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お客様の想いをかたちに。
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　ドイツのモダンジュエラー「ニーシン
グ」（取り扱い：㈱柏圭）が、世界限定生
産モデルのジュエリー「ミラージュ」と、

ザ・ニーシングリング「アンタレ
ス」のクリスマス限定版を11
月23日より発売した。
　ミラージュは、見る角度に
よってその姿を変化させ、まる
で光と影の戯れを連想させる繊細な
ジュエリー。レッド・ドット・デザイン賞な
ど、数々のデザイン賞受賞を祝し、さら
に輝きを増した数量限定エディションと
なっている。ゴールドの繊細なライン上
に小さなダイヤモンドが散りばめられた
様は、まるで魔法の星屑。ナイトブルー
の夜空へミステリアスな輝きを放射す

る。限定版ペ
ンダントのカ
ラーは“クラ
シックイエ
ロー”、“クラ
シックレッ
ド”、“プラチ
ナ”から、シェ
イプはラウン
ド型または

オーバル型から選べる。革新的なセッ
ティング技術により、微細なライン上に
きらめく12粒のダイヤモンド。ナンバリン
グ付き。各種99個の世界限定生産モデ
ル。価格は45万円～62万円。
　夜空にひときわ光るさそり座の１等
星“アンタレス”の輝きにインスパイアさ
れて生まれたザ・ニーシングリング「ア

ンタレス」のクリスマス限定版「シナモ
ン・クリスマス・エディション」は、シナモ
ンカラーのダイヤモンドの輝きがローズ
ウッド・ゴールドのやわらかなきらめき
と調和し、言葉を超えた美しさ、肌に心
地の良い暖かみを与えてくれる。ダイヤ
モンドは0 . 1 2 c t（24万円）または
0.16ct（27万5000円）の2種類から選
べる。素材はK18。

　鋳造関連機器をはじめレーザ加工
機メーカーである㈱田邊研電の宝飾
機器部は、プロ仕様の多彩なライティ
ングと360度写真が自動で撮影できる
フォトシステムボックス「ALOフォトス
フィア」の取り扱いを開始した。
　この器材は、ジュエリーの商品写真の
為の究極なソリューションで、商品を
テーブルにセットするだけで、高度なクオ
リティの静止画、360度写真、動画を撮
影することができる優れもの。
　「インスタ映え」という言葉に代表さ
れるように、現在WEB上にアップされ
る写真には大きな宣伝効果があり、
ジュエリーも例外ではない。あるWEB
ショップでは、商品写真のクオリティを
向上させたところ、売り上げを40％伸
ばすことができたという。
　360度写真は、１枚の画像に全方向
からの撮影データを含み、3Dデータの
ようにマウス操作ができるため、すっき

りとしたページ構成ながら商品の魅力
を最大限にアピールすることができる。
　球体部分とターンテーブルは３軸で、
ソフトウエアのリモートコントロール制
御により別々に360度回転させることが
可能。珠と共に回転する４つの独立した
LED光源が、プロ仕様のライティングを
実現する。各光源は、強度と色の両方を
調光し、球状のライティングにより、影の
ないきれいな白背景を作り出せる特徴

がある。
　電動モーター軸
制御の為、短時間
で滑らかな360度

動画の撮影が可能で、ソーシャルネッ
トワークとの相互作用は簡単で高速。
ユニバーサルアダプターを使用すると
使っているカメラを本体にセットするこ
ともできる。
　本体の重量は36㎏、最大消費電力
280W、光源４か所、冷却、自然喚起、
照明ハイルーメンLED、寿命は10万時
間と優れた機能を有する。
　発売元の㈱田邊研電は、1965年の
創業から50年余り、鋳造機メーカーと
して宝飾加工機器の様々な技術・商品
開発を進めて来た。国内外への自社製
品の販売、また世界各国から厳選した
器材の輸入販売を行っている器材
メーカーで、これらの知識と経験で
ジュエリー製造をサポートしている。
　販売後のアフターケアは、自社開発
製品は勿論、代理店として扱う製品ま
で同社の技術者が対応するので安心
だ。　フォーエバーマークが、「ミレニアル

世代」をターゲットに、ダイヤモンドの
真の価値を伝えていきたいと、より“本
物志向”を意識して、グローバルブラン
ドとしての品質の追求を目指す「サマン
サティアラ」とコラボレーションした今
秋の新作コレクションが登場した。

　2017年11
月からコラボ
レーションがス
タートし、今年

で2年目。現在は、ファッションジュエ
リーライン11種（新作含む）、ブライダ
ルライン3種（エンゲージ＋マリッジペ
アで1種）を展開中だ。
　新作コレクションの「Tiny Love～
Forever～」のネックレスはシンプルな
デザインながらも、側面にはハートとイ
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アンタレスから
「シナモン・クリスマス・エディション」

「ミラージュ」世界限定生産モデル

　“動き（輝き）出した
ら止まらない” Danc-
ing Stoneで有名な㈱
クロスフォー（山
梨県甲府市、土橋
秀位社長）が、11
月に東京ビッグサ
イトで開催された
5万人規模の来

