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国内最大級の宝飾産業の B2B 国際展示会『ジャパンジュエリーフェア（JJF）』が、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会

社と一般社団法人日本ジュエリー協会による共同主催のもと、東京ビッグサイトにて開催される。3 年ぶりの東京開催となるジ

ャパンジュエリーフェア 2022 では「TRADE」「CHECK」「CONNECT」「LEARN」をテーマに、実りある商談、市場の開拓・発

展、次世代育成に重点を置きながら、日本ジュエリー協会とともに国内宝飾業界の活性化を実現する。 

 

すぐに使える業界の最新情報をチェック！ 

JJF は、商談・買い付けの展示会であるとともに、最新情報収集の場としても好評を得ている。商品開発から販売戦略まで国

内外の最先端の業界トレンドがセミナーやイベントを通じて発信される。今回企画されたセッションは全て聴講無料。7 月 13

日にスタートした聴講受付はすでに申し込みが殺到している。セミナー・イベントの情報は、ジャパンジュエリーフェア 2022 の公

式ホームページから閲覧可能。 

 

イベント・セミナースケジュール - 8 月 31 日（水） 

11:00-12:00 

タイトル：宝石の産地鑑別 -カラーストーンとダイヤモンド- GIA の挑戦 

登壇者：GIA Tokyo 合同会社 Senior Manager, Identification(Diamonds) 小竹 翔子 氏 

GIA Tokyo 合同会社 Manager, Colored Stone, Identification   猿渡 和子 氏 

 

13:00-14:30 公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会主催  *後援：秋田市、秋田公立美術大学 

タイトル：「銀線細工」後世に継承したい伝統技術の技法と魅力にせまる 

登壇者：秋田公立美術大学 ものづくりデザイン専攻 教授 安藤 康裕 氏 

 

13:00-14:30  

タイトル    ：宝飾小売店が語る、アフターコロナのマーケティング戦略 

モデレーター ：株式会社 PR 現代  代表取締役社長 下島 仁  氏 

パネリスト  ：株式会社ハナジマ    代表取締役    花島 素人 氏 

ジュエリーサロン shiho 代表   shiho 氏（パーソナルジュエラー協会 代表） 

  

宝飾業界セミナー、聴講申込開始！ 

ジャパンジュエリーフェア 2022 
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15:30-16:30 一般社団法人日本真珠振興会主催 

タイトル：「ポストコロナ市場へ！販売に活用できる”真珠“の魅力と価値を学ぶ」 

登壇者：真珠検定委員会 委員長 倉本 達 氏（倉本真珠株式会社 代表取締役社長） 

SP（パールスペシャリスト）菅野 浩一 氏（有限会社 カンノ時計店 専務取締役） 

SA（シニアアドバイザー）馬 万強 氏 （正和株式会社 代表取締） 

 

15:30-16:50 一般社団法人日本ジュエリー協会主催 

タイトル：JJA ジュエリーデザインアワード説明会とグランプリ受賞デザイナーが語るコンテストの魅力 

登壇者：一般社団法人日本ジュエリー協会 常任理事・活性化部会 部会長     今西 信隆 氏 

一般社団法人日本ジュエリー協会 理事・デザインアワード委員会 委員長 青木 千秋 氏 

キャンズデュグレ合同会社      代表社員 ジュエリーデザイナー      小寺 智子 氏 

 

イベント・セミナースケジュール - 9 月 1 日（木） 

11:00-12:00 一般社団法人日本ジュエリー協会主催 

タイトル：知って納得！新しくなった誕生石 

登壇者： 

一般社団法人日本ジュエリー協会 宝石委員会 委員 / 株式会社中央宝石研究所 リサーチ室 部長 北脇 裕士 氏 

全国宝石卸商協同組合 誕生石委員会 委員長 / 株式会社明治堂 取締役会長 望月 英樹 氏 

 

