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以上については、CVD製法で大粒サイ オープンにして、今まで以上にエシカ

Vol.1

ズを生産するところが増えてきており、 ル、サスティナブルをアピールするとこ
マーケットに多く出始めております。
ラボ

ろや、天然ダイヤモンド同様にH&Cの

昨年末よりラボグロウンのメレサイ グロウンの価格はラパポートリストを基

カットのラボグロウンも作られていま

ている中、
日本ではSNS発信のECサ ズが高騰しており最大で3割近く上昇

準にプライシングされていますが、天然

す。デジタル化に合わせて進 化のス

これは中国
イトでの販売が活発に動いておりま しているところもあります。

日本でも新た
でいうガイ
（カラット単価）の概念がラ ピードがとても早くなり、

世界的にラボグロウン需要が増え

す。米国においてもWEBでの販売が

のラボグロウン市場がスタートした影

ボグロウンにおいては異なる為に、
ラボ

なダイヤモンド市場が確立されてきて

中心ですが、
日本ではリアル店舗での

響と、メレサイズの生産のほとんど既

グロウン大粒石は独自のマーケットプ

いる状況になっております。

取り扱いが少ない為に、ネットでしか

存の限られたHPHT法施設によるも ライスが作られようとしております。

購入できない新たな価値が相乗効果

のである為、
デマンドが上回った事に

で売上を伸ばしている様です。

よります。

また、価格競争に巻き込まれない
差別化を行うラボグロウンも出てきて

一般社団法人日本グロウンダイヤモンド協会
info@thejgda.org
代表理事 石田茂之

石の枯渇や自然環境への課題を見つめ
今あるもので新たな輝きを見出す
ヴィンテージで「ジュエリーを受け継ぐこと」を伝える

近年海外
で 注 目を 集
めているヴィ
ンテージジュ
エリー を 国

新鋭ジュエリーショップ「chili」

売するchili

でも末 長く愛用できるジュエ

された洗練されたデザインの３つが織

（ チリ＝ ㈱

リーを、本 場 欧 米 諸 国より買

りなす絶妙なバランスはchiliのジュエ

い付け、
ヴィンテージの一点物

リーならでは。海を渡り、時を越えた、 負荷、紛争の勃発、過酷な労働環境と

が、
ジュエリーの魅力、
そして、なぜ今、 を厳選して揃えている。

優美なジュエリーを楽しめる。

いった課題を抱え、ジュエリーへの向
き合い方を考え直さなければいけな段

定番のルビー、サファイアから、
日本

ヴィンテージジュエリー（リユースジュ

ではまだまだ馴 染みのないカラース

エリー）
は、個性や価値観、付加価値が

chiliは、ジュエリーとの長い歴史を

トーンのものまで、豊富なラインナップ

重要視される現代において、
「自分だけ

を用意する。

のファッションが楽しめる」、
「サステナブ

今あるもので新たな輝きを見出す、
ヴィ

ルなファッションである」
といった理由か

ンテージジュエリーを、私たち未来をよ

宝石が潤沢であった時代に生まれ

を、
日本でも広く伝えたいという思いか

た上質なカラーストーンの澄んだ輝き、 ら、海外を中心に注目されている。

ら2021年に誕生した。

落ち着きのあるヴィンテージゴールド

エシカル・サステナブルなブランド

﹁サバース﹂メンズコレクションフェア

時代、流行に左右されない、いつま

の風合い、ジュエリーの本場で生み出

ン。
ブランドのアイ コンである

に東 京

「BIRTH」やオレンジ色の砂

ビッグサ

丘がいくつも連なった自然美

イトで開

が有 名なナミブ砂 漠に着 想

催された厚 生 労 働

の 要 素 に な って い

を得た「NAMIB」
を中心に幅

省 および 中 央 職 業

た。

広く展開している。

能力開発協会、東京

なお、大会運営に

「BIRTH」は、
ブランドロゴ

都 が 主 催 の「 第 5 9

協力した一般社団法

に使用されているアイコニッ

回技能五輪全国大

人日本ジュエリー協

クなデザインだ。バイオロジー

会 」におけるジュエ

会では、
「ものづくり」

記号で“誕生”を表し、古代エ

リー製作競技「貴金

に 対 する 関 心 を 高

ジプトでは、再生や永遠を願

属 装身具 」職 種に、

め、技能大会への参

う守護的なマークとされてい

1 1 名 が 参 加 。支 給

加 者を増やし、ひい

た。無駄をそぎ落としたシンプ

されたK18地金を使い、ペンダント枠

ては日本のジュエリーの品質を維持向

ルなデザインの中央には、サ

