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ヴィチェンザ漫遊記

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

㈱コモンウェルス 代表取締役 中村慶幸
いくらいの新作の商品量でした。

なる前に帰ってきました。

相変わらず18金の地金製品の人

見てから行ったので、その落差にビッ

気があり、今年流行の兆しのエナ

第

イタリアに発つ前にお台場のJJFを

品を11月末のサンクスギビングの前に

3 年 ぶ り に「 ヴィ

で、アメリカ、ヨーロッパ、南

納品するよう厳しく言っていました。
こ

チェンザオロ」に行っ

米、アジアのバイヤーであふ

の状況下で日本からのオーダーは後

てきました。本当は3

れかえっていました。残 念な

回しにされ通常8週間の納期が12週

月のヴィチェンザに行

がら中国人は少なく、私の知

間ほどにもなり、納品遅れを招いてい

く予定でしたがロシア

る 限り日 本 からは 1 0 名 弱

ます。

とウクライナの件で私

だったと思います。

1説によるとアメリカのジュエリー産
業全体は15兆円に達するみたいです。

が予約していたフィン

もちろん会場内はノーマス

エアー がロシアの 上

ク、逆にマスクをしているとコ

メルジュエリーが多く見受けられまし

ちょうど日本のバブル期と似ている状

空を飛べなくなりフラ

ロナじゃないかと疑われるの

た。各ブースは開場の10時から我先に

況になってしまいました。会場でもいく

イト自体がキャンセル

で私はあえてマスクを外して

新作を仕入れようとすごい熱気に包ま

つかのブランドから日本 人はどこに

にな ってしまいまし

いました。今回はホール7に日

れていました。特に目立ったのがアメリ

行ったのかと質問されました。中国と

本でもお馴染みの「ロベルトコイン」、 カ人のバイヤーでした。今年のクリスマ

同じでコロナの影響で入出国が大変

「フルーチベルーニ」、
「ピエ
今回はターキッシュエアーで成田か 「ナニス」、

ス商戦に向けた商品の早めの手当と、 なのでとお茶を濁してきました。。

らイスタンブールの1 5 時 間のトラン

ロミラノ」、
「アンナマリアカミリ」が出展

米ドルがユーロと１対１になったことで

いま、国内でジュエリー業界が苦戦

ジット、
さらにイタリアのミラノまで3時

しており、
「マルコビチェゴ」や「BBG」 以前から比べると商品が2割から3割

しているのと真 逆で海 外はバブル状

間、合計18時間のフライトで、結構疲

などのブランドは独自に会場外で展示

程度安く仕入れられるのだから当然の

況、
コロナ以前よりセールスがＵｐして

れました。

会を開催していました。

ことだと思います。

います。俗に言うＶ字回復が完全にな

これだけ金の価格が上昇しているの

この現象は我々日本の輸入代理店

で滞在しました。
月曜日はイタリアの小

で新作の発表は控え目かなと思ってい

にとっても大きな問題になります。
アメ

売店が定休日になるので、バカ込みに

ましたが、各社ブースに展示しきれな

リカ人のバイヤーはオーダーをした商

屋街ジュエリータウン
おかちまち
（JTO＝81
店 。田 中 勇 会 長 ）の
「 J T O 3 5周年 記 念イ
ベント 会員交 流 会 」
が、9月15日、東京・上
野の東 天 紅で開 催さ
れ、台東区長、東京上
野 税 務 署 長をはじめ会員2 9 社が 参
列。歴史を振り返り、令和の時代でも
輝くJTOを目指そうと一丸となった。
JTOは35年前に街づくりと防犯を目

