ジュエリー業界における女性の活躍推進プロジェクト

JJF オフィシャル SNS にハッシュタグ投稿をすると、
真珠のピアス が当たる！
＃ジュエリー業界における女性の活躍推進

30

抽選で
名

ジャパンジュエリーフェア（JJF）は、クリスマス・年末商戦に向けたプロのための商談・仕入れ会としてこの時期とし
ては国内最大規模で開催されるジュエリー展です。しかし、宝飾業界における展示会では、大半が女性が身に着ける商材
であるにも関わらず、圧倒的に男性の方の参加が多いのが現状です。そこで、宝飾業界に携わる女性たちのネットワーク
構築・モチベーション UP につながるきっかけづくりとして、“今宝飾業界で活躍している女性たちによるパネルディス
カッション” を開催いたします。また、この企画と連動し、働く環境は違っても同じ宝飾業界で頑張っている女性たちの
情報を共有することで、業界全体として盛り上げるために SNS でキャンペーンも実施します！
パネルディスカッション

経営者・女性社員どちらにとっても有益な場

ハッシュタグキャンペーン

女性ならではの視点の商品開発

業界の女性リーダによる話を生で聞ける！
イベント後は名刺交換・交流会を開催！

←どれでも OK ！

ロジェク

ト

日々の業務へのモチベーション UP ！

業界全体の活性化へ

女性が働きやすい環境づくり

ハッシュタグキャンペーン参加方法
方法 2.

躍推進プ

宝飾業界に携わる女性たちの
交流の場を提供

より多くの同業者の意見を聞ける！
さらに大きなネットワークを構築！

方法 1.

女性の活

＃ジュエリー業界における女性の活躍推進

貴社内で活躍する女性や社内イベント（MVP 表彰やコンテストなど）の写真を JJF のオフィシャル SNS で
ハッシュタグ『＃ジュエリー業界における女性の活躍推進』で投稿
JJF のオフィシャル SNS でアップされている『ジュエリー業界における女性の活躍推進』バナーをハッシュタ
グ付きでシェア

真珠のピアス抽選参加方法

30

抽選で
名

※当選者へのプレゼンの受け渡しは JJF 会場内のみとなります。

上記のハッシュタグキャンペーンにご参加いただいた方から抽選で 30 名に JJF 会場内で 真珠のピアス をプレゼント！

ジャパンジュエリーフェア

E-4 事前登録制 8 月 30 日 ( 木 )

12：30-13：30

初開催！ ～女性の活躍推進セミナー～

特別イベントステージプログラム
※聴講無料

ジュエリー業界の “いま” を輝く女性たちによる
パネルディスカッション

JJF の新企画！圧倒的に女性が身に着けることが多いジュエリーをどう
したらもっと魅力的に " 魅せる " ことができるのか。女性の感性を活か
したジュエリー業界の更なる可能性は？どうしたらより女性が働きや
すい環境で活躍できる業界になるのか？など、いまを輝く女性たちが
鋭い視点で語ります。宝飾業界で働く女性にとって活力になるパネル
ディスカッションは必聴です！

Panel Discussion

パネラー：
Cafe Ring クリエイティブディレクター・代表 青木 千秋 氏
（株）ヨコヤマ 販売企画部 企画リーダー /UMBILICAL CORD デザイナー 横山 めい 氏
（株）ジェムストーリー Gemstory Australia 代表 Malayvone Souvannavong 氏

Special Event

青木 千秋 氏

横山 めい氏

8 月 29 日 ( 水 )

ジュエリー業界が選ぶ
「第 6 回 “ウーマン オブ ザ イヤー”」表彰式
主催：
女優の松雪泰子さんが選ばれました!

Malayvone
Souvannavong 氏

13：00-13：30

※聴講無料

日本ジュエリー協会と UBM ジャパンが毎年「ジュエリーの輝きのように最も美しく輝いている女性」
を文化・芸能・スポーツ界の中から選出する「ジュエリー業界が選ぶウーマン オブ ザ イヤー」。
今年は、女優の松雪泰子さんが表彰されます。表彰式の後は松雪泰子さんのトークショーでお楽しみ
ください。

※事前登録はオフィシャル HP もしくは裏面の応募用紙から

を除く）
小売店の皆様必見！ JJF 小売店向けセミナー ※※ 全て聴講無料です（E-1,P-2
聴講希望のセミナー / イベントの

CHECK
CHECK
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火
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E-0 11:00-12:00
“二十歳の真珠”をコンセプトに
若年層をターゲットとした販売戦略と真珠販売の正しい知識

CHECK
CHECK

29

CHECK
CHECK

E-1 10:30-11:30

井口 孔仁 氏

担当者

P-2 14:30-15:30 受講料 ¥2,000 ※当日セミナー受付カウンターにてお支払いください
売り場担当者必見！リピーターを増やすラッピングテクニックとは？(応用編)

