
樹脂造形

CAD データを造形機で出力して、

実際に手に取りご確認頂けます。

製作開始
お客様に、ご確認頂き製作開始となります。

自社工場の熟練のジュエリー職人によって

ひとつひとつ丁寧に仕上げていきます。

株 式 会 社 B . L . S .

〒400-0043

山梨県甲府市国母 8-12-30

お気軽にお問い合わせください
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章の頂 ：担当　平川/ 島口

完成イメージ

ここまでの 「CAD デザイン」、「3D イメージ画像」、「樹脂造形」の工程まで 【無料】での

ご提案になりますので、製作に入るまで安心してご確認頂けるサービスとなります。      　　　

【無料提案】　　

CAD デザイン

無料提案から製作の流れ
「立体社章」商標登録出願中

お客様に頂いたロゴマークを立体の製図に

起こす工程です。

※データの修正は3 回まで、無料で承ります。

3Dイメージ画像

CAD で設計された製図を3D で最終的な

完成想像図を作成します。

※上記の金額は 1 個あたりの単価です。

※ ご注文は 1 個から承っております。 （カラータイプの場合は 5 個から）

※原型 （元型） 製作費 （￥40,000 ～） がかかります。

※オプションとしてダイヤモンド等の宝石を入れることもできます。

※社章以外にも、 記念バッジ、 会員バッジ、 周年記念バッジなどの

製作も承っております。

※ 専用のケースが無料で付属されます。

料金システム

オプション代

例）
・ネジ式タイプ用クリップ （御希望場合は別途￥1 , 000 （税抜）でクリップを
お付け出来ます。洋服に穴を開けなくても装着可能となる付属品です。）

製品代金
（単価　ｘ　ご注文数）

参考価格 （税抜単価）

・シルバー製 （SV925）・・・・・・・・・￥10 , 000 ～
・ゴールド製 （K18）・・・・・・・・・・・・￥70 , 000 ～
・ホワイトゴールド製 （K18WG）・・・￥80 , 000 ～
・プラチナ製 （Pt900）・・・・・・・・・・￥90 , 000 ～

※デザインや形状、大きさにより価格は

変動致します。

原型 ( 元型）製作費

※一型につき、初回のみの費用です。

￥40 , 000 （税抜）～
章の頂オリジナルクリップ

付属ケース

※予告なく変更される事がございます。

※シルバー製はプラスチックケースになります。

+

+

ハイジュエリー・メーカーが製作する　”立体社章”　「章の頂」
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜日本初＞　　ハイジュエリー・メーカーが製作する “立体社章” 
　　　　　　　「章の頂」　新発売
　　　　　　～　ビジネスで大切な「社員の第一印象」を向上させる　～
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ジュエリーメーカー株式会社Ｂ．Ｌ．Ｓ．（本社：山梨県甲府市）は２０１９年１１月２２日に住友
不動産大崎ガーデンタワー９階【ＴＵＮＮＥＬ　ＴＯＫＹＯ】で開催された【東京ベンチャー企
業選手権大会】会場内にて「ジュエリー製作の技法を駆使した立体の社章 “章の頂”」を発表致し
ました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
一般的な社章は、企業のロゴマークをそのまま、真鍮や鉄や合金などの素材を用い、平面の形状
に制作されますが、「章の頂」は、
　・ジュエリーデザイナー特有の立体設計力を活かし、企業ロゴマークを３次元にリ・デザイン
　・その上で、金やプラチナやシルバーなどの貴金属材料を使用し、
　・熟練を要するジュエリーの製作技法を駆使して制作されます
これらの素材や制作技法により、これまで見たことの無い美しいフォルムや貴金属特有の輝きな
どが印象的な社章として仕上げられています。

ビジネスでは、初めてお客様と出会う際の「第一印象」がとても重要であると言われています。
この際、特に重要になるのがフォーカルポイントと呼ばれる最初に相手の視線が集まる顔から胸
元のゾーンです。このフォーカルポイントは、目の輝きや表情、服装などの視覚情報から構成さ
れています。（※参考資料１）
企業側からしても基本的には個人任せにならざるを得ない部分ではありますが、企業から社員の
第一印象の向上をサポートできることがあります。その役割を最大限に担うことが出来るのが立
体社章「章の頂」です。

