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GSTVのご視聴方法

ご注文方法

ショールームのご案内／その他のお問い合せ

WINTER2017GSTV季刊カタログのご紹介

　このたび、選りすぐりのジュエリーをご紹介する "Recommend Cata log" を

創刊いたしました。

　365日いつでもジュエリーショッピングをお楽しみいただける「宝石専門チャンネル

GSTV」から、より特別な一品をご紹介していく、ハイクオリティなカタログです。

　宝石を自社で買い付け、工場を持つGSTVだからこそできるダイレクトプライスと

バラエティ豊かなジュエリーの数々。

　気になるお品があれば、どうぞお気軽にコールセンターまたはショールームまで

お問い合わせください。

宝石専門チャンネル ジュエリー☆GSTV 放送局続々拡大中！

日本で唯一の宝石専門チャンネルとして、スカパー、J：COMを始めとする多くのCATV局にて
毎日生放送でバラエティ豊かなジュエリーの数々を発信しております。

生放送：

http://www.gstv.jp

8：00～26：00（翌 2：00）

WEBでも同時放送！

GSTVの番組が、
BS-TBSにて
『麗しの宝石ショッピング』
として生放送。
お気軽にGSTVを
お楽しみいただけます。 ※ 曜日により放送時間は変更になります。土曜日の放映はございません。
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PT950/900 リリーダイヤモンド (クリスカット) ミステリー
セッティング ペンダントブローチ D 約2.15ct
重量：約8.1ｇ 縦：約40mm 横：約13.5mm 高さ：約11.5mm 
バチカン内径：約5.5×2.0mm 

【4週間前後でお届け】

｜3｜ J344198 ￥498,000

K18YG ロシアンダイヤモンド ネックレス D 
7.67ct
トップ縦：約35mm トップ横：約5.5mm トッ
プ高さ：約3.6mm 長さ：約42cm 幅：約
3.0-4.0mm 

【3日以内に発送】

｜1｜ 398307 ￥998,000

K18WG ダイヤモンド ネックレス D 約
3.47ct D 1.82ct
長さ：約42cm 幅：約3.3-4.0mm 

【3日以内に発送】

｜2｜ 316842 ￥898,000
PT950  リリーダイヤ（クリスカット） ＆リリーダイヤ  リング 
D 約1.50ct
重量：約12.9ｇ 最大幅：約10.5mm 最小幅：約3mm 高さ：
約7mm 対応サイズ：8-20号 

【5週間前後でお届け】

｜4｜ J344197 ￥498,000
PT950 リリーダイヤモンド（クリスカット） リング D 約1.66ct
重量：約5.9ｇ 最大幅：約4.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約
3mm 

【4週間前後でお届け】

｜5｜ J341794 ￥488,000

1

2

1

2

L i l i  Diamonds
リリー  ダイヤモンド

（原寸）

GSTVでは、イスラエルの数あるダ
イヤモンド研磨会社の中から長い
歴史と高度な技術をもつLili社と
直接取引しています。Lili社は、
角ダイヤに独自の技術とセンスを
加え、常に革新的なカットを生み
出しています。選び抜かれた美し
いダイヤとLili社の技術の高さが
現れているダイヤモンドジュエリー
をご堪能ください。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18WG ダイヤモンド リング D 約3.57ct
ホワイトローズシリーズ 重量：約13ｇ 最大幅：約24mm
最小幅：約2.5mm 高さ：約6.5mm 基本サイズ：12号 

【3日以内に発送】

｜6｜ 398123 ￥699,000

PT950 ロシアンダイヤモンド ペンダントトップ D 0.906ct 
D 0.709ct D 0.595ct
重量：約４.２ｇ 縦：約１７.６mm 横：約５.９mm 高さ：約６.３
mm バチカン内径：約３.２×１.３mm 

【３日以内に発送】

｜8｜ 312341 ￥512,000

K18WG ダイヤモンド バングル D 約1.46ct
ホワイトローズシリーズ 重量：約26.4ｇ 内径 Sサイズ：約
155.0mm Ｍサイズ：約165.0mm Ｌサイズ：約175.0mm 

【5週間前後でお届け】

｜7｜ J327707 ￥348,000

純プラチナ ダイヤモンド リング D 0.30ct以上
Dカラー VS 0.30ct以上 GIAミニ鑑つき 重量：約4.5ｇ 最
大幅：約9mm 最小幅：約2mm 高さ：約4.5mm 

【3週間前後でお届け】

｜9｜ J339961 ￥170,000

K18WG ダイヤモンド パライバトルマリン ペンダントブロー
チ D 約2.80ct PRT 約0.02ct
重量：約１３.５ｇ 縦：約４０.５mm 横：約３１.５mm 高さ：約１
０.０mm バチカン内径：約１２×２.５mm 

【４週間前後でお届け】 

｜11｜J340460 ￥399,800
K18WG ダイヤモンド ペンダントトップ D 約0.88ct
重量：約３ｇ 縦：約１３mm 横：約３７.５mm 高さ：約５.５mm
バチカン内径：約５×２.５mm 

