スタージュエリーが輝かせるもの。
それは、お客様の人生そのもの。
スタージュエリーとの出会いがもたらしてくれる幸せな感情。
それは、創造性豊かで遊び心あふれたデザインに触れる喜び。
70年以上もの歴史が熟成したクラフトマンシップを知る喜び。
お客様の個性に合わせたホスピタリティに包まれる喜び。
小さなジュエリーには、
ただその輝きを誇るだけではなく、
お客様の人生そのものを
「輝かせ」、
「 幸せな気持ち」へと導くチカラがある。
私たちは、
その想いを凝縮した
［STAR QUALITY］
［ STAR FEELING］
［ STAR PEOPLE］
を礎に
お客様からの信頼に応えます。

COMPANY
会社概要

変化を恐れず、確かな戦略で
次代を目指します。

株式会社スタージュエリー

STAR JEWELRY CO.,LTD.

所在地

〒231-0861

事業内容

オリジナルジュエリーの企画、制作、輸入

資本金

4,000万円

法人設立

1968年

社員数

63人

売上高

48億5千3百万円
（2017年5月期）

なければ感動を生み出せないと考えています。多様化を極

代表者

代表取締役社長

め、細分化を続ける私たちの業界において、過去の成功

関係会社

株式会社スーパーギルド

私たちスタージュエリーは、
「こんな商品が欲しい、
こんな
生活をしたい」
といった欲求をすでに満たしてしまった方々
に対し、想像を超えるライフスタイルを提案できる企業で

体験に依存した姿勢では、新しい時代のお客様を共感さ
せることは不可能だからです。
そのために私たちは、スター

神奈川県横浜市中区元町1-28

永井 淳二

株式会社スタージュエリー ブティックス

STAR JEWELRY BOUTIQUES INC.

所在地

〒231-0861

事業内容

オリジナルジュエリーの販売

資本金

5,000万円

創業

1946年

法人設立

1954年

実やSNS公式アカウントの構築など様々なニーズに対応。

社員数

324人

より多くのお客様にスタージュエリーの魅力をお伝えする

売上高

103億7千4百万円
（2017年5月期）

代表者

代表取締役社長

店舗

横浜元町・横浜・表参道・銀座・丸の内・渋谷・新宿・玉川・池袋・北千住・

ジュエリーのフィロソフィーを凝縮させたフラッグシップス
トアを展開。横浜・元町、銀座、表参道をはじめ、2017年
12月には名古屋・栄に新しい価値創造のステージを広げ
ました。
また、実店舗だけではなく、オンラインショップの充

取り組みも実施しています。歴史に培われたクラフトマン
シップと次の時代を察知する感性をより磨き、お客様に感
動を提供したい。私たちはさらなる成長を目指します。

神奈川県横浜市中区元町1-24

永井 淳二

立川・千葉・大宮・高崎・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・松山・広島・
岡山・福岡・小倉・熊本・仙台・札幌

国内57店舗
（2018年3月現在）

H I STORY
2000〜2013

2014〜

1946.12.1.
個人経営にてスター商会創業。主に外国人を対象と
して宝飾貴金属製品の販売を行う。

1946〜’
90

2000.11.1.
国内のジュエリーブランドでは初となる直営のオンライ
ンショップを開設。

2014.7.2.
軽井沢プリンスショッピングプラザ店をオープン。

1954.4.29.
有限会社スター商会を設立。代表取締役に永井三郎が就任。

2003.11.20.
元町新本店ビル竣工。元町新本店をプレオープン。 本社機能を、
STAR JEWELRY ANNEXビルから 新本店ビルに一部移転。

本社を横浜市中区元町1丁目24番地に置く。

1968.7.27.
業務拡張に伴い、製作部門および輸入部門を独立
させ、
株式会社スタージュエリーを設立。
1969.11.20.
初の支店を玉川高島屋SC本館にオープン。以後、東京・横浜・
大阪・名古屋・福岡などの主要都市にショップをオープン。

1976.6.1.
元町本店を改築・新装し、
ファッションジュエリーの
専門店としての業務を確立。
1983.5.1.
代表取締役に永井義政が就任。
1990.6.1.
港区六本木に製作子会社・株式会社スーパーギルドを設立。
1992.5.22.
横浜元町にSTAR JEWELRY ANNEXビル完成。 1Fには、
カフェ・アルジェンテリアを併設。
1997.5.1.
有限会社スター商会から株式会社スタージュエリーブティックスへ
社名変更。代表取締役会長に永井義政が就任。代表取締役
社長に永井淳ニが就任。

