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（株）時計美術宝飾新聞社

産業をポジティブにしようキャンペーン！
！

●発行所

●編集発行人 藤井正義
〒110-0015 東京都台東区東上野1-26-2
ジュエラーズタウン・オーラム508
TEL
（03）3833-1886 FAX
（03）3833 -1717

コロナ禍による苦しい状況が続くと思われますが、今できることをコツコツと増やして売上を作っていかねばなりません。
こんな時こそ笑顔でいたいですね。楽しかったこと、
良かったこと、疑問に思うこと、困ったこと、助けたいことなどを業界の
仲間たちと共有しませんか。人への親切がまわり巡ってくるように、
ポジティブになることが求められています。
無記名によるご投稿・ご連絡をお待ちしております。FAX：03-3833-1717／メール：hayato@carol.ocn.ne.jp
㈱時計美術宝飾新聞社

保険のご相談は
（株）東時へ

本社：03-5817-0353

月、広 告出演 契 約を結ぶロサンゼル

MVPを受賞した大谷翔平選手に
グランドセイコーを贈呈

セイコーウオッチ㈱は、2021年12

（1）

http://www.e-tkb.com

毎月1日・15日発行
年間購読料8500円／1部450円
振替口座 00190-3-57579

西日本支社：06-6252-4477

大谷選手は
「ずっしりとした

ライフスタイルに合わせたメガネを

店舗に行けない」17.5％、
「 商品を受

存在感、高級感のある華やか

提案しているメガネショップ「アイメガ

け取るまでの待ち時間が長い」16.2％

な見た目が魅力的ですね。白

ネ」
を展開するアイジャパン㈱（埼玉県

などと続いた。

樺の木は、岩手県では比較的

さいたま市、澤田泰行社長）
は、全国の

よく見かける木です。幹の質

メガネユーザー男女650名を対象に、

なお、アイメガネでは一 人ひとりの
ニーズに合わせたメガネの提案ができ

感がよく表現されていると思

『メガネ選びに関する実態調査』を実

るよう、AIシステムが顔の特徴と独自の

います。雫石町も、花巻市から

施。その結果、メガネユーザーの40％

スタイリスト理論から、似合うメガネを

比較的近いので、
このモデル

以上がメガネ選びで失敗の経験があ

提案する業界初（※1）のバーチャルメ

が組み立てられているスタジ

り、
メガネユーザーの7割以上がメガネ

ガネ試着サービス「AIイメージフィッ

ジオ 雫石」にて製造されて

オにも、いつか訪れてみたいですね」
と

選びにアドバイスを必要として

いる。

コメントを寄せている。

いることがわかった。

また、“ 時 計 業 界で最も

贈呈モデル（Evolution 9 Collec-

650名中、
自身でメガネを選

権威ある賞”と称されるジュ

tion SLGH005、1,045,000円）
は、毎

び購入すると回答した554名

ネ ーブ 時 計 グランプリの

時36,000振動のハイビートでありな

2 0 2 1 年 度「メンズウオッ

メガネ選びに7割以上が
アドバイスを求めている

ト」
（ 特許出願中）
を導入。店舗
に行かなくてもバーチャル上で
メガネのフレームを選び、あた
かも鏡を見ているかのように手

を対象に、メガネを選ぶ際、ア

4割以上がメガネ選びで失敗

がら、最大巻上時には約80時間駆動

ドバイスを必要とするかの質問

アイメガネ調べ

を可能にし、忙しくてなかなか

チ」部門賞を受賞したグラ

を達成する革新的なムーブメントに加

に、7 2％が「 必 要 」
（ 必 要としている

ンドセイコーの次世代を担

え、荘厳な白樺林をモチーフとした高

25.6％、
どちらかというと必要46.4％）

うモデル。服部会長から、祝

い質感のダイヤル、
日本の美意識に基

林をダイヤルにあしらい、同じく岩手県

いの言葉とともに大谷選手

の雫石町にある
「グランドセイコースタ

に贈呈された。

ス・エンゼルスの 大 谷 翔 平 選 手に、
2021年シーズンのMLBア・リーグ™
M V P 受 賞を記 念して、グランドセイ
コーを贈呈した。
贈呈したモデルは、大谷選手の出身
地である岩手県の平庭高原の白樺美

