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ブリジャールの姉妹ブランド
「OHARA PEARL」が初のパールフェア

ルなデザイン

小原社長は、2007年に京都大学経

から、華やか

済学部卒業、2009年に京都大学経営

なシ ーンで

管理大学院にて経営学修士（MBA）
を取得後、モルガン・スタンレー証券

届く価格帯が魅力のジュエリーを展開

にも適したフォーマルなものまで、厳選

㈱に入社し、上場会社、未上場会社等

している。
「 全ての女性が、
ありのままの

した真珠で作った様々な商品を一同に

の法人営業に従事。
その後、2014年に

自分を愛せるように。
」
をコンセプトに、
自

展 示 。日本 が 誇るアコヤパールの天

メリルリンチ日本証券に移籍し、債券

然の風合いを感じられるアコヤパール

女・花珠・真多麻・彩凛・彩雲珠、巻き

部にてヴァイスプレジデントに昇 格 。

モアサナイトジュエリーブランド

の個体を選別し、
メイドインジャパンの

が厚く照りが素晴らしい南洋パールの

2 0 1 7 年 1月、在 職 中にモアサナイト

「Brillar
（ブリジャール）」
（㈱ブリジャー

技術力でパールのハイジュエリーを一

白蝶 特 選・ヴィーナス、黒 蝶クイーン

ジュエリーブランドBrillarを立ち上げ、

点一点手作りで仕上げている。

等々、一つ一つが個性あふれる真珠の

同年12月に㈱Brillarを設立し、代表

美しさに触れる機会を演出した。

取締役社長に就任。2020年には国産

ル）の姉妹ブランドであるOHARA PEARL（㈱オハラパール＝東京都中央

現 在 、オンラインでの購 入 が 多い

区、小原亦聡社長）は、2月26日・27日

OHARA PEARLだが、実際に商品を

数量限定で、パールフェア限定の特

アコヤパールのみを使 用したパール

の 2 日 間 、初となるパ ー ルフェアを

手に取りたいという多数の声から、初

別価格商品や、ECサイトには掲載して

ジュエリーブランドOHARAを立ち上

Brillar銀座ショールームで開催した。

の展示会を実施することになった。

いない会場でのみ出会える商品も用意

げる。2021年4月にオハラパール㈱を

された。

設立した。

OHARA PEARLでは、
ハイクオリティ

リス）」は、福岡出身のシンガー
ソングライター向井太一氏とコ
ラボレーションした パールコレ
クション
「blanc by T（ブランバ
イティー）」を、国内のブランイリ
ス直営店2月15日と、公式オン