2004.2.1.
STAR JEWELRY the shop & museumとして、元町新本店が
グランドオープン。
2005.11.1.
新宿伊勢丹にSTAR JEWELRY PRECIOUSがオープン。

2006.2.11.
表参道ヒルズに、STAR JEWELRY the shop
OMOTESANDO、
メンズ・ユニセックスブランド SJX
が同時オープン。
2006.9.13.
四国・松山へ初出店。いよてつ高島屋店をオープン。
2006.12.1.
創業60周年を迎える。
2009.9.3.
梅田阪急店をオープン。

2011.4.
元町本店に程近い、
クラフトマンシップスストリートに、
自社工房プレミアムワークショップをオープン。
2013.2.8.
新たな旗艦店として、STAR JEWELRY the shop
GINZAをオープン。

2015.3.
熊本鶴屋店、御殿場プレミアムアウトレットに、STAR JEWELRY
FACTORY STOREをオープン。

2015.9.18.
STAR JEWELRY Girl渋谷ヒカリ工ShinQs店
（初のオンリーストア）
をオープン。
2015.11.
高崎高島屋店、
ららぽーとEXPOCITY店をオープン。

2016.8.3.
スタージュエリー直営のカフェ、STAR JEWELRY
CAFE & Chocolatierをオープン。
2016.12.1.
創業70周年を迎える。
2016.11.3.
有楽町ルミネに、
ゴールドジュエリーのみをセレクトしたSTAR
JEWELRY GOLD PLANETをオープン。
2017.4.20.
GINZA SIXにSJXをオープン。
2017.9.7.
北陸エリア初出店。金沢香林坊大和店をオープン。
2017.10.6.
みなとみらい東急スクエアにSTAR JEWELRY Girlオープン。

2017.12.1.
新たな旗艦店として、STAR JEWELRY the shop
NAGOYAをオープン。

BRAND PROMISE
スタージュエリーの商品は、
すべてが優れた技術と感性を持つクラフトマンの手によって創られています。
2011年には横浜・元町クラフトマンシップストリートにある自社工房を拡大リニューアルし、
STAR JEWELRY PREMIUM WORKSHOP を開設。
他では類を見ない、専属の原型師が複数名在籍する工房から、
デザイナーと共に繊細でオリジナリティ豊かなジュエリーを作り出しています。
それも分業ではなく、熟練した職人による一貫製作でなければ表現できない造形と質感が、
一つひとつのジュエリーに特別な輝きを与えています。

STAR QUALITY
スタージュエリーは
クリエイティブで遊び心あふれるデザインと、
歴史に支えられたクラフトマンシップから生まれる
高い品質にこだわり、お客様の心に
輝きをもたらす、本物の商品を作り続けます。

STAR FEELING
スタージュエリーはお客様一人一人の個性に合わせた
ホスピタリティあふれる接客と、
お客様との心のこもった温かい絆により、
常に進化する迅速なサービスを提供しながら
お客様に幸せな気持ちを届けます。

STAR PEOPLE
スタージュエリーのスタッフは
お客様に幸せな気持ちを提供するために、
仕事を通じて自らが常に輝く存在で
あることを目指します。

STAR QUALITY
一 貫した想いから生まれる商 品 品 質

CRAFTSMANS H I P

スタージュエリーの原点
「クラフトマンシップ」
一貫した製作体制が、
ジュエリーに特別な輝きを与える。

スタージュエリーのすべての商品は、優れた技術と感性を
持つクラフトマンたちによって創られています。熟練したひ
とりの職人による一貫した製作体制にこだわり、独特の造
形と質感が、ひとつひとつのジュエリーに特別な輝きを与
えます。1940年代のアメリカンスタイルのパールピアス、
60年代の星のラリオット、80年代のドルフィンリング、今で
も人気のエナメル製の花のピアスなど、スタージュエリー
の歴史を彩ってきた商品を創造してきたクラフトマンシッ
プは、現在も手から手へと受け継がれています。2011年に
は、元町本店近くのクラフトマンシップストリートに自社工
房「STAR JEWELRY PREMIUM WORKSHOP」を
開設。専属の原型師たちがデザイナーと共に繊細でオリジ
ナリティ豊かなジュエリーを作り出しています。“お客様に
最高の品質と感性を実感していただくために”創業から変
わることのない国内生産にこだわったものづくりの精神は、
これからも私たちスタージュエリーの原点であり続けます。