敗の経験があると回答。メガネ選びで

中、
なるべく対面を控えたいと考えてい

づくデザインが、世界中の時計愛好家

答した3 9 9 名 中 、5 0 . 9％が「メガネ

困っていることでは、
「 似合うメガネが

る人に適したサービスとなっている。

から高い評価を得ている。

ショップスタッフのアドバイスが必要と

わからない」41.2％、
「 多忙でなかなか

＊アイメガネ調べ

EC・マーケティング

BtoB-EC、
ロジスティクス、越境EC、動

を行う。出展企業の担当者と直接商談

業界に向けた一大イ

画活用、データマーケティングなど、業

を行うことも可能だ。

ベント
「イーコマース

界注目の多彩なトピックにフォーカス。

セミナープログラムは、ECサイト構

フェア 東京 2022／

会場でしか体験できない最新テクノロ

築・改善、オムニチャネル、BtoB-EC、

オム ニ チャネ ル ソ

ジー＆ツールや、
コロナ禍の今こそ聞く

越 境 E Cなど、E C 担当者 必 見のセッ

リュー ションフェア

べきノウハウセミナーが集結。EC・マー

ションが約40本。創業6年で越境EC

2022」
「マーケティン

ケティング担当者は足を運びたい。

売上40億円を実現した、
お菓子のサブ

かったイベントやプロモーション

だ。サイトの登録者数は、
オープン後の

の裏側や制作過程、三越伊勢丹

1ヶ月間で約1,500人が利用している。
「LE TOUR DU CHOCOLAT」で

「高感度上質消費の拡大・席巻、最高

て、
「プロセスエコノミー」
という側面や

は、三越伊勢丹のチョコレート担当バ

の顧客体験の提供」
を掲げ、顧客の暮

一緒にイベントや場づくりを盛り上げ

イヤーや有名ショコラティエが届ける

らしを豊かにする“特別な”百貨店を中

る
「共創」
という側面から、顧客に豊か

最新の情報や、パリやミラノからの海外
のチョコレート情報などをユーザー限

昨 年 1 2 月にオープ ンした

定で閲 覧することができる。さらに、
ユーザーそれぞれが好きなチョコレー

顧客／顧客同士が相互につながり、上

デュ・ショコラ）」
は、
「ショコラにまつわる

トやチョコレートにまつわる疑問・質問

質なコミュニティが集まる場の創出とし

色々なストーリーを知り、
ショコラに携わ

を自由に投稿・情報交換することがで

て、自社運営コミュニティサイトをオー

る人やショコラ好きな人たちがつながる

き、
いつでも
「チョコレートの世界」
を楽

プンした。
これまであまり表 舞 台に出てこな
20世紀初頭、世界最大のダイヤモン
ド原石「カリナン（3,106ct）」のカット

ことで、
『ショコラの世界』
をより魅力的に

しめる、新たな形のコミュニティサイト

する」
ことを目的としたコミュニティサイト

になっている。

をはじめ、一世を風靡したスクエアフォ

ル・ア ッ

M

お問い合わせは

フリーダイヤル
0800-8000-930（通話無料）

創業明治元年

三輪技建 株式会社

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋1-6-1
Tel.03-3624-0571 Fax.03-3621-8327
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https://www.ecfair.jp/

ジャパン 2022」が、2

になく重要なものとなり、
もはや生活イン

月1 7日・1 8日の 2日

フラの一部となりました。本イベントは、

間、東京ビッグサイト

未来の購買体験や顧客体験の向上への

で開催される。主催は

糸口を掴むためのテクノロジーとノウハウ

イン フォ ー マ マ ー

が集結する2日間です」
と説明している。

ケッツ ジャパン㈱。

会 場では、E Cサイト集 客やオムニ

同イベントでは、オ

チャネル戦略の推進、BtoB-ECやロジ

ムニチャネル、コンテ

スティクスなど、EC売上UPや顧客体

ンツマーケティング、 験向上に役立つソリューションの展示

ダイヤモンドジュエラー

py Anni-

「ROYAL ASSCHER」

versary

のカッティングジュエラーとして、歴史

LIXIL全商品20％〜40％OFF その他５％OFF

す。ECや通販が果たす役割はこれまで

ロイヤルアッシャー
に精励し、世界最高峰のダイヤモンド

2月のキャンペーンは

テンツマーケティング

に て「 H a p -

に披露した「ロ

W&J 読者限定キャンペーン

外向けECを伸ばす秘訣など。

アムステルダムで創業の

ト」、昨 年 新た

ビルの外装から住宅までのリフォーム
設計・施工も承ります

かつてない大きな変動を経験していま

創業168年を祝し記念フェア開催
ト」など、今尚カッティング技術の確立

miwagiken

ア 東京 2022／コン

り、銀 座 本 店

リリアントカッ

すてきリフォーム

担当者は
「私たちの日常生活は、未だ

を刻み続けている、1854年オランダ・

シャー・ブ

お客様の想いをかたちに。

2月
17日・18日
開催

スク
「ICHIGO」の創業社長が語る海

グ・テクノロジーフェ

イヤル・アッシャー・クッションカット」、

ルムの「ロイヤル・アッシャー・カット」、 「ロイヤル・アッシャー・オーバルカッ
「 ロイヤ

40

本

てスタートした取り組みから、作り手と 「LE TOUR DU CHOCOLAT（ツール・

EC・マーケティング
担当は必見

と回答。
さらに、アドバイスを必要と回

フォーカスしたセミナー約

ガネがわからない人、またコロナ禍の

㈱三越伊勢丹ホールディングスは、 のバイヤー自身にもスポットライトを当

その方向性の下、社内起業制度におい

店舗に行けない人や、自分に似合うメ

また、全体の44％がメガネ選びで失

作り手と顧客、相互に繋がる
コミュニティを開設した三越伊勢丹

核とした小売グループをめざしている。 な体験を届けることをめざしている。

している。

軽にバーチャル試着をすること

（㈱ロイヤル・アッシャー・オブ・ジャパ
ン、槐健二社長）が、2月14日に創業
168年を迎えるのを祝し、2月11日よ

F a i r 」を開 催
している。

㈱ 萩原