本リリースに関するお問い合わせーーーーーーーーーーーーーーーー
株式会社Ｂ．Ｌ．Ｓ．　　   　 
〒400-0043　　山梨県甲府市国母 8-12-30
℡055-269-8805　　fax055-269-8806　　　
www.bls-jewel.jp/shono-itadaki
担当Ｅmail：　島口　b.l.s.shimaguchi@grace.ocn.ne.jp　　
　　　　　　　浅利　b.l.s.asarri@arrow.ocn.ne.jp

報道関係者各位



＜参考資料１＞

■第一印象は 0.2 秒

ビジネスシーンのみならず、対人関係は第一印象がすべてを決める。と言っても過言ではありま
せん。最近の研究では、第一印象は 0.2 秒で決まる。と言われています。

立正大学心理学部名誉教授の齊藤勇氏はこのことについて、
「人間の心にはニュートンの発見した慣性の法則と同じような一貫性の法則があり、ある方向に心
が動き始めると、そのまま同じ方向に動いていくのです。相手はあなたに対するイメージが真っ
白な状態から、最初の 0.2 秒で “1 つのイメージ” を抱きます。白い紙に赤のインクを落としたら、
それを青に変えるのが難しいのと同じように、最初に与えた第一印象が、その後のあなたの評価
につながっていくのです」（「プレジデント」2018 年 10 月 29 日号より抜粋）と語っています。

株式会社Ｂ．Ｌ．Ｓ．では、女性の “フォーカルポイント” のために培ってきた技術と経験を活かし、
企業が第一印象を強化し、ビジネスを有利に進めていくサポートをするためにこのプロジェクト
を始めました。

■株式会社Ｂ．Ｌ．Ｓ．について

私たち株式会社Ｂ．Ｌ．Ｓ．（以下Ｂ．Ｌ．Ｓ．）は、山梨県甲府市を拠点に 2011 年 8月よりジュエリー
メーカーとして活動しています。（2011 年 8月 5日創業：代表取締役　渡邊堅：従業員数 32 名）

山梨県甲府市は宝石の街と云われるほど宝飾業が盛んで、1000 社を超えるジュエラーが存在し、
生産量は日本のジュエリー総生産量の 30％を超え、日本ジュエリーの最大産地となっています。

これまで私たちは、国内外有名ジュエリーブランド各社とパートナーシップを結ばせていただき、
ハイジュエリー業界を陰ながら支えると共に、技術や感性を磨き続けてきました。

2019 年現在、自社工場には２２名の熟練した技術者が在籍。ひとつひとつのジュエリーは、彼ら
の手により、１０８にも及ぶ工程を経て完成に至ります。これらの全ての工程には、ジュエリー
をより美しく光り輝かせるための創意工夫の数々が盛り込まれているのです。

■東京ベンチャー企業選手権大会　2019

 “東京からユニコーン企業を創出する “をスローガンに、東京ユニコーンプロジェクト運営委員会
主催で行われたイベントです。現在、東京都はスタートアップ企業の支援を推進しており、東京
都もこのイベントを後援しています。

140 社を超えるベンチャー企業から応募があり、最終選考まで残った、ファイナリスト 16 社を表
彰するファイナルが 11 月 22 日（金）に、セガサミーホールディングスが運営するスタートアッ
プ企業や個人起業家向けワークスペース「TUNNEL TOKYO」で行われました。

このファイナリストを表彰するバッジを株式会社Ｂ．Ｌ．Ｓ．が作成、最優秀賞には、小池百合子
都知事より「東京都知事賞」が授与されました。
   　



渡辺 堅
わたなべ けん

株式会社B.L.S.