CHECK
CHECK

専務取締役・チーフコーディネーター 熊谷 洋子 氏

S-5 11:00-12:30 独自性のある店づくりがお客さまの支持を集める！

志村氏

青木氏

上根氏

橋本氏

S-6 13:00-14:00

CHECK
CHECK

基礎から応用まで学べて、
その日から使えるラッピングの
実践的な体験型講座！

担当者

パネラー: （株）三越伊勢丹 特選・宝飾時計統括部 バイヤー 志村 英明 氏
（株）髙島屋 横浜店 ジュエリー＆ウォッチサロン シニアマネージャー 青木 繁 氏
（株）ジュエリーカミネ 代表取締役 上根 学 氏
ジュエリーサロン ポンデュプレジール 代表 JC1級 橋本 佳代 氏
司会:（株）PR現代 代表取締役社長 下島 仁 氏

今後の業界の動向や展望、
さらには顧客との関係構築の取
り組みを語る！

担当者

（株）柏圭

S-7 14:30-15:30

代表取締役社長

企業のブランディングや
企業経営のポイントを
実例と共に学ぶ！

田口 和也 氏

（株）Knot

代表取締役

遠藤 弘満 氏

担当者

E-2 14:50-17:00
第5回ジュエリーコーディネーター 接客コンテスト公開最終審査・表彰式
〜日本一のジュエリー販売員を決めるのはあなた!〜

業界トップレベルのジュエリー
販売の接客技術を “生” で見る
ことができる絶好の機会！

S-8 16:00-17:00
『現実的なジュエリーにおけるものつくり改革』
ブライダルオーダージュエリーが経営を支える小規模店舗、
工房の新しいビジネスモデルを紹介
E-4 12:30-13:30
ジュエリー業界の
“いま”を輝く女性たちによるパネルディスカッション

担当者

担当者

青木氏

横山氏

Malayvone氏

Cafe Ring クリエイティブディレクター・代表 青木 千秋 氏
（株）
ヨコヤマ 販売企画部 企画リーダー/UMBILICAL CORDデザイナー 横山 めい 氏
（株）
ジェムストーリー Gemstory Australia 代表 Malayvone Souvannavong 氏

S-10 13:00-14:00

東海大学総合社会科学研究所

客員准教授

小嵜 秀信 氏

JJF小売店向けセミナー事前申し込み用紙

聴講をご希望のセミナーの
会社名/団体名
お名前

CHECK
CHECK

からの

ここが 見
どころ！

ジュエリー業界で働く
女性たちの交流の場であり、
経営者にとっても
女性の活用のヒントに！

担当者

からの

ここが 見
どころ！

中国人観光客の SNS 活用の実態
を学び、自店舗への集客に
活かす！

■FAX返送先：03-5296-1018

にチェックの上、下記お申込用紙に必要事項をご記入の上、
ご返送ください。

■ ジャパンジュエリーフェア2018 展示会無料招待券を希望 ______ 枚
部署/役職

住所 〒

電話番号

UBMジャパン
（株）JJF運営事務局 TEL: 03-5296-1020 FAX: 03-5296-1018 Email: visitor@japanjewelleryfair.com

展示会最新情報はこちらから！！

からの

業界トップレベルのジュエリー
販売の接客技術を “生” で見る
ことができる絶好の機会！

CHECK
CHECK

インバウンド店舗必見！
中国におけるリアル店舗小売オンライン活用の現状

からの

ここが 見
どころ！

（一社）
日本ジュエリークリエイターズ協会 顧問/
DOVE Tokyo Collge of Jewelry 学長 山田 直広 氏

CHECK
CHECK

からの

ここが 見
どころ！

CHECK
CHECK

30

担当者

中長期的な “顧客を育てる”
販売モデル・経営戦略の実例！

CHECK
CHECK

木

からの

ここが 見
どころ！

ここが 見
どころ！
ジュエリー業界にも通じる

Knotが提供する腕時計のトータルバリュー

8

からの

ここが 見
どころ！
業界大手・キーカンパニーが

下島氏

〜長期的な視点でビジョンを持ち続ける企業経営の神髄〜
100年ブランドへ、
カシケイの新たな挑戦

からの

ここが 見
どころ！

売り場担当者必見！大人可愛いラッピングテクニック(基礎編)

（株）
ラッピング協会

からの

向や対策を知り真珠販売につ
なげる！

受講料 ¥2,000 ※当日セミナー受付カウンターにてお支払いください

CHECK
CHECK

CHECK
CHECK

担当者

ここが 見
どころ！
若年層の消費者マインドの動

ゼネラル真珠（株） 代表取締役

水

にチェックを入れてご返送ください

www.japanjewelleryfair.com