を11時間で製作。指定寸法に則り材

上させるため、2015年度より表彰制度

バースならではの強く輝くダイ

料の切り出し、やすり掛け、
ろう付、表

を設けている。今回の入賞者には報奨

ヤモンドが圧 倒 的な存 在 感

面の仕上げを全て手作業で行った。

金（金賞10万円、銀賞5万円、銅賞3万

技能五輪全国大会「貴金属装身具職種」
JJAから報奨金

るナミブ 砂 漠 が デ ザインソ ースの

ブランド「サバース」
（ 東京都港区、内 「NAMIB」は、自然が創り出した砂漠

コ・みづのジュエリーカレッジ）。銅賞＝

原一郎社長）
は、1月26日〜2月15日ま

の山や、暗黒の夜に照らす月の情景を

岡村乙未さん（ 東 京 都 、ヒコ・みづの

で、サバースの限定店舗（高島屋日本

表現。男性に喜ばれるデザイン背景の

ジュエリーカレッジ）、陶山玖門さん
（山

橋店、日本橋大阪店）にて「サバース

ストーリーも備わり、また女 性とペア

梨県、
山梨県立宝石美術専門学校）。

メンズコレクションフェア」を開催して

で、
もしくは一緒に使用できるユニセッ

今回のデザインは、東京都の木「イ

いる。

クスのデザインなど幅広く取り揃えて

チョウ」
と大会のシンボルマークがモ

いる。

チーフ。
また、選手一人ひとりが考えた

空間でそれまでの買取店のイメージを
一新し、大型ショッピングセンターへの

貴金属・ブランド品・時計買取を中

積極的な展開も相まって
「誰でも気軽

心とした総合リユース事業を展開する

に来店できるフレンドリーなリユース

「ジュエルカフェ」
（㈱クレイン＝東京都

店」
としてのポジションを確立している。

港区南青山、新垣純社長）
は、“買取を

さらに、
日本のみならず香港・台湾・

身近なものに。気軽に足を運べる場所

マレーシアにも出店。
日本の「おもてな

に”をコンセプトに国内外250店舗以

し」文化は海外の顧客にも広く受け入

上を展開。2月19日には新店舗「イオン

れられ、新しい形のリユースショップと

モール久御山」
（京都府久世郡）
をオー

して広がりを見せている。

デザインはあとからパートナーが

プン。
カフェのような親しみやすい店内

アイプリモの好評サービス

海外でも広がりみせる

フリーデ

の12月

その結果、金賞＝井上泰世さん（東

“サプライズプロポーズを
したいけれど、婚 約 指 輪は
パートナーの好きなデザイ

り今需要がある商品を出品
できたこともありまして、今後
が楽しみになりました。今回
IJTで私が感じたところは、
イ
ンフルエンサーの販売ブース
ができていたことくらいでほ
とんど変化がなかったのでは
ないでしょうか。
今はインフルエンサーが
中心となり真 珠のエリアや
エコの商品エリアも図らずも

ンフルエンサーの人達は宝飾業界
にとってプラスなのかマイナスなの
かということです。
何の仕入れもせず、ライブ配信
でお客様に販売をしている様子や
また1点や２点ではなく数多く販売
をしている方をよく目にしました。海
外の方（主に中国やフィリピン）が
多いのが救いではありますが、
日本
国内でこのライブ配信が増えてし
まえば仕入れをしている宝飾小売
店にとってダメージはとても大きな

バ ースのメンズ・コレクショ

京 都 、ヒコ・みづのジュエリーカレッ

「ジュエルカフェ」京都に新店舗

る。https://chili.jp/

金賞に輝いた井上泰世さん（ヒコみ）

ジ）。銀賞＝松村大梧さん（東京都、
ヒ

2006年のブランド創立時から、着

り良いものにするサステナブルでエシカ

昨年

世界遺産で世界最古といわれてい

HARA Groupが手がけるジュエリー

そんな中、新たな資源を消費せず、

実に人気を築いてきているサ

を誇る。
1 0 0 年の歴 史を誇 る U C H I -

階に直面していると指摘する。

また、昨今、宝石を取り巻く環境は、 ルなアイテムであると考え、提案してい
石の枯渇、鉱山の閉鎖、
自然環境への

IJTも終わり、弊社は狙い通

た。
この時に私が考えたことは、イ

ヴィンテージジュエリーが世界的に注目

る、
「ジュエリーを受け継ぐこと」の魅力

中、無事に1月12日〜15日の

が賑わいを作っている感じがしまし

されているのかについて紹介している。
持つ欧米にて古くから根付く文化であ

コロナウイルス感染拡大の

インフルエンサーの人たち

内で 輸 入 販

UTOPIA）

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9回
﹁壊す 力は生む力﹂

世 界のラボグロウン ダイヤモンド.