フランス発アルティザナルジュエリー
シンガーソングライターとコラボ

エリー「BLANC IRIS（ブランイ

BLANC IRIS

フランス発アルティザナルジュ

期間中は、普段使いに合うカジュア

「もう一度、東京がひとつになる日。」

TANAKAホールディングスが表彰メダルを提供
各種大会の中でも希少価値の高いもの

ダンで有機的なフォルムのパー
ルのリングをつくりたいとの要望
にブランイリスが共感し実現。

現した。和柄の繰り返しは
「みんなで走

日に主催する
「東京マラソン2021」に

る」
を表し、異なる和柄の掛け合わせは

また、メダルの裏面には、
コースマッ

メダル、純銀メダル、純銅メダルを提供

プと田中貴 金 属グループのロゴに加

する。

え、
「 THE DAY WE UNITE.」
（ 東京
がひとつになる日。）のメッセージを刻
み、延期を経て満を持して開催される

曲線とひねりを加えたシルバー

今大会ならではのデザインとなってい

に、大粒の南洋白蝶真珠を組み

る。メダルのリボンのデザインは「ラン

合わせたデザイン。イヤカフ、ピ

ナー」
「ボランティア」
「 観衆」の一人一

アス、
リング、ダブルフィンガーリ
（￥28,400〜￥57,200）

人を表す一本一本の線が織り重なっ
たタペストリーのような大会ロゴをモ
チーフにしたもの。

のラインナップ。着け方

今 回 のコラボレ ー

によって表情が変化す

ションは、公私ともにブ

るリングやパールの位

ランイリスのヘビーユー

置をあえてバックに配

ザーでもあるシンガーソ

したイヤカフやピアス

ングライターの向井氏

など パ ー ルアク セ サ

がイメージする、ジェン

リーを日常 使いとして

ダレスなデザインかつモ

楽しめる。

る」
ことを表現している。

ラソン男女上位3名に進呈される純金

ブランイリスらしい滑らかな

（ 2 2 時 〜 ）より発 売 開

伊勢丹新宿店が
3月2日にオープン

般財団法人東京マラソン財団が3月6

2016大会から国際化された車いすマ

ング と 全 4 アイテ ム

ダミアーニ ブライダル

び」
と
「ひとつになろう」
という想いを表

おいて、同大会マラソン男女上位3名、 参加者と応援する人々が「ひとつにな

ラインストア2 月1 4日
始した。

TANAKAホールディングス㈱は、一

「東京マラソン2021」
は今回で15回
目の開催となる、国内最大規模の市民
東京マラソンの表彰メダルは、各種

参加型マラソン。今大会は新型コロナ

大会メダルの中でも極めて稀な純金

ウイルスの影響により会期を延期して

製、純銀製、純銅製で希少価値の高い

2021年の秋開催を予定していたが、
ラ

もの 。表 彰メダルのサイズは直 径 約

ンナー、
ボランティア、大会関係者等の

65mm、厚さ約2.8mmで、重さは純金

安全を考慮し、再度延期されたもの。

製が約180g、純銀製が約100g、純銅

長い間準備をしてきた一般ランナーに

製は約85g。

とって待ちに待った今大会は、安全・安

ダイヤモンドと、約一世紀のメゾンの歴

金・銀・銅のメダルには、
「 亀甲×麻

心な大会を目指し、新型コロナウイルス

史の中で育まれた卓越した技能とジュ

の葉」
「青海波（せいがいは）
×七宝」
の

感染症対策を十分に講じた上で開催

エリー制作への無限の情熱から生ま

和柄のデザインを施し、今大会のコン

される。

れたダミアーニのブライダルリングコレ

セプト
「もう一度、東京がひとつになる

なお、2月16日〜3月3日までギンザ

クションを幅広く取り揃える。結

日。」に込められた、新たな生活スタイ

タナカ銀座本店で表彰メダルが展示さ

婚 記 念日やアニバーサリーに

ルで
「再びみんなで走ることができる喜

れている。

ラー「ベル エポック」
コレクショ

るロマンチックな「 B O C C I O L Oボッ

ンも備える。

チョーロ」
など、
ダミアーニの優秀な宝

ぴったりなメゾンの ベストセ

ダミアーニのエンゲージメン

石鑑定士が選んだ最高品質のダイヤ

オリジナル74面体を
58面体と同等に

トリングの代表的なデザインで

モンドを、熟練のジュエリー職人が丁

「MINOUミヌー」は、
ダイヤモンド
最 高 級の「メイド・イン・イタリー 」 ある

寧にセットしたエンゲージメントリング

春のブライダルフェアを開催

ジュエリーを生み出し続けるイタリアの

を6 本の爪で高く掲げる独 特のセッ

クラシックでありな
ハイジュエリーメゾン
「ダミアーニ」は、 ティングが特徴で、

が様々に揃う。
マリッジリングは、イタリアンジュエ

がら、繊細でエレガントなデザインが

サリーに、
「ダミアーニ ブライダル 伊

人気。
また、
イタリア語で「光」
を表すシ

「コンフォート・フィット」
と呼ばれる着

勢丹新宿店」
をオープンする。

ンプリシティを追 求したデ ザインの

け心地の良さで、
日常的に身に着けや

「つぼみ」
を意味す
永遠の約束にふさわしい最高級の 「LUCEルーチェ」、
ブルガリは
「ブルガリ・
ブルガリ」ジュエリーの
2 5周年を祝し、マザー

リンの高騰に始まり、生活用
ンフレに歯 止めがきかなく

れがわかります。最近では人通りも

なってきているニュースを耳

なく以前いたインフルエンサーや

にする機会が増えました。

インバウンドの人達もほとんどいな

宝 飾 業 界も全 価 格が 上

い中で静まり返っている状況です。

昇しているし、ダイヤモンド

今、
この状況の中で先を読むとす

は20％くらい上昇していま

れば、