られている。
はじめに、物故者への
黙祷が捧げられ、会長の
挨拶が始まった。

これからの未来でも輝くために

日本唯一の宝飾問

JTO 周年に
会員懇親会を開催

9月8日の開幕から10日の日曜日ま

されています。
もう世界は回復しています！！

「今年度で会長職を降りるわ
います。
どうか会員の皆様には

ご自分 の 会 社 の 得 意なとこ
ろ、オンリーワンなところを伸
ばして頂きたいです。それこそ
がこれからのジュエリータウ

ンの専門店街としての魅力と
なり集客にも繋がるのではな

りました。
ここ数年は問屋街として卸売

社 へも感 謝 状 が 贈られ

所と㈱エクミスが

業を持続しつつ一般のお客様にもご来

た。

紹介された後、現

来賓挨拶の後には、表彰が

街を頂けるよう街の広告にも力を入れ

歓談中に行われたアト

在の理 事の紹 介

てきました。
コロナ禍で世の中は一変し

ラクションでは、会員であ

を行った。続けて

ましたが、
これをチャンスと捉え、
これ

るシーフォース㈱佐々木

中締めでは㈱グリ

から先はさらに多様性のある宝飾専門

一富理事による本格的な

ン宝 飾 松 田 佳 之

店街を目指していきたいと思っていま 「マジックショー」で楽し

理 事 が 三 本で 締

す」
と新たな意気込みを掲げた後に、 み、会員間の懇親が図られた。

め、
お開きとなった。

カルティエ（リシュモンジャパン㈱） 裏打ちされた実現可能性の高い提案

ケ ースに 収

が、2025年日本国際博覧会（大阪・関

であったこと。
ドバイ万博の建築資材

納。発行数は

西万博）の企業・団体による
「ウーマン

のリユースなど、SDGsに貢献する画期

全国1,000

ズ パビリオン」
（仮称）
の出展参加者に

的な提案がなされていたこと。

セット。

内定した。

製 記 念メダルと記 念

▽規格及び価格＝Ａ.