代表取締役

ホームページ

https://www.bls-jeoc.com/

ＳＮＳ

ＳＮＳ

企業概要

○創業年度：
2011年8月

○従業員人数：
30名

○決算月：
4月

○対応エリア：
全国(東京方面以外はメールでのやりとり、打合せになり
ます。）

○主な人脈：

企業情報

渡辺さんは、社章の製作をされています。
企業ロゴやモチーフを社章にすることにより、企業理念の共有や、見た
目の統一感で社員の結束感を強めることができます。
企業イメージやコンセプト、ご要望に基づき、デザインや色、素材などを
選定し、高い技術力で丁寧にオリジナルの社章を作成致します。
上場を控えている企業経営者の方、会社の統一感を大事にしている経
営者の方、社団法人など会員の目的を一致させたいとお考えの団体代
表の方がいましたら、ご紹介ください。
また、ジュエリーやアクセサリーのOEM製作など幅広く対応しております
ので、ご希望があればご相談ください。

企業理念の共有＆見た目の統一感を醸し出す社章製作 de
一致団結プロダクトデザイナー

チームワークの確立は社章で決まる！企業の全てを込めた襟章を当社が作成します！

https://www.facebook.com/ken
.watanabe.5070

https://www.bls-jeoc.com/
https://www.facebook.com/ken.watanabe.5070


ゴール：社章製作の受注

※このシートは個人情報となりますので、厳重に保管ください。不要の場合は、弊社スタッフにご返却ください。 Ver.3.0.1

①今後上場予定の経営者
今後上場を予定されている企業様の、企業イメージアップと、
社員の愛社精神をさらに高めるために、ワンランク上の上質
な社章を作成されてはいかがでしょうか。
会社のイメージやお客様のご要望に沿い、デザインのすり
合わせを丁寧に行い、素材・質感・色味を選定していきます。
スピーディーかつ丁寧な対応でお作りいたします。

②会社全体の統一感を大事にされている経営者
社章を身につけることで、会社への帰属意識を向上させ、社
員の結束力を高めます。
弊社は、ハイジュエリーのオリジナル商品を企画デザインか
ら製作まで一貫して行っており、技術力にも自信があります。
ワンランク上の社章を作成の際には、当社にお任せください。

③本格的な営業会社の経営者
社章を作ることにより、社員に会社のあるべき姿やビジョンを
日々意識づける事ができ、やりがいを強めることができます。
社章をつけていることでお客様からの信頼も得られやすく、
営業力を高め売り上げにもつながることでしょう。

④企業理念や想いを社内に浸透させたい経営者
企業理念や経営者の想いを社章という形にすることで、
社員に浸透させることができます。また、会社の創立記
念などの節目に社章を作成することにより、会社の一員
であることを改めて認識する良い機会になるでしょう。

⑤NPOや社団法人など会員の目的を一つにさせ
たい団体代表の方
社団法人などの団体にも社章（徽章）を取り入れて頂くこ
とで、会員の団結力を高めるきっかけになることでしょう。

⑥企業ロゴなどを制作しているデザイン会社・デ
ザイナーの方
企業ロゴをデザインモチーフに社章を作成することがで
きます。クライアントに対して、企業ロゴの製作をきっかけ
に社章の作成もご案内頂きたいと考えております。

⑦社会起業家やソーシャルビジネスに関わりがあ
る方
上記⑤の方と接点がありますので、ぜひご紹介ください。

⑧経営者コミュニティを運営している方
ターゲット①～④に該当する経営者の方を私にお繋ぎい
ただきたいと思います。

ビジネスパートナー

顧客ターゲット
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ALA 会員企業のものづくり
工 場 見 学

株式会社 B.L .S.　本社工場
Vol .6

左から
Pt900/K18/K18PG　0.28ct　DiamondRing
Pt900/K18/K18PG　1.00ct   DiamondRing
Pt900/K18/K18PG　0.32ct　DiamondRing

