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（株）時計美術宝飾新聞社

ご愛読者の皆さまへ 〜定期購読申し込みのお願い〜

●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
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（03）3833-1886 FAX
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いつもThe Watch & Jewelry Todayをご愛読いただき、有難うございます。
これまで無料にてご愛読いただいていた皆様の郵送を6月15日より順番にお止めさせて
いただいております。
ご購読を希望する場合は、右のQRコードよりご登録をお願いいたします。
定期購読料は、年間8500円です。宜しくお願い申し上げます。
□問い合わせ＝㈱時計美術宝飾新聞社（TEL：03-3833-1886 FAX：03-3833-1886）

保険のご相談は
（株）東時へ

本社：03-5817-0353

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
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ている。

カーンCEOは話す。

ても年々大きな割

ジュエリー&ジェムワールド
9月18日〜24日

ベター・ダイヤモンド＝使用するラボ

おきたいのです」
とカーンCEOは述べ、

オーナーに提供するブロックチェー
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ベター・ゴールド＝スイス・ベター・

㈱飯田松尾工場の社員、井原正治
氏が、長野県内の高度技能保有者を
対象とした、令和4年度 卓越技能者
知事表彰「信州の名工」
を受けた。
井原氏は、時計部品の金型製造を
担い、経験と地道な努力により、加工
機のカウン
ターや目盛
では出せな
い精度を
「 指 先 の感
覚・感触」
で
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シチズン時計マニュファクチャリング

シチズン時計マニュファクチャリング

飯田松尾工場 井原正治氏

シチズン時計の製造子会社である

﹁信州の名工﹂︵卓越技能者知事表彰︶

ゴールド・アソシエーションが定めた条

イヤモンド製造で働く共同体を支援す
る社会貢献基金に寄付を行う。
評価された。

ファンシーカラー ダイヤモンド

同フェアは本来、米国の第4四半期
のホリデーシーズンと中華圏の旧正月

〒104-0045 東京都中央区築地７-５-３ 紀文第１ビル６階

http://www.aikei.com/

Tel 03-5565-3001(代）

株式会社

アイ・ケイ

ジュエリータウンおかちまち
（JTO） 社（会員17社、協賛3社）が出展する。
有志による秋・冬商戦に向けた仕入れ

毎回好評のお買い得な商品が満載の

も継続され、オープニングから
会「第114回JTOフェア」
（ 担当理事副 「朝市」
会長：前田知
則 ）が 、1 1月
17日、東京都

調整する優れた技能を有

日に開催予定としている。

立 産 業貿易

年末商戦向けの仕入れ会
11月17日に「JTOフェア」開催
貿易センター浜松町館

盛り上がりそ
うだ。
特賞5万円
が当たる抽選

している。特に超高精度金

井原氏は表彰されるにあたり
「今後

センター浜松町館5階南展示室で開

会でも景品総額を100万円とさらに増

型における放電加工・研削

も金型、部品加工における自動化と手

催される。時間は10時30分〜16時ま

額し、当選数も大幅に増やしているの

加工において高い評価を

作業の融合に取り組み、時計組立の下

で。来場者は招待券を持つ小売店に

で、今まで以上に楽しめる。抽選は3万

得ており、
中でも極薄“箔”

支えとなれるように精進して行きたいと

限られている。

加工においては、 0.001

思います。
また、後進の育成にも一層力

㎜以下の精度で加工を行

を注いでいく」
とコメントしている。

うことができる。

また井原氏は、2005年に飯田市等

円の買い物ごとに1回抽選が可能。な

年末商戦に向け市場も活性化し始

お、招待状の中には3000円の買物券

めた影響により、来場者からの要望を

が同封されている。問 合 せは事 務 局

受け開催時間を1時間延長している。

また、後進若年層の育

主催の“江戸のモノづくりシンポジウム

成・地元学生への職場体

in飯田”で地域を代表し
「飯田下伊那

卸による新 商

験の受け入れや技能検定

の若者とモノづくり」
というテーマで、海

品をはじめ、一

委員を通して広範囲にわ

外にシフトする製造業を背景に『モノ

品ものから銘

たる人材育成や技能継承

づくり＝人づくり』の考えを発信してい

品を取り揃え、

に尽力していることなどが

る。長野県出身、51歳。

JTO有志20

輸入、製造、

（03-3839-0936）
まで。

