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N e c k l a c e s & B r e c e l e t s
地 金 ネックのオーロラ
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TEL 03-5688-2390

Woody Bell （ウッディー ベル）
東京都台東区東上野2-10-2第5政木ビル3階

特殊な修理を
得意とする
～WOODY BELL～

修理・リフォーム
時計彫りなど

グローバルに国際展示会を主催する
香港貿易発展局（HKTDC）が、COVID-
19の影響を受け、商品調達の環境が劇
的に変化していることに対応するように、
「企業が新しい環境に適応し、国際的な
バイヤーとの密接なつながりを維持でき

るようにすること」を目的に、まったく
新しいハイブリッド展示会モデル
「EXHIBITON＋」を発表し、展示会
プラットフォームを強化している。
「EXHIBITON＋」は、リアルの展示
会場とオンラインでのビジネスマッチン
グプラットフォームClick2Match、イン
テリジェントハブの下でのオンラインto
オフラインセミナー、及びhktdc.com
ソーシングプラットフォームの4つの主

要な要素で構成している。
HKTDC副常務取締役のソフィア・

チョン氏は「特に中小企業に対して、デ
ジタルプラットフォームに精通し、24時
間体制でオンラインtoオフラインの国
際的なビジネスチャンスを捉える機会
を提供するために、EXHIBITON＋を
立ち上げた」と述べている。
紛れもなく国際的な展示会を行って

いるHKTDCという大きな組織であっ

ても、今回のEXHIBITON＋に限らず
変化に対応した新しい挑戦を素早く始
め、トライ&エラーを繰り返しながら需
要拡大に努めている。
それは日頃から積極的に新しいこと
を取り入れる姿勢があってのことであ
り、真の国際展として活動するからこそ
新しい挑戦が必要になっているのであ
る。既存のままでは成長せずに需要を
奪われるだけになるのだろう。

　令和3年12月、全国宝石
卸商協同組合が63年ぶりに
誕生石を改訂し、新たに10
石を加えた新誕生石を発表
した。8月20日発行のジュエ
リースタイルマガジン『ヒル
ズ』では、全国宝石卸商協同
組合監修のもと「新・誕生石
物語」を制作。これまで同組
合のHPでしか閲覧できな
かった誕生石資料を、紙媒体
で提供することで顧客への配
布や店頭での接客に使いや
すくした。
　今回の誕生石改訂にあ
たっての選定秘話などを、ヒ
ルズ編集部が同組合の誕生石委員会
委員長の望月氏に伺った。

──誕生石の改訂を行うきっかけは？

　全国宝石卸商協同組合には現在、
107社が加盟していますが、宝飾業界
をもっと活性化したいという渡辺理事
長の想いから、私が中心となり12人の
誕生石委員会を結成し誕生石改訂に
臨みました。初めはまず63年前の検証
から始めました。

──新誕生石を選定するにあたって
の基準は？

　宝石としての美しさはもちろんのこ
と、硬度や流通量、歴史的背景や、宝
石の発見者の誕生月など様々な事を

考慮して選びまし
た。美しいのにまだ
あまり知られていな
い宝石や、近年に発
見された宝石にもス
ポットを当て、これま
で単色の宝石しか
選べなかった月に
選ぶ楽しみを増や
すことも目的の一つ

でした。

──今後人気が出そうな宝石は？

　モルガナイトやスフェーンはすでに
爆発的に人気が出ていて、昨年までの
10倍の売れ行きとなっています。モル
ガナイトには「桜の花の色合い」、ス
フェーンには「夏の森の色合い」という
キャッチフレーズを当協会で考えてつ
けました。「誕生石は幸せのおまじな
い」というシンプルなキャッチフレーズ
を私が考案しました。他の誕生石にも
覚えやすいキャッチフレーズをつけて
いこうと思っています。

──誕生石を身に着けるシーンは？

　ぜひ、日常的に身に着けていただき

たいですね。宝石は自分を守ってくれ
たり、自信を与えてくれる存在ですか
ら、不安があるときや自分を鼓舞した
いときなどは身に着けて頂きたいと思
います。美しい輝きで気分を上げてく
れるとともに、お守りとしてもそっと支え
てくれます。

──誕生石は自分を守るだけでなく、
大切な人を守る効果があるのですね。

　はい、ご自身のお守りとしてだけでは
なく、大切に思う人のことも守ってくれ
る存在です。そういう意味で。着ける人
の人生に寄り添うジュエリー
といえるでしょう。新誕生石
が加わり、カラーバリエー
ションも随分増えました。も
うすでに誕生石は持ってい
るという方も、もっとお好み
のカラーが増えているかもし
れませんので、今一度チェッ
クしてみて欲しいと思います。

