
ADDRESS BY H.E.THE AMBASSADOR AT GEM FESTA 2016 ON 24TH AT 
10.00AM 
Mr. Akira Ito, Chairman, Japan Gem Society,  
Mr. M P N M Wicramasinghe, Director General, National Gem & Jewellery 
Authority, 
Mr. Nilam Alawdeen, Vice Chairman, Japan Gem Society, 
Representatives of Gem & Jewellery trade from Sri Lanka,  
Distinguished invitees, Ladies and Gentlemen, 
 
At the outset, I must congratulate and thank the organizers, Japan Gem 

Society, the National Gem & Jewellery Authority for organizing this unique 

exhibition for the first time in Tokyo. I wish this show will become a vital 

calendar event for the Sri Lankan Gem and Jewellery trade and I am 

especially glad that this provides you necessary exposure towards 

promoting your products in Japanese market. 

 

As you aware, Sri Lanka is now positioned as one of the largest producers of 

fine quality gemstones, especially Sapphires. Today, Sri Lanka has made its 

brand known in the international market as a supplier of quality gem stones 

and fine jewellery with exquisite designs. Given its strategic importance for 

the county’s exports drive, the gem & jewellery industry has been identified 

as one of the main thrust areas. 

Presently there is a positive increase in the demand for Sri Lanka’s gems and 

jewellery by Japanese tourists arriving Sri Lanka, whose numbers have shot 

up by 40% in 2015 in comparison to 2014. In parallel, you will agree that 

export of Gems & Jewellery too need to be promoted vigorously.  

 

Having identified the importance of value addition for export leadership, 

the Export Development Board, the Gem and Jewellery authority 

collaborated to introduce a number of new promotional initiatives such as 

product & design development and diversification. More importantly, new 



market access acquired through Sri Lanka’s bilateral free trade agreements 

and regional trade agreements.   

 

Therefore, this show could be considered as a key effort in a series of steps 

to enhance our competitive edge and capacity. 

I once again congratulate the Organizers of Gem Festa 2016 their untiring 

efforts in making this show a reality, thereby providing an excellent 

platform for those involved in the gem & jewellery sector. 

 

I wish Gem Festa 2016 a great success.  Thank you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般社団法人日本宝石協会理事長	 伊藤彰様 
スリランカ政府宝飾公団事務局長	 ウィックラマシンゲ様 
一般社団法人日本宝石協会副理事長	 ニラーム・アラウディーン様 
ご来賓、ご列席の皆様 
 

まず、この類を見ない、初めての展示会を東京で開催して下さいました、

一般社団法人日本宝石協会様、並びに、スリランカ政府宝飾公団様に祝

意を表したいと存じます。この展示会がスリランカ宝飾貿易にとって、

極めて重要な恒例イベントとなる事を願い、そして、日本市場でスリラ

ンカ宝飾製品をプロモーションするにあたり、この展示会が絶好の露出

機会をもたらす事を大変喜ばしく存じます。 

 

御承知のとおり、いまやスリランカは高品質な宝石、特にサファイアの

最大の産出国の一つとして位置づけられております。今日、スリランカ

は良質の宝石、優美なデザインのジュエリーを供給する国として国際市

場で知られております。スリランカの輸出を牽引するその戦略的重要性

から、宝飾産業は勢いのある輸出部門の一つであると特定されておりま

す。 

 

現在、スリランカを旅行する日本人観光客による宝飾品の需要が顕著に

高まっております。その数は 2014 年と比べて、2015 年は 40％増加して

おります。それに合わせて、宝飾品の輸出も勢力的に促進される必要性

があると、皆さまも同意して頂けるでしょう。 

 

輸出主導に向けた付加価値の重要性から、輸出開発局と宝飾公団が共同

で、製品とデザイン開発、および多様化などの多くの新しいプロモーシ

ョン・イニシアティブを導入致しました。さらに重要なことは、新たな



市場へのアクセスは、スリランカの二国間自由貿易協定及び地域貿易協

定を通じて可能となりました。 

 

従って、この展示会は、我が国の競争力と能力を強化するための一連の

段階における重要な取り組みとみなすことが出来ます。 

 

このジェムフェスタ 2016 の実現に向けて、絶えず尽力して下さり、そ

の結果、宝飾業者様にとってこの上ないプラットフォームをご提供下さ

った主催者の皆様方に再度、謝意、並びに祝意を表したいと存じます。 

ジェムフェスタ 2016 の成功をご祈念申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 