「 選択と集中」が一番大事な

す。また、真珠もアコヤ貝が

のではないでしょうか。

大量死して20％〜30％上

まず「選択」
と
「集中」
をする前に

昇していますし、時計はどの

断捨離が必要です。時計ブランド

ブランドも15％〜20％の割

もさらに売れているブランドとそう

合で値上がりし、今後この状況が

でないブランドがはっきりしてきて

続くのであれば会社の方針を変え

います。ジュエリーにおいても中間

ていかなければならないと感じる

層向けのファッションリングなどが

経営者は多いはずです。

低迷してくると予測しているため、

その上、賃金の上昇をしていくこ

私自身も決断する時期にきている

ととなればただでさえ年収が少な

と思い、やめていかなければならな

い宝飾業界であるのに、人手不足

いと頭を悩ませています。
また、そ

に陥れば悪化するスピードはどん

の資金で富裕層向けにシフトチェ

どん加 速するでしょう。それに加

ンジしていかなければ残っていくこ

え、新型コロナウイルスのワクチン

とはより難しくなっていきます。

接種が遅れている事や、
ウクライナ

私の経営学の中で3つ特に大事

問題も勃発して社会変化が激しい

にしていることがあります。
まず一

中で、先を読む事は難しくなってい

番大事にしているのが「勘」です。

ます。

常にマーケティングと情報を持た

今後も金の高騰やダイヤモンド

なければ勘が鈍ると思っています。

の値段が上がれば仕入れも高くな

その次は「経験」が大事であり、私

り、消費者はなかなか手が出なく

もこの業界で30年が経ち、過去か

なり、宝飾業界の売上の中心であ

ら現在まで自分が経験してきた流

る展示会での上代の値付けを変え

れを再確認しながら未来を読まな

なければ異常な上代となり、
ますま

ければいけないと考えています。最

す手が出にくくなることは言うまで

後は
「度胸」
です。
「 度胸」が大事だ

もありません。まさに末 期 状 態に

と思っているのは、現 在のジュエ

入ったように感じます。

リー業界は2代目３代目が多くなっ

ダイヤモンド輸入会社や真珠の

てきて、物事をなかなか決断でき

業者の中でも国内に目を向けず海

ない人が増えてきているように感

外へ売り先を変えれば生き残る道

じますが、
ビジネスはスピードと決

はあるでしょう。
しかし、国内の宝

断力で出来ていると私自身は考え

飾業界は何をすればよいのかわか

ております。常に即決即断を心掛

らないから、手っ取り早い展示会

けなければチャンスは舞い込んで

が続いていたのだと私は思います。

こないのです。

私も上京して10年を迎え、全国

今年は年末に完成する予定の

展開をスタートして15年の月日が

蔵前の店舗をはじめ、御徒町と神

経ち、
日本の中心の東京に拠点を

田に3拠点を増やし東京でのウエ

置くことは非常に便利であることと

イトを更に高めていきます。変化す

同時にビジネスの動きが良く見え

るなら今が最後のチャンスかもし

る場所であるということを最近は実

れないと思い、変化する時代の波

感してきました。四国の徳島にずっ

を乗り越えていきたいです。

同価格で提供する。

ASSCHER」の春のブライダルフェア

アントカットのクラウン側に8面、パビリ
オン側に8面、
合計16面の

ブリリアントカット
（74面体）」
を、
「ラウ

ファセットを加

ンド・ブリリアントカット
（58面体）」
と

えた74面体の

の刻印は、 黒のオニキスをあしらったペンダント

ライズペンダン

世 界 にひ

ネックレス。古代ローマ時代の着想源と

トネ ックレ ス

とつ だ け

現代的なジュエリーデザインを見事に

は、
ブルガリ公

オブパールをあしらった

字やローマ人の人 生を謳

のパーソナルジュエリーとなっている。

融合させた
「ブルガリ・ブルガリ」
のユニ

式ウエブサイト

「ブル ガリ・ブル ガリ」

歌する精神、記念日や愛を

新たに登場したのは、古代ローマの

セックスなスタイルは、慣習をつくり変え

限 定にての取

パーソナライズペンダン

祝 福する慣習を表 現した

コ イ ン の 刻 印 に 着 想 を 得 た 、 る革新性と、いつの時代もモダンな美

トネックレスを 発 表し

ハートや星座等のシンボル

BVLGARIのダブルロゴを配したサー

た。最大6文字までの文

を組み合わせるオリジナル

クルモチーフに、モダニティに溢れる漆

新作「ブルガリ・ブルガリ」パーソナ

だとつくづく思います。
今の御徒町も4年いれば人の流

伝統的な58面体のラウンド・ブリリ

を生み出す創造性を象徴している。

といたら決してわからなかったこと

品もどんどん値上がりし、イ

まで開催され、
「ロイヤル・アッシャー・

すいデザインが幅広く揃う。

「ブルガリ・ブルガリ」新作モデル
パーソナライズネックレスより

最近の話題といえばガソ

ダイヤモンドジュエラー「 R OYA L

リーらしくモダンなデザインが特徴で、 「BLOEM FAIR」が3月19日〜5月5日

3月2日、伊勢丹新宿店本館1階アクセ

10

回
﹁チャンスを読む﹂

使えるゴージャスなもの、冠婚葬祭など

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

で個性的なデザインでありながら、手が

（3）

り扱いとなる。
P G×オニキス
214,500円。

オリジナルカットは、深遠で強い輝きを
実現し、白い光の「ブリリアンス」
ときら
きら輝く
「煌めき」
の融合が特徴だ。