13:00-14:00 

タイトル：小売業従事者の皆様、必聴！AGL が提唱する「真珠検品」の意義 

登壇者：一般社団法人宝石鑑別団体協議会 色石・真珠委員会 委員長 渥美 郁男 氏 

 

13:00-15:50 一般社団法人日本ジュエリー協会主催 

タイトル：第 7 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、アン ミカ 氏のトークショー 

 

16:00-17:10 一般社団法人日本ジュエリー協会主催 

タイトル：JC meeting-ジュエリーコーディネーターの仲間の素敵な話が聞けます- 

第 1 部：ミニセミナー（講師：JC1 級 前田 妙 氏） 

第 2 部：参加者による意見交換会 

 

15:00-16:30 

タイトル：素材価格高騰時代に備える！専門店が単価の高いものを売るための 3 つの技 

ファシリテーター：一般社団法人日本宝飾品貿易会 代表理事 深澤 裕 氏 

パネリスト：株式会社佳論 代表取締役        辰巳 明弘 氏 

ジャパンジュエリービジネススクール 校長  畠 健一 氏 

株式会社バル・プランニング 代表取締役 清 和美 氏 
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イベント・セミナースケジュール - 9 月 2 日（金） 

11:00-12:00 

タイトル：ジュエリービジネスにおける SDGs 取り組みのヒント 

登壇者：特定非営利活動法人ダイヤモンド・フォー・ピース 代表理事 村上 千恵 氏 

 

11:00-12:00 

香港、そしてシンガポール、バンコク、ドバイ：ジュエリー産業における国際トレード・ハブとしての魅力、役割、そして将来展望 

インフォーマ マーケッツ ジュエリーグループ 

 

13:00-14:00 

タイトル：中国市場から見る宝飾業界の展望 -コロナ禍で変化し続ける中国市場と世界 

株式会社ピュアダイヤモンド 専務取締役 / LGDEAL LLC Head of East Asia     伊藤 拓也 氏 

株式会社 時計美術新聞社 編集長 / The Watch & Jewelry Today 専務取締役 藤井 勇人 氏 

 

13:00-14:00 繊研新聞社主催 

タイトル：『エストネーション／トゥモローランド ジュエリー担当バイヤーに聞く 22 年秋冬～ホリデーの品揃え・売り場作り』 

司 会：株式会社繊研新聞社 本社編集部記者 中村 維 氏 

登壇者：株式会社サザビーリーグ. エストネーションカンパニー 商品部 ウィメンズ課 バイヤー 吉田 育世 氏 

株式会社トゥモローランド バイヤー  和田 麻里子 氏 

 

14:30-16:50 一般社団法人日本ジュエリー協会 

タイトル：現代アート 新しい有線七宝の世界 

登壇者：七宝作家 / 文化学園大学 教授 春田 幸彦 氏 

*15:45-16:50 セミナー後、情報交換会を開催 

 

各セミナーの事前申込はこちらから：https://www.informa-japan.com/jjf/seminar/index.php 

【開催概要】 

名称：ジャパンジュエリーフェア 2022（JJF 2022） 

会期：2022 年 8 月 31 日（水）～9 月 2 日（金）10:00～18:00（最終日は 17:00 まで） 

会場：東京ビッグサイト 東館 

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社、一般社団法人日本ジュエリー協会 

後援：経済産業省、日本貿易振興機構（ジェトロ）、日本商工会議所、（一社）日本真珠振興会、（公社）日本ジュエリーデザイナー協会、 

 プラチナ・ギルド・インターナショナル（株）、（一社）日本金地金流通協会、（一社）日本時計輸入協会、全日本時計宝飾眼鏡小売協同組合、 

（公社）日本通信販売協会、（一社）日本メンズファッション協会 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

JJF 運営事務局 / インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 担当: 千田（ちだ） 

TEL: 03-5296-1020 E-mail: Kaoru.chida@informa.com Website: https://www.japanjewelleryfair.com/ 

https://www.informa-japan.com/jjf/seminar/index.php
mailto:Kaoru.chida@informa.com
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