場者で世界最大級のネイルイベ
ントといわれる「東京ネイルエキス
ポ2018」に出展し、新たな試みと
して同社が開発したデコレーションで
きるリング「デコリン」を紹介し話題と
なった。
　「デコリン」は、洋服に合わせてバッ
グを変えるように、ネイルに合わせてリ
ングのデザインを変えて楽しめる新し
いリングの提案商品。純金含有率
20％以上で、台座部分には滑りにくい
加工（実用新案申請中）を施したこれ

までにないゴールド
ジュエリーとなって
いる。
　同エキスポの開催
前には、「デコリン」
とネイルの芸術性を
競う「デコリンコンテ
スト」を発表するな

ど話題性に富んだ仕掛けで、手入れの
行き届いた美しい指先を追求しに訪
れた女性たちの関心を集めた。

　会場は、ネイルクイーン2018の受賞
者として、大地真央さん（グランプリ）、
平祐奈さん（協会新人賞）、カーリング
チームのロコ・ソラーレ（協会特別賞）、
ピーターさん（協会功労賞／殿堂入
り）らが来場したほか、ネイルコンペ
ティション、技術体験コーナー、ネイル
トレードショーなどが実施され大変盛
り上がっていた。
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　今年8月に、サリ
ネジャパン・サービ
スセンターを東京に
開設した世界のダイ
ヤモンドテクノロ
ジーを牽引するサリ

ネ・テクノロジー社（イスラエル）が秋の
IJTに出展し、これまでイスラエルにあ
るサービスセンターでのみ受付可能
だったサリネ・プロファイルサービスが
東京でも受けられることになったこと
から、差別化と優位性を求める多くの
小売店がブースに訪れ関心を寄せた。
　サリネ・プロファイルは、世界最先端
のダイヤモンド画像化技術、解析技
術、測定技術を駆使したレポートをは
るかに超えた、高度で正確な販売ツー

ル兼デジタル鑑定書で、ダイ
ヤモンドの販売接客時に大き
な威力を発揮するとして世界
中で採用され始めている。日
本国内においても16社以上
で採用され、接客を革命的に
進化させた技術として広まり
つつある。
　これまでの紙の鑑定書や
店頭での口頭の説明だけで
は、他店との差別化に限界の
あったダイヤモンドの接客に
おいて、時代にあったデジタル

ツールの活用により信頼性と明確な説
明が担保され、導入企業では大きな成
果を上げ続けている。
　ダイヤモンドの表示は、完全にモジュ
ラー型で、ブランドやマーケティング目
標に合わせたカスタマイズも可能と
なっている。また、顧客の信頼に足る精
密さで、ダイヤモンドの個々の特長やグ
レードを説明できる。店頭で顧客への
完全にインタラクティブな購入体験を
実現し、顧客にとっても瞬時に“ダイヤ
モンドストーリー”をパートナーや家族
と共有することができるなど顧客の心
を掴む機能が備わっていることから、
販売員の助っ人として、ダイヤモンドの
売り上げを押し上げるツールとして注
目されている。

　オーダーメイド&セルフメイキングの
ブライダルリング専門店を展開する㈱
encochi（大阪市西区、矢野賢二社
長）は8月からベビーリングの新ブラン
ド『nenenowa』を立ち上げ、20～30
代の若い世代を中心に、ネットでの注
文が集まりつつある。
　結婚を機に結ばれる二人に、自分た
ちだけのマリッジリングやエンゲージリ
ングを提供してきた同社は、顧客との

縁を永く大切にしていき
たいという想いから、新
たな命の誕生、家族の歴
史を刻むベビーリングブ
ランドを立ち上げた。

　コンセプトは“20年後のあなたへ”。
親から子へ伝える愛の証としてオー
ダーメイドでつくる世界でただ一つの
リングが、子供の成長を見守り、家族
の絆をより深く結びつけていきますよう
にとの願いを込めている。素材とカ
ラー、刻印、表面仕上げのほか、オプ
ションで誕生石が選べるオーダーメイ
ドで、リングの素材によって値段が決
定するシンプルな設定。ブランド第一
弾の「tsuzuri」の特徴は、メッセージや
想いを文字にして刻印できること。デジ
タル書体はもちろん、直筆やオリジナル
の絵文字を入れることも可能。両親か
ら子どもへの贈り物はもちろん、シニア
世代の孫へのプレゼントとしても注目
を集めている。今後は、tsuzuriに続く
ラインナップを展開していく予定として
いる。
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ンフィニティ（∞）のモチーフを忍ばせた、
ディテールに特徴のあるデザイン。イエ
ローゴールド製とプラチナ製の2色展
開。同デザインのリングはプラチナ製の1
色展開となる。すべてフォーエバーマー

ク独自の鑑定書とダイヤモンドに印され
た世界でひとつのナンバーを掲載した
個別認証カードを付帯し、特別感を添
える。ダイヤモンドは0.1カラット。価格は
7万8000円～9万9000円＋税。

フェスタリアが三井アウトレット
入間店を新規オープン
　フェスタリアホールディングス㈱は、
festaria bijou SOPHIA 三井アウト

レットパーク入間を11月22日に新規
オープン。Wish upon a star をはじめ
ファッションからブライダルまで幅広い
ジュエリーをラインナップ。

親から子へ伝える愛の証
孫へのプレゼントにも注目

nenenowa

自然科学理論による
より正確な
エンハンスメント鑑別書
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