
侵 害が争われた。
２０２１年９月２７

る」
と注意喚起している。

日本を代表する現代アートギャラリー

に様々な現代美術が出現。立方体の展

「セイコーわくわく

用いて虫の巣箱を作成し、虫の繁殖や

が組織するCADAN（一般社団法人日

示空間SI（ストアアイデンティティ）
に、
フ

環境教室」
は同社グループの事業やブ

越冬するための場所を提供し、豊かな

本 現 代 美 術 商 協 会 ）のアートコラボ

ロアテーマに合わせたスペシャルインス

ランディング活動に関連した、次世代

自然環境づくりを目指す。

レーションプロジェクト
「Seasonal

タレーションが展開される。

の子供たちの育成・支援の一環として

今回、
「グランドセイコースタジオ雫

Cohabit」
シリーズの第3弾「Season-

行うもので、盛岡セイコー工業が2012

石」の設計を手掛けた隈研吾建築都

「虫のホテルを作れて楽
テル内の詰め物を詰め替えるだけで、 がわかった」、

al Cohabit 〜Winter & Spring〜」

年から取り組む生物多様性保全活動

市設計事務所がインセクトホテルの枠

繰り返し使える仕様となった。

が、12月1日から始まる。

をベースに、子供たちの自然への関心

組みを設計、監修。鉄のフレームに角

参加した子供たちは、
「 会社の近く

に比べて割高であるかというとそれも

コンセプトに沿った気配りができてい

のみならずただジュエリーを展示して

違うと思える。昭和から平成前半まで

ることが肝要でスタッフのユニフォーム

あるジュエリー専門店も結局購買選択

なら商品の量や価格で勝負できただろ

ひとつとってもコストをかけている。
また

肢に入らなくなってしまう。要するに魅

うが、今は目に見えない雰囲気の力が

社員教育にしても同様で、立ち振る舞

力がない店に成り下がってしまうのだ。

醸し出す店舗トータルの統一感、キラ

い、言葉遣い等個人差が少ないように

大手のツツミが新規に開店したので

キラ輝くようなファッション感が必要な

仕組んである。
それだけ人材を集め訓

視察に行ったが、従来の商品の量と割

のだろう。

練をしているということだが。

安感で売るスタイルから明らかに変化

材を井桁状に組み合わせた構造で、
ホ

（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

の森にいろいろな虫や動物がいること
しかった」、
「たくさんの虫が集まってく
れると嬉しい」
などと声を弾ませた。

「Seasonal Cohabit」
とは、違う者
同士が平和に一緒に過ごす、暮らすと

小売の十字路

いった意味が込められた、持続可能な
多 様 性を尊 重する社 会を想う造 語 。
C A DA Nがキュレーションした現 代
アート作品が、伊勢丹メンズ館の4フロ
“LOVE IS ALL”を今年のテーマにし

略 ］は、黒 柳 徹 子（ 女 優 ）、夏 木マリ

た
「カルティエ」が、六本木ヒルズ、表参 （アーティスト）、北野武（映画監督）、
道、
丸の内にてポップアップを12月5日ま

布 袋 寅 泰（ギタリスト）、鈴 木 保 奈 美
（ 女 優 ）、戸 田 恵

で開催している。

12名が『愛』を語る特別ムービー 梨 香（ 女 優 ）、森
家族、
友人、
そし
LOVE IS ALLをテーマにした
カルティエのポップアップ

185

昭和の遺物
兼業店でジュエリーは
売れるのか

この雰囲気を作り、
なお進化持続して

ある研修の講演で、スタッフの接客

している。
この変化力こそ大手の強みで
ある。

いくことは零細な小売店にはかなりの負

姿勢がバラバラだと
「店の色」が出ない

担がかかる。兼業店ではなおさらのこと

と指摘されたことがある。
そういう些細

兼業店という形態はこれから復活す

難しいというより不可能に近い。
ジュエ

なところを徹 底していくことがジュエ

るかというとたぶん難しい。雰囲気格差

泉（モデル）、玉森

私の店は時計とジュエリーの兼業

リーと時計が混在している店というのは

リー店の魅力につながる時代なのだ。 は加速度的に広がっていき兼業店に

裕 太（ 俳 優 ）、秋

店であるがジュエリーを売るというの

どうしても時計の存在に圧倒されてジュ

ともすれば価格訴求や催事に目が行き

とってジュエリーは持て余し気味になっ

中、強く感じた人と人との絆の大切さな

元梢（モデル）、町田啓太（俳優）、常田

が年々難しくなっている。
それは現場に

エリーの良さが出てこない。
ジュエリー

がちだが、洗練された店全体の雰囲気

ていくだろう。商売の基本である親切丁

ど、
創業以来数々の
『愛』
を紡いできたカ

大 希（ミュージシャン）、片岡千 之 助

立っている自分の勘のようなものだが、

の脇に目覚ましが置いてあり掛時計が

作りにコストをかけ続けないと新規の

寧に徹して顧客密着型の運営を心が

言 葉にすれば 店 舗 競 争 力の低 下と

視野に入ること自体野暮ったいのだ。経

客は呼び込めないであろう。

ければチェーン店にはない味が出るだ

いってもいいかもしれない。展示してあ

営的には安定するが、新規の客を引き

人材の視点ばかりでなく、ディスプ

る商品量が少ないとか商品の鮮度が

付ける力に欠けるからどうしても従来の

レー、照明、POP等々、常に鮮度と工夫

展望が見えない中厳しい経営を強いら

客に頼るじり貧経営になってしまう。

が要求される。大手チェーン店は雰囲

れることは自明のことと思われる。

て大切な人…。世
界が変化していく

ルティエが、
たくさんの
『愛』
を届けるもの。 （歌舞伎俳優）が登場し、それぞれの
また、12名の
「フレンズ オブ メゾン」 胸の内にある大切なもの、そして『愛』
スペシャルムービーが公開された。カ

を語る特別なムービーになっている。

ルティエに縁のある12名が、LOVE IS

このような状況下だからこそ、皆で

落ちていて時代遅れのデザインが多

（あなたにとっての愛とは？）
を語る。才

愛を讃え、幸せを分け合うことが大切

数を占めているということではない。
ま

であることを唱えている。

た商品価格の点で他のジュエリー店

能と個性にあふれた総勢12名［敬称

ろうが、業界全体のパイが拡大していく

雰囲気作りには「ブランドショップ」 気でも競い合っている現実がある。そ

貧骨

こを消費者が体験してしまうと兼業店

cosmoloop.22k@nifty.com

を見ればわかるように店舗の隅々まで

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