【３週間前後でお届け】

｜10｜J339897 ￥116,000

K18WG ダイヤモンド リング D 約0.30ct
重量：約2.7g 最大幅：約9.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約
5mm

【4週間前後でお届け】

｜13｜J338291 ￥54,800
K18WG ダイヤモンド リング D 約0.77ct
重量：約7.5ｇ 最大幅：約21mm 最小幅：約3mm 高さ：
約5mm

【3週間前後でお届け】

｜12｜J339898 ￥138,000

（原寸）

（原寸）

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18WG ブラウンダイヤ ＆ ダイヤモンド リング　BRD 約
2.81ct D 0.26ct
重量：約１０.８ｇ 最大幅：約１９.５mm 最小幅：約４.５mm 高
さ：約５.５mm 基本サイズ：１２号

【３日以内に発送】

｜14｜ 318670 ￥357,000

着け心地と視覚効果にこだわったボリュームリング。

K18WG/YG ブラウンダイヤ ＆ ダイヤモンド リング BRD 
約0.50ct D 約0.46ct
重量：約10.8ｇ 最大幅：約14.5mm 最小幅：約4.5mm 高さ：
約4mm

【4週間前後でお届け】

星の軌道をイメージしたデザイン。重なった下にもダイヤモンド
がはいっています。

｜15｜ J335870 ￥298,000

K18WG ブラウンダイヤ リング BRD 約2.34ct
重量：約6.8ｇ 最大幅：約12.5mm 最小幅：約2.5mm 高さ：
約5mm 対応サイズ：10-14号 基本サイズ：12号

【7日以内に発送】

｜16｜ 318876 ￥275,000

ミステリーセッティングのクロスラインが側面まで続く、こだわりの造
り。

K18YG ブラウンダイヤ リング BRD 0.58ct
重量：約9.2ｇ 最大幅：約13mm 最小幅：約3mm 高さ：約
3.5mm

【3週間前後でお届け】

｜17｜ J332784 ￥135,000

K18WG/YG ファンシー イエロイッシュ ブラウンダイヤモン
ド ＆ ダイヤ リング BRD 1.00ct以上（SI-2) D 約0.05ct 　
※限定数です。ソーティング付き
重量：約3.2ｇ 最大幅：約9mm 最小幅：約1.5mm 高さ：約
5mm 対応サイズ：8-20号

【３週間前後でお届け】

｜18｜ J340941 ￥228,000

K18WG/YG ブラウンダイヤモンド ミステリーセッティング 
ペンダントトップ BRD 約0.80ct
重量：約4ｇ 縦：約38.5mm 横：約16.5mm 高さ：約6mm バ
チカン内径：約5.0×2.5mm

【3週間前後でお届け】

｜19｜ J346110 ￥89,800
K18WG/YG ブラウンダイヤモンド ミステリーセッティング 
リング BRD 約0.70ct
重量：約7.1ｇ 最大幅：約16.5mm 最小幅：約1.5mm 高さ：
約6mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

｜20｜J346111 ￥109,000

（原寸）

オーストラリア、アーガイル鉱山から産出される力強い煌めきを持つ、ブラウン
ダイヤモンド。落ちついた色でありながらダイヤモンドらしい豊かなファイアが
特徴的です。

rown
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ブラウンダイヤモンド

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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2.81ct D 0.26ct
重量：約１０.８ｇ 最大幅：約１９.５mm 最小幅：約４.５mm 高
さ：約５.５mm 基本サイズ：１２号

【３日以内に発送】

｜14｜ 318670 ￥357,000

着け心地と視覚効果にこだわったボリュームリング。

K18WG/YG ブラウンダイヤ ＆ ダイヤモンド リング BRD 
約0.50ct D 約0.46ct
重量：約10.8ｇ 最大幅：約14.5mm 最小幅：約4.5mm 高さ：
約4mm

【4週間前後でお届け】

星の軌道をイメージしたデザイン。重なった下にもダイヤモンド
がはいっています。

｜15｜ J335870 ￥298,000

K18WG ブラウンダイヤ リング BRD 約2.34ct
重量：約6.8ｇ 最大幅：約12.5mm 最小幅：約2.5mm 高さ：
約5mm 対応サイズ：10-14号 基本サイズ：12号

【7日以内に発送】

｜16｜ 318876 ￥275,000

ミステリーセッティングのクロスラインが側面まで続く、こだわりの造
り。

K18YG ブラウンダイヤ リング BRD 0.58ct
重量：約9.2ｇ 最大幅：約13mm 最小幅：約3mm 高さ：約
3.5mm

【3週間前後でお届け】

｜17｜ J332784 ￥135,000

K18WG/YG ファンシー イエロイッシュ ブラウンダイヤモン
ド ＆ ダイヤ リング BRD 1.00ct以上（SI-2) D 約0.05ct 　
※限定数です。ソーティング付き
重量：約3.2ｇ 最大幅：約9mm 最小幅：約1.5mm 高さ：約
5mm 対応サイズ：8-20号