クラフトマンの高度な技術とプロ意識が
息を呑むような美しさと輝きを創り出す。
スタージュエリーでは、分業は行わず、全工程をひとりのクラフトマンが
担当しています。デザイン画をもとに立体の原型に起こす。次に鋳造さ
れたベースを削り、
ろうづけ。石を留め、研磨する。
これらすべてが手作
業。ほんの僅かな妥協も許さないクラフトマンの高度な技術とプロ意識
によって、
ジュエリーは生命を与えられます。職人であり、
アーティストであ
るクラフトマンの存在は、
スタージュエリーの誇りでもあります。

STAR QUALITY

BRAND

1946年に横浜・元町で創業。当時から変わらず自社

STAR JEWELRYのものづくり、
デザインに対しての

横浜開港150周年を記念して2009年にデビューし

工房を構え、
メイドインジャパンにこだわったジュエリー

ポリシーはそのままに、
さらに上質な素材づかいにこだ

たスペシャルブランド。横浜高島屋店限定で展開して

をお届けしています。
ファッショントレンドを取り入れた

わったプレミアムブランド。ユニークで感度の高いアイ

います。スタージュエリーのアーカイブ的なデザインも

デザインには、遊び心とオリジナリティがあふれ、
いつ

テムは、
ジュエリー上級者をも満足させます。

の時代も女性たちを輝かせます。

ラインナップする、
まさに
「Made in YOKOHAMA」の
ジュエリーです。

ジュエリーをファッションのトレンドアイテムとして自由

2006年、表参道でデビューしたメンズ・ユニセックス

2016年にオープンしたスタージュエリー直営のカフェ

に気軽に楽しんでほしい、
そんな想いで誕生したブラン

ジュエリーブランド。ユニークで斬新、力強くかつディ

&ショコラティエ。
まるでジュエリーのようなボンボンショ

ドです。身に着けると思わず笑顔がこぼれてしまうハッ

テールは繊細という、
メイドインジャパンならではのジュ

コラやマカロン、味とデザインにこだわったスウィーツ

ピーなテイスト。フレグランスもラインナップしてい

エリー。
メンズのグッドラックジュエリーとしても秘かに

やフードをお楽しみください。

ます。

話題を呼んでいます。

STAR QUALITY

STORES

元町本店

表参道店

銀座店

名古屋店

1946年の創業時から変わらず横浜・

ファッションの街、表参道から世界に

スタージュエリーの様々なエッセンス

東海エリア初のフラッグシップストア

元町で新しいジュエリーを提案し続け

向けてスタージュエリーのブランドを

が凝縮された「STAR JEWELRY

が名古屋に誕生。栄の交差点からほ

る元町本店は、
ステージュエリーの歴

発信する
「STAR JEWELRY the

the shop GINZA」は、銀座6丁目、

ど近く、
ハイブランドやジュエリーブラン

史や各次代を飾ったヒット商品を振り

shop OMOTESANDO」
は、2006

すずらん通りとみゆき通りの角地に位

ドが立ち並ぶ街の中心地に、
グレー

返ることができるミュージアムを併設。

年、創業60周年の記念の年に表参

置しています。銀座にふさわしいクオ

の大理石でシックに仕上げた上質な

スタージュエリーの過去と現在を実感

道ヒルズにオープン。2フロアからなる

リティをもつ店舗として、
スタージュエ

空間が広がります。2Fはブライダル

できる象徴的な空間は、
お客様が時

メゾネットタイプのショップで、表参道

リーのフルラインに加え、銀座エリア

専用フロア。横浜、東京から離れた

を忘れてじっくりとジュエリー選びを堪

のけやき並木を一望しながら、
ジュエ

限定のスペシャルブランド「GINZA

エリアでも変わらぬブランドポリシーを

能できるよう配慮されています。

リーを堪能できます。

COLLECTION」
をお届けします。

お伝えします。

STAR JEWELRY
YOKOHAMA

STAR JEWELRY
the shop & museum MOTOMACHI

CHIBA

横浜市中区元町1-24
ランドマークプラザ 3F
横浜髙島屋 1F
横浜LUMINE 1F

TOKYO

STAR JEWELRY
the shop GINZA

表参道ヒルズ西館 1F

STAR JEWELRY PRECIOUS
新宿伊勢丹 1F