左から
K18WG　2.18ct　DiamondRing
K18　2.00ct　DiamondRing

ハイジュエリーの製作技術を取り入れて
108工程を経て製造する立体社章（商標
登録出願中）ブランド『章の頂』

Pt900 Diamond　SkyTree ornament（Dia634pcs）

本社工場外観

ジュエリーの石留め風景

ジュエリーの研磨風景

コロナ前2019年の忘年会

日本の伝統的な職人技がきらめく
ジュエリー OEM・アクセサリー OEM・オリジナルジュエリー

　私たち職人が大切にしてい
ることは「常に創意工夫」で
す。毎回異なるデザインのロ
ゴを立体社章として仕上げ
るために、これまでのジュエ
リー製作で培った技術をどの
ように注力していくのか。ま
た、どのように発展させ新し
いものが産み出せるか。常に
そのことを意識しながらモノ
作りに取り組んでいます。職
人がお客様と直接お話しする
機会はありませんが、営業ス
タッフから出来る限りリアル
なフィードバックをも貰うよ
うにしています。

「常に創意工夫」を大切に

代表取締役
渡辺 堅 氏

　弊社は、ジュエリーの製造卸会社
として、多くのブランド様にOEM製
作として幅広く対応させていただい
ております。
　経営理念の「私達B.L.S.は、日本の
伝統文化を継承し、誰もが憧れ、幸
せになり、世代を超えて語り継がれ
るようなジュエリーを贈り続けます」
から、日本の職人を残すため、職人の
育成を一つの使命としております。
　この度、企業ロゴやモチーフの社
章を立体化し、ブランド名『章の頂』
として多くの企業様に立体社章をご
提供させていただいております。

　B.L.S.は2011年に空気の美しい山
梨県甲府市に設立されました。社名に
は「Bonds Linking For Success!」＝
「成功へ向けて絆を結ぶ！」という意味
が込められています。B.L.S.は創業時
から質の高い商品作りを常に追求する
こと、進化し続けること、お客様の心
に響く、満足できる商品とサービスを
提供し続けることで、より多くのお客
様との結びつきを深めていけるような
会社を目指しています。
　また、「良い物作りとは作り手の精神
状態に影響される」という考えのもと、
良い環境で従業員の皆さんが作業を
し、より良い製品をお客様に提供する
ことを心掛けています。
　最近では異業種の技術をジュエリー
やアクセサリーと融合させた独自製品
の開発にも力を入れています。

世代を超えて語り継がれる
日本のジュエリーを

< 株式会社 B.L.S. のあゆみ >

● Company Profile

株式会社 B.L.S.
山梨県甲府市国母 8-12-30  
TEL： 055-269-8805
http://bls-bell.com/

「私達B.L.S.は、日本の伝統文化を継承し、誰もが憧れ、幸せになり、
世代を超えて語り継がれるようなジュエリーを贈り続けます」

経 営 理 念

3



ご紹介シート 

【名前】渡辺 堅 
【出身地】山梨県 
【活動地域】主な活動地域ー東京、愛知、大阪、対応はWEBにて全国対応可能。 
【事業内容】立体社章の製作、周年記念バッジ、表彰バッジ、上場記念バッジを立体化して製作。 

【繋がりたい方】 
1ー今後上場予定の企業様 
2ー会社全体の統一感を大事にされてる経営者様 
3ー本格的な営業会社の経営者様 
4ー企業理念や想いを社内浸透させたい経営者様 
5ーNPOや社団法人など会員の目的を一つにさせたい団体代表の方 
6ー人脈の広い方 
7ー印刷会社様等で周年の商材を扱っている企業様。 
8ー周年記念で社章をお考えの経営者様 

【NGな職種】 
特にありません。 

【こんな方にオススメ】 
社章を製作予定の企業様、周年記念、上場記念バッジ製作予定の企業様 

【自己PR】 
私はジュエリーの製造卸会社を経営しております。 
株式会社B.L.S.の渡辺堅と申します。 
会社を設立して10年目となり、現在職人21名、 
総勢31名で会社を運営しております。 
日本の職人を残す為、 
職人育成を一つの使命として日々精進しております。 

また新規事業として、立体社章を多くの企業様に 
ご提案させて頂いております。 

異業種の起業家の方々ともこの2年間で3000人程交流をさせていただきました。 
その人脈から異業種間どうしを無償でお繋ぎさせていただく事もさせていただいております。
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