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株式会社 JAM HOME MADE

自分の血液型をアピール！
2 人に 1 人の女性が付き合ったり、結婚する際の決め手に！？

『血液型のアクセサリー＜NEW TYPE＞』
2019 年 7 月 20 日(土)新発売
～ダンシングストーン・プラチナ・ゴールドを使用し、素材にもこだわったアイテムが登場～
常に新しい“うんちく”を語れるユニセックスジュエリー、アクセサリーを提案し続ける株式会社 JAM
HOME MADE（所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表：代表取締役社長 高橋征明）は、血液型をモチーフ
にしたアクセサリーシリーズの新作『NEW TYPE』ネックレスとピアスを 2019 年 7 月 20 日(土)より発売
します。

このシリーズは、普段あまり意識しない血液型を、新しい家族や恋人と「家族のつながり」を証明するも
のとして、未来にもずっとつながっていくことを願う、そんな想いから生まれたアクセサリーシリーズで
す。

■胸元で輝き続ける「ダンシングストーン」をセッティングしたネックレス
JAM HOME MADE としては初めて、「ダンシングストーン」を採用したネックレスです。
A、B、O、AB の形をモチーフにしたチャームの中心にセッティングされるストーンが、踊るように振動
し続け、キラキラと輝き続ける仕組みになっています。ネックレスのカラーは、ゴールドとシルバーの２色
展開。シンプルながら、宝石の輝きを放つエレガントな雰囲気は、年齢を問わず身に着けやすいデザインと
なっており、家族への贈り物や大切な人へのプレゼントにもおすすめです。

■プラチナとゴールドを使用した大人な雰囲気のフープピアスとアメリカンチェーンピアス
A、B、O、AB のアルファベットの形をそのままフープにし
たピアスと、A、B、O、AB のアルファベットがチェーンの先
に揺れるアメリカンチェーンピアスが新たにラインナップし
ました。
フープピアスはプラチナ 950、アメリカンチェーンピアスは
K10 イエローゴールドを使用した素材にもこだわったアイテ
ムです。
繊細でフェミニンな印象を感じさせるシンプルなデザイン
は、大人のカジュアルコーディネートやさまざまなシーンの
オシャレにも対応します。
【ダンシングストーンについて】
人間のわずかな動きを石の細かな振動のエネルギーに変え、真ん中の宝石だけが振動し続けるようジュエ
リーにセッティングする方法で、株式会社クロスフォーが世界で特許を取得している特殊な技術です。

『うんちくホームメイド Vol.5』
―オシャレなだけではない、小ネタになるアクセサリーシリーズ―
４種類のデザインを並べると、血液型のアルファベットが潜んでいるこ
とがわかる、さりげないデザインを施したアイテムです。
一見、シンプルで華奢なピアスは、身に着けることで女性らしさを引き
立たせ、カジュアルスタイルも華やかな印象になります。
血液型を会話のネタにして盛り上げてみてはいかがでしょうか。

■商品概要
□NEW TYPE DANCING STONE NECKLACE
【カラー】GOLD, SILVER
【サイズ】40+10cm（チェーンの長さ）
【素材】シルバー925、ジルコニア
【価格】15,000 円（税抜）

□NEW TYPE AMERICAN HOOP PIERCE
【素材】プラチナ 950
【価格】25,000 円（税抜）（両耳用）

□NEW TYPE AMERICAN CHAIN PIERCE
【素材】K10 イエローゴールド
【価格】30,000 円（税抜）（両耳用）

□NEW TYPE BANGLE M
【素材】シルバー925
【価格】45,000 円（税抜）

□NEW TYPE PIERCE L
【素材】シルバー925
【価格】15,000 円（税抜）（片耳用）
【発売日】
2019 年 7 月 20 日(土)
【販売先】
ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113
ジャムホームメイドオンラインショップ：
https://www.jamhomemadeonlineshop.com/fs/official/c/NEWTYPE
ジャムホームメイド ZOZOTOWN ショップ：https://zozo.jp/shop/jamhomemade/
■会社概要
社 名：株式会社 JAM HOME MADE
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-38-2
設 立：2003 年 7 月
代表者：代表取締役社長 高橋征明
事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売
JAM HOME MADE 公式ホームページ
：http://www.jamhomemade.com
JAM HOME MADE BRIDAL ページ
：http://www.jamhomemade-bridal.com
Twitter ：http://www.twitter.com/jamhomemade_com
Facebook
：http://www.facebook.com/jamhomemade.official
Instagram
：http://www.instagram.com/jamhomemade_official
Youtube
：http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial

※参考資料

【血液型に関する調査】

2 人に 1 人が O 型男性を好きになる⁉男女の血液型相関関係を発表！

付き合う相手と、結婚相手では
相手に求める血液型が違うことが判明！
～ カップルと夫婦、血液型組み合わせの実態とは ～

～実際のカップルと夫婦の血液型組み合わせの実態とは
～

株式会社 JAM HOME MADE は、全国の 20 代～40 代男女 3,000 名を対象に、インターネットによる
「血液型」に関する調査を実施しました。

≪調査結果概要≫

① 女性の 2 人に 1 人は、付き合う相手や結婚相手の血液型を気にすることが判明。
中でも「O 型 40 代の女性」が、最も相手の血液型を気にする結果に！
② 女性は O 型男性を好きになりがち！?
約 2 人に 1 人の女性が、
「O 型男性が好き」と回答。
相思相愛の関係は O 型同士のみの結果に。好きになる相手の血液型相関関係とは！？
③ 結婚している、もしくは恋人がいる血液型第 1 位は「O 型女性」で約 7 割と判明。
④ 女性にとって付き合うと結婚は別もの！？
付き合う相手と、結婚相手では相手に求める血液型が違うことが判明！

【調査概要】
☑調査方法：インターネット調査
☑地域：全国
☑調査対象：20 代～40 代の男女 3,000 名（各 1,500 名）
☑調査時期：2019 年 5 月
■女性の 2 人に 1 人は、付き合う相手や結婚相手の血液型を気にすることが判明。
中でも「O 型 40 代の女性」が、最も相手の血液型を気にする結果に！
「あなたは付き合ったり結婚したりする相手の血液型が気になりますか。」と聞いたところ、
「付き合う相手や
結婚相手の血液型が気になる、やや気になる」と回答した女性が 46.6％で約 2 人に 1 人が回答しました。中でも
「O 型 40 代の女性」が 58.1％と、最も相手の血液型を気にする割合が高い結果となり、年代別に見ると 20 代
女性は 41%、30 代女性は 46.6%、40 代女性は 52.2%と年齢を重ねるごとに血液型を気にすることが判明しまし
た。

■女性は O 型男性を好きになりがち！? 約 2 人に 1 人の女性が、「O 型男性が好き」と回答。
相思相愛の関係は O 型同士のみの結果に。好きになる相手の血液型相関関係とは！？
「好きな異性の血液型」を聞いたところ、
「O 型男性」が最も支持を集め、女性の約 2 人に 1 人（44.2％）
が「O 型男性が好き」と回答しました。
男性人気も「O 型女性」が 1 番人気となっており、相思相愛の関係は O 型のみの結果になりました。

■結婚している、もしくは恋人がいる血液型第 1 位は「O 型女性」で約 7 割と判明。
「あなたは結婚している、もしくは恋人がいますか？」と聞いたところ、パートナーがいる割合が最も多
い血液型は「O 型女性」で、7 割（70.2％）と判明。次いで、
「A 型女性（66.0％）」
、
「B 型女性（63.1％）」
と続き、前述で女性から 1 番人気だった「O 型男性」の約半数（44.6％）の人が、パートナーがいない結果
となりました。

■女性にとって、付き合うと結婚は別もの！？
付き合う相手と、結婚相手では相手に求める血液型が違うことが判明！
現在パートナーがいる女性(既婚 n=768、
未婚 n=198)に「あなたの結婚相手・恋人の血液型はなんですか？」
と聞いたところ、付き合う相手は自分と同じ血液型の相手を選ぶ人が多いのに対し、結婚相手には自分と異
なる血液型の相手を選ぶ傾向が高いことが判明しました。