鶴屋本館 1F

SENDAI

藤崎本館 1F

大宮LUMINE2 3F

TAKASAKI

高崎髙島屋 1F

OSAKA

梅田大丸 3F

KARUIZAWA

軽井沢プリンスショッピングプラザ

梅田阪急 1F

GOTEMBA

SAPPORO

御殿場プレミアムアウトレット

丸井今井札幌本店一条館 1F
札幌大丸 1F

心斎橋大丸北館 2F
大阪髙島屋 1F
ららぽーとEXPOCITY 2F

KOBE

神戸大丸 1F
西宮阪急 2F

KYOTO

京都髙島屋北館 1F
京都大丸 1F

NAGOYA

銀座松屋 1F

STAR JEWELRY
the shop NAGOYA
名古屋市中区栄3-15-39

有楽町LUMINE2 1F
（STAR JEWELRY GOLD PLANET）

ジェイアール名古屋タカシマヤ 1F

渋谷西武A館 3F

名古屋三越 1F

玉川髙島屋SC本館 3F

名古屋PARCO西館 1F

新宿髙島屋 2F

OKAYAMA

岡山髙島屋 1F

新宿小田急本館 2F

HIROSHIMA

広島そごう新館 1F

池袋西武 1F

MATSUYAMA
FUKUOKA

いよてつ髙島屋 1F

池袋東武 1F

仙台PARCO 2F

SAITAMA

丸の内ビルディング 3F
東京大丸 3F

KUMAMOTO

柏髙島屋 3F

東京都中央区銀座6丁目8-3

STAR JEWELRY
the shop OMOTESANDO

千葉そごう 1F
イクスピアリ 3F

福岡岩田屋本店 1F

SJX
表参道ヒルズ本館 2F
GINZA SIX 5F

STAR JEWELRY Girl
渋谷ヒカリ工ShinQs 1F
みなとみらい東急スクエア 2F
横浜LUMINE 1F

CAFE

北千住LUMINE 3F

アミュプラザ博多 1F

STAR JEWELRY CAFE & Chocolatier

立川伊勢丹 2F

小倉井筒屋本館 1F

横浜市中区元町2-97

STAR FEELING
最 上の喜びをお届けする対 応 品 質

すべてはお客様のために。
求め続けるのは、最上のホスピタリティ。
スタージュエリーの世界をひとりでも多くのお客様に理解していただくには、
そこで働く
「ひと」の役割がなによりも重要です。
お客様との接点となる販売スタッフをもちろん、店舗の運営をトータルに支えるオフィススタッフ、
ジュエリー製作・店舗設計やパッケージデザイン・広告を通して、
ブランドを支えるデザイナー。
すべてのスタッフが、お客様に
「スタージュエリーを身につける喜び」
を実感していただくために、
最上のホスピタリティを目指して、働いています。

販売本部

スタージュエリーの“ 魅力”をつなぐ
スタージュエリーの販売スタッフは、
自らがファッションとジュエリーのトータルコーディ
ネートを楽しみながら勤務しています。
それは、
スタッフ自身がコーディネートを楽しめな
ければ、
お客様の個性に合わせたジュエリーの提案ができないという思いがあるからで
す。
ジュエリーを選ぶ楽しさを理解し、
ジュエリーがもたらす幸せな気持ちを知っているス
タッフだからこそ、100％お客様の気持ちに寄り添い、何度もショップに足を運びたくな
るような接客サービスを提供できるのです。
そして、
より一層お客様にご満足いただけ
るサービスを目指して、
日本ジュエリー協会の「ジュエリーコーディネーター」資格取得
を支援し、
スタッフの接客知識の向上をバックアップ。現在では、100名を超える有資
格者が活躍しています。
また、
スキルアップのための「ブライダル研修」、
キャリア毎に
行う
「役職者研修」、
「社内ロープレコンテスト」
などを行い、
スタッフの接客スキルをサ
ポートしています。

営業本部

スタージュエリーの“ 信 頼 ”をつなぐ
販売スタッフがお客様にもっとも近い場所で、
スタージュエリーの魅力を存分に伝える
ために、営業本部では店舗のサポート全般の業務を行っています。百貨店・ディベロッ
パーと具体的な計画の構築や、各種媒体への掲載に向けての交渉、新規店舗の開
発や改装、各店のイベントの企画・立案などを、販売スタッフの意見を取り入れながら、
より良いプロモーションへとつなげていきます。
また、各店舗ごとの特色やお客様の
ニーズを的確に捉え、
より魅力的な店舗になるよう、環境づくりを行っています。