2025年日本国際博覧会ウーマンズの
出展参加者にカルティエが内定

れの展示会」
というより
「ラ

展示会を辞める為に多くの小

イブ販売会場」になっているよう

売店はブライダルへの商売へ転

に感じています。

換をしてきましたが、需 要よりも

ブース内でライブ販売をする出

供給の方が増え広告費もかさみ

展 業 者は活 気があり、国内向き

苦戦している会社も増えていると

の業者は初日から閑散としている

ころへ、
コロナ禍の婚姻数減少も

ようでした。高い出 展 費 用を支

あり、厳しくなってきています。

払っているのに通常の商売をす

特にブライダルメーカーは地金

ることは難しい。
その上、140円を

高 騰の影 響があり、価 格 設 定も

超えるインフレと高止まりしてい

高くなり以前より売り上げが下が

る地金価格を考えると、今後は出

り、中にはＭ＆Ａで売ってしまう

展を控える業 者が 増えることで

会社まで出てきています。
広告投資はできなくなり、今ま

それともう一 つ。一 般 のユー

でみたいに自動 販 売 機のような

ザーまでが、毎年、回を追う毎に

売り上げの作り方で売り上げを

多く来場しています。BtoBのはず

建てるのが難しくなる中、卸をし

が B t o C になるのであれ ば 、東

ていないブランドが 勝ちやすく

京・横浜・神戸のエリアの小売業

なっている今、
自社開発が出来な

は影響を受けてしまい存続が危

ければ存続できなくなっていくと

ぶまれてしまいます。御徒町にも

感じています。

同内定の審査における評価は以下
のもの。

じて、女性のエンパワメ
ントと男女平等を促進

するための取り組みを継続できること
を大変嬉しく思う。
これから出展準備

製（ 直 径 2 8 m m・

と2022.11.1の消印

11.2g）220,000円な

が押捺された貴重な

ど。

まえた提案であったこと。2020年ドバ

は、グローバルなプラットフォームとし

記 念カバーは、特 製

▼問い合わせ＝松本

イ万博での
「ウーマンズ パビリオン」出

て、社会に対する女性の貢献に光を当

展や、カルティエ ウーマンズ イニシア

て、次世代のためにより良い未来を共

チブ等の活動で蓄積されたノウハウに

創することを目指している」
とした。

全体を通して、本館設置の趣旨を踏

現状の小売店は毎月のように

告 費をあまりかけなかったので

展示会を行い、顧客に重ねて販

すが、最近競合他社が増えたの

売をしてローンで首が回らないく

か広告をよく見ることが増えてき

らい複数のクレジットを組み、高

たと思います。

齢化で新規顧客がなかなか増え

ブライダルも厳しく生き残りに

ていかないのが現状でしょう。そ

かけて今から何をするべきなの

して、仕入れをしない委託商品が

かで大きく差が出る時 期だと思

ほとんどのため、
コストより掛率の

います。今の現状のままでは衰退

方に目がいってしまっていること

するのは 言うまでもありません

でしょう。

が、業界が迷走してる間には、必

決定する前に価格交渉すると

ずチャンスはあると思います。

修理・
リフォーム
時計彫りなど

パートナーシップを通

美しい記 念メダル

ル事務局＝TEL0120-153-154。

れていると思われます。

カルティエは「大阪・関西万博との

高品位の純金・純銀

発行を証明する認定証とともに保存用

どころに設 置され 、
「仕入

留まっています。ローコストで広

員の ㈱ 安 藤 製 作

徽章工業㈱記念メダ

いくことがなく、仕方なく繰り返さ

たようにも感じます。

社と、25年以上の会員20

台紙にセットし、限定

ブ配信のコーナーがところ

店舗でも月に1000万円くらいに

商売繁盛を目的として活動を行って参

定 5 0セット。Ｂ. 純 金

かっていても他で数 字を作って

た」などと一般の方に浸透してき
最後は、新入会

日から開始した。

り、空きスペースにはライ

い為に売り上げ自体はよく売れる

に、3 5 年 以 上の会員2 2

34g）660,000円、限

る中でも、苦し紛 れの 継 続とわ

きた」、
「テレビなどで 見て知っ

と防犯を旗印に、そして会員の皆様の

の予約受付を10月3

コロナ禍ということもあ

す。
しかしシルバーの手作りが多

を信じ団結していくことに期待が寄せ

純金製（直径38mm・

展示会も限界の域を超えてい

良い商品がなくそれで御徒町に

が高いと感謝状が贈呈された。
さら

カバ ーの特 別セット

なくなったことです。

市場を拡大しているように感じま

周年を迎えました。
これまで、
まちづくり

の日 」の 、最

います。

「ビックサイトに行っていたけど、

して、挨拶にかえた。

歩んだJTOは、
これからも明るい未来

松本徽章

している姿があまり観られ

最近、手作りショップが増えて

村洋之氏と熊野順一氏へ貢献度

1 1月1日「 犬

がわかりにくい商品が多くなって

ら来たヘビーユー ザ ー が 多く、

に有難うございます。JTOは今年で35

記念メダルと記念カバー特別セット

となり、日本人の仕入れを

が発展することを願います」
と

時代であった。
これまでも地域とともに

11月1日
「犬の日」に

れて、高くなっていくために価格

ランドが厳しくなっています。

れた。当時は宝飾業界も3兆円に届く

工業㈱は、

向けのライブ 販 売が中心

運んできます。その中でも地方か

執り行われた。個人表彰として、竹

のアルバム

そうなれば上代設定にも反映さ

の交流を通して皆様のご商売

丸東京上野税務署長にご臨席賜り誠

松本徽章

が感じていることは、海外

替で苦戦していて、ほとんどのブ

して服 部 台 東 区 長と犬

〒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

の商品スタイルになっています。

時は多くの一般ユーザーが足を

これからもこのように会員間

の発展を考え名称に“おかちまち”を入

日本真珠学術協会

で開催される宝飾展で私

海外のブライダルブランドも為

田中会長は「ご来賓と

※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

いうメーカーからすれば見え見え

ビックサイトで宝飾展を開催する

いかと思っております。そして

的に設立された。宝飾街であったが街

CT スキャン使用
天女、花珠、鑑別書

ここ最近のビッグサイト

しょう。

たくしから一つお願いがござ

35

17

回
﹁次の一年﹂

クリしました。入場口は入場者で満杯

た。

（3）

特殊な修理を
得意とする
〜WOODY BELL〜

を進めていく
『ウーマンズ パビリオン』
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

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