これに対して大粒サイズの2カラット おります。環境に配慮した製造工程を

ザインを
組み入
れること
も課 題

円）が授与された。

ものになります。
展示会を中心に活動している会
社と価格を比較してみたら、
とんで
もなく値段が離れているのは言うま
でもありません。
このIJTもまた、小
売業は展示会に出展してくれるメー
カーの商品を見に来場される方が
多く、仕入れをしている光景は少な
かったように感じました。
ジュエリー
業界のことを考えてみるとまさしく
末期であり、ジュエリーを販売して
いる業界なのか、それともイベント
を開催している業界なのか、わから
なくなっているのが現状なのではな
いかとつくづく感じてしまいます。
コロナウイルスも最近流行してい
るオミクロン株が拡大すれば、
また
今までと同様に展示会の開催は少
なくなり、開催したとしても来場者
数は少なくなるでしょう。
このまま今
までと同じ展示会を継続し続けて

CT スキャン使用
天女、花珠、鑑別書
※天女、ロイヤル天女は日本宝石科学協会で商標登録されています

日本真珠学術協会

〒110-0005 東京都台東区上野 5-22-1 井上ビル4F
TEL : 03-3836-2507 FAX : 03 -3836-2689

いけるのかと常々考えてしまいます。
本来、展示会は店頭商品にない
品物を展示会で販売していたはず
が、仕入れをせずに通常店頭に置
く商品を販売していると感じます。
店頭のディスプレイを考えてみると、
商品はあるものの、鮮度はなく、販

に 贈る指 輪 の バリエー ション が 広

ザインを選 び

がった。

変 更する事も

はじめに「シリウス」
「フラネリー 」

（3）

可能だ。
はじめ

ンを贈りたい。”という、その 「ヴィオラ」からデザインと中央に留める

に選んだデザ

どちらの想いも叶える、アイ

ダイヤモンドを選ぶ。思い出の場所や

インの 枠 代と

プリモで 好 評 の サ ー ビス

素敵なレストランなどで、本物のダイヤ

の 差 額 によっ

『パーフェクトプロポーズリ

モンドとプラチナでつくられた婚約指輪

て、
もう一度職

ング 』に、婚 約 指 輪の王 道

を渡して思い出に残る感動のプロポー

人が心を込め

デザイン
「シリウス」はそのま

ズを。パートナーが気に入ればそのま

てつくる。変更

まに、人気デザインの2型が

ま愛用する。
または、中央のダイヤモン

期間は、6ヶ月

加わり、プロポーズの瞬 間

ドはそのままで、パートナーの好きなデ

間となる。

売できればラッキーといった感じに
なっているようにすら思えてきます。
私は逆に今、仕入れを強化する
ことで、他店に行っても無い品揃え
にするだけでも新規客の来店があ
るように思います。私が経営する御
徒町本店でも
「他店に行っても新
しい商品がないから来店した」
とい
う声が増えてきているのも事実で
す。世の中的には車も高額の車が
たくさん販売されていますし、時計
業界も同様で高額商品の売れ行
きは順調です。車、時計といえば男
性 客 が 非 常に多くそのニーズの
ユーザーが宝飾で何を買うかと考
えてみると、以前みたいにシルバー
ジュエリーを買っているとも思いま
せん。車、時計と釣り合う品物を探
しているのです。
先日、ルイヴィトンの売り場に立
ち寄ったところ、
ジュエリーコーナー
にメンズジュエリーが豊富に並んで
おり、私もこの業界で仕事をしてい
なければナショナルブランドで買う
人間だと改めて実感しました。
ネームバリューもリセール価格
も強いとなればこの宝 飾 業 界 が
扱っている商品はすべて昭和の時
代のように古い考え方でのものだ
と感じてしまいます。御徒町のメン
ズジュエリーと言えば喜平がこの
何年も売れています。逆にそれ以外
買う商品がないと言ってもいいくら
いではないでしょうか。
また、御徒町では大粒のダイヤ
モンドの売れ行きが目立ってきて
いるのを見ると
「資産価値」を考え
ながら購入されているお客様が増
えているように感じます。現状、低単
価商品はネット販売が強いと思い
ますが、高額商品は人のつながり
であったり、店の信用であったりと
今のところネット販売があまり上手
くできないように思います。
今 、宝 飾はこの部 分（ネット販
売）を強くすることで上向きになる
ように考えています。私はこのIJTに
出展し続け、新規客（富裕層）はど
うすれば増えるかということをテー
マに商品作りを考え続けていきた
いと思っています。
「壊す力が生む力」
これが今の宝
飾業界に必要な力であると私は考
えます。現状を良くないと捉えてい
る人が多いと思いますので、
ともに
この業界の発展のために頑張って
いきましょう。