STAR FEELING

マーケティング本部

スタージュエリーの“ 感 動 ”をつなぐ
若手からベテランまで、幅の広いスキルと感性を持つデザイナーが在籍する、
スター
ジュエリーのデザインルーム。
そこにいるデザイナーの個性はそれぞれに違っていても、
“どこにでもあるようなジュエリーは絶対にデザインしない”
という、仕事に対するプライ
ドに違いはありません。創業の頃、欧米の優れた作家や作品に刺激を受けながら、決
してそれを漠然と模倣することなく、真摯に新しいデザインの創造を目指した先人達
の精神。
それは現在のデザインルームにも受け継がれており、70年という長い歴史を
持つスタージュエリーは、今も尚、新しいデザインを生み出すための意欲に満ちていま
す。オリジナリティあふれるデザインを創造できるのは、歴史を知り、伝統を知るものだ
けに与えられた特権です。

商品本部

スタージュエリーの“ 価 値 ”をつなぐ
日々変化する状況に応じて、商品の在庫数や発注数を管理する商品本部。全国に
展開するショップが常に魅力的な商品をお客様に提供できるように、新しいスタージュ
エリーの展開を数多くのお客様に知っていいただけるように、常に的確な判断が求め
られています。
また、
ジュエリーを長くご愛用いただくためのアフターサービスも商品本
部の大切な役割のひとつ。国内生産にこだわっているからこそ、
自社工房のクラフトマ
ンが責任を持ってアフターケアを担当しています。商品やショップ、販売スタッフを後
方から支えるオフィススタッフは、第一線を走り続けるスタージュエリーの財産です。

すべてのお客様に
「スタージュエリーを身に着ける喜び」をー。

STAR FEELING

様々な “かかわり” を通して
より魅力的な社会づくりに貢献
「お客様の人生そのものを “輝かせ” “幸せな気持ち” をお届けする」。
これが私たちスタージュエリーのコンセプトです。
そのためには、
ただジュエリーの世界のみを見つめるのはなく、
より自由で、豊かで、魅力的な社会づくりに貢献することも大切です。
スタージュエリーの世界を満喫できる環境を構築するために、私たちは、様々な活動を通して、
生きる喜びを世界中の人々が実感できるような社会づくりにも積極的に取り組んでいます。

BEAR FOR PEACE
1993年よりユニセフへの支援活動をスタート。12月25日クリスマス当日の元町本店
での現金による売上をすべて寄付をする
「UNICEF CHARITY DAY」
を行なってま
いりました。2008年からはクリスマス限定商品のHOLIDAY BEARスペシャルパッ
ケージ対象商品1点につき500円が寄付される
「BEAR FOR PEACE」
キャンペー
ンに拡大。
これまで世界の子供たちの健やかな成長と未来を守るために役立ててい
ただきました。2011年と2012年は東北の子供たちへ支援ができるよう
「東日本大震
災緊急募金」へ寄付を行うなど、UNICEFを通じて、世界と日本の子供たちの支援活
動に参加しています。

PINK RIBBON
2010年から乳がんの早期発見を啓発する
「ピン
クリボン運動」の支援をスタートしました。以来継
続して公益財団法人日本対がん協会「ほほえみ

STAR JEWELRY
YEAR BOOK

基金」
に寄付を続けています。女性社員が活躍す

STAR JEWELRY MEMBERS

る企業だからこそ、今後もピンクリボン運動を支援

の 特 典 のひとつとしてお届けして

していきます。

いるビジュアルマガジン「 S T A R
JEWELRY YEAR BOOK」。最新
のジュエリーやそのスタイリングを、多

STAR JEWELRY MEMBERS
SJX MEMBERS

様なコンテンツからご提案。STAR
J E W E L R Y はもちろん 、S T A R
JEWELRY PRECIOUS、SJXなど、

スタージュエリー・SJX全店とスタージュエリー公

スタージュエリーが手掛けるすべての

式オンラインショップでご利用いただけるメンバー

ブランドのアイテムを掲載した魅力的

ズシステム。スタージュエリーファンに向けて、心を

な一冊です。

込めた、
より良いサービスを提供しつづけています。