望月 英樹
全国宝石卸商協同組合 常任理事 兼 
誕生石委員会委員長

　山梨県甲府市にある宝飾
品製造大手の株式会社明
治堂の取締役会長であり、
一社）日本宝石協会理事など
宝飾業界の要職を多数兼務。
現在は誕生石に関する著書

『366日の誕生日石図鑑』を執筆中。

　8月17日（水）
　PR現代サマーフォーラムで
　記念講演決定！

　8月17日（水）に開催のPR現代「ジュ
エリーサマーフォーラムオンライン」で
は、ヒルズ新誕生石号の発刊記念セミ
ナーとして望月英樹氏も登壇。宝飾小
売店での誕生石プロモーションの可能
性や必要性が紹介される。参加無料。

　情報誌『ヒル
ズ』新誕生石物
語
〈体裁〉A4/オー
ルカラー。中綴
じ16ページ定
価１冊400円
（消費税、送料
別）

　PR現代発行
の情報誌ヒル

ズ、サマーフォーラムに関するお問い
合わせは㈱PR現代 越地まで。電話
03-3639-1253。

新しく増えた誕生石で色石拡販のチャンスを広げる
誕生石委員長に聞く「新誕生石プロジェクト」

HKTDCがハイブリッドモデルの
新しい展示会モデルを発表
既存のままでは成長は見込めない
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ヒルズvol.40『新・誕生石物語』8月20日発刊記念インタビュー 

　毎日ニュースでコロナウィ
ルス感染者数が都内で３万
人を超える話題がある中で
も、御徒町の人通りは少しず
つ以前の様に戻ってきてい
るように感じています。
　円安や地金価格の高止
まり、ダイヤモンドの高騰な
どこの業界が色々な問題を
抱えていることは言うまでも
ありませんが、今後のビジネ
スを考えて、私はこの度、
BIJOUPIKO御徒町本店を
大粒ダイヤモンド専門店へ
とリニューアルオープンする
ことにいたしました。
　今、都内の有名ブランド
店や銀座の老舗店でも高品

質ダイヤモンドの大粒を在庫して
いる会社は極めて少ないです。「ダ
イヤモンドは委託」という概念が定
着しすぎているのが現状であり、
ユーザーにルースでしかお見せし
ていないのが実情です。私は選択
と集中を念頭に多くのダイヤモンド
を仕入れてデザインをすることで、
他店との差別化を図ることが出来
ると考えこのリニューアルオープン
をしました。
　近年ダイヤモンドを求めるユー
ザーは銀座などで価格やデザイン
を見て、その後御徒町へと足を運
び購入するパターンが増加してお
り、その火付け役はＩＪＴだったの

です。
　今の商売の仕方はＢｔｏＢでは
なくＢｔｏＣに力を入れてきた結果
であり、海外のインフルエンサーも
御徒町からライブ販売をしていま
す。
　ＩＪＴでもインフルエンサーの発
信場所がある為、このコロナ禍でも
毎日のように御徒町ではライブ配
信されているのが現状です。
　最近ではライブ配信だけを行っ
ている会社が御徒町でも増えてい
ることがわかります。
　今後のインバウンドは以前より
も円安になっていることから考える
と御徒町がドル箱になることは言
うまでもないでしょう。
　御徒町を訪れる国内のお客様
でもＩＪＴに以前行ったことがある
等の声が増えているのが現状で御
徒町も以前から比べて信用度が増
しているのを肌で感じています。
　特にダイヤモンドは鑑定書の有
無を聞かれるケースが増えていて
中でもＧＩＡの鑑定書を求める
ユーザーが多いのです。
　今後は価格の商品も騙しがきか
なくなってくると思います。
　展示会依存が高まる中、良い商
品が日本から消えていっているよう
に感じてしまいます。
　私は価値があり、適正価格を大
切にしながら商売を続けなければ
長く継続しないと思います。
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『石部イズム～御徒町編～』連載
コラム

㈱G・T・B・T 代表取締役社長 石部高史

◆「うさぎクラブ」のご案内

第2460号　（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）   　 2022年（令和4年） 8月1日　　（3）

　日本のジュエリー業界の活性化を目的とした「うさぎクラ
ブ」の懇親会を、JJFの前日30日、又は9月21日のJTOフェ
アに合わせ開催します。小売・メーカー・卸の業種に関係な
く、業界が求めることは何か、大切なことは何かを議論する
場となっていますので、是非ご参加ください。今回はオブ
ザーバーも募集しています。詳しくは事務局（時計美術宝飾
新聞社：hayato@carol.ocn.ne.jp）までご連絡ください。
一緒に業界を盛り上げましょう。