【３週間前後でお届け】

｜18｜ J340941 ￥228,000

K18WG/YG ブラウンダイヤモンド ミステリーセッティング 
ペンダントトップ BRD 約0.80ct
重量：約4ｇ 縦：約38.5mm 横：約16.5mm 高さ：約6mm バ
チカン内径：約5.0×2.5mm

【3週間前後でお届け】

｜19｜ J346110 ￥89,800
K18WG/YG ブラウンダイヤモンド ミステリーセッティング 
リング BRD 約0.70ct
重量：約7.1ｇ 最大幅：約16.5mm 最小幅：約1.5mm 高さ：
約6mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

｜20｜J346111 ￥109,000

（原寸）

オーストラリア、アーガイル鉱山から産出される力強い煌めきを持つ、ブラウン
ダイヤモンド。落ちついた色でありながらダイヤモンドらしい豊かなファイアが
特徴的です。
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※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18YG ブラウンダイヤモンド ＆ ロシアンダイヤ ペンダント
トップ BRD 約0.30ct D 約0.10ct
重量：約2.1ｇ 縦：約21.5mm 横：約14mm 高さ：約6.5mm 
バチカン内径：約7.5×2.0mm

【3週間前後でお届け】

｜21｜ J348532 ￥49,800
K18YG ブラウンダイヤモンド ＆ ロシアンダイヤ リング 
BRD 約0.30ct D 約0.17ct
重量：約4.5ｇ 最大幅：約12.5mm 最小幅：約1.5mm 高さ：
約6.5mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

｜22｜J348533 ￥79,800

K18YG ブラウンダイヤモンド ペンダントトップ BRD 約
0.70ct
重量：約2.2ｇ 縦：約21.5mm 横：約16.5mm 高さ：約3.5mm 
バチカン内径：約6.0×1.5mm

【3週間前後でお届け】

｜23｜J347700 ￥49,800
K18PG ブラウンダイヤモンド リング BRD 約0.55ct
重量：約4.6ｇ 最大幅：約6mm 最小幅：約2mm 高さ：約
3mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

｜24｜J349044 ￥78,000

K18YG ロシアンダイヤモンド ピアス D 0.70ct
縦：約27.5mm 横：約2.6mm 重量：約1.8ｇ

【3日以内に発送】

｜26｜321378 ￥94,500

K18WG ブラウンダイヤ ミステリーセッティング ピアリング
チャーム BRD 約1.26ct
重量：約3ｇ 縦：約23mm 横：約12mm 丸環内径：約6mm

【5週間前後でお届け】

｜28｜J339988 ￥129,800

K18YG ブラウンダイヤ ピアス BRD 5.30ct
重量：約5.4ｇ 縦：約10.5mm 横：約10.5mm

【3日以内に発送】 

｜25｜317816 ￥275,000

K18YG ブラウンダイヤモンド ピアス BRD 約0.80ct
重量：約4.7ｇ 縦：約18.5mm 横：約14mm

【4週間前後でお届け】

石がスライドして動かせるユニークなデザイン

｜27｜J344672 ￥99,800

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。

（原寸）

（原寸）
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K18YG ブラウンダイヤモンド ＆ ロシアンダイヤ ペンダント
トップ BRD 約0.30ct D 約0.10ct
重量：約2.1ｇ 縦：約21.5mm 横：約14mm 高さ：約6.5mm 
バチカン内径：約7.5×2.0mm

【3週間前後でお届け】

｜21｜ J348532 ￥49,800
K18YG ブラウンダイヤモンド ＆ ロシアンダイヤ リング 
BRD 約0.30ct D 約0.17ct
重量：約4.5ｇ 最大幅：約12.5mm 最小幅：約1.5mm 高さ：
約6.5mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

｜22｜J348533 ￥79,800

K18YG ブラウンダイヤモンド ペンダントトップ BRD 約
0.70ct
重量：約2.2ｇ 縦：約21.5mm 横：約16.5mm 高さ：約3.5mm 
バチカン内径：約6.0×1.5mm

【3週間前後でお届け】

｜23｜J347700 ￥49,800
K18PG ブラウンダイヤモンド リング BRD 約0.55ct
重量：約4.6ｇ 最大幅：約6mm 最小幅：約2mm 高さ：約
3mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

｜24｜J349044 ￥78,000

K18YG ロシアンダイヤモンド ピアス D 0.70ct
縦：約27.5mm 横：約2.6mm 重量：約1.8ｇ

【3日以内に発送】

｜26｜321378 ￥94,500

K18WG ブラウンダイヤ ミステリーセッティング ピアリング
チャーム BRD 約1.26ct
重量：約3ｇ 縦：約23mm 横：約12mm 丸環内径：約6mm

【5週間前後でお届け】

｜28｜J339988 ￥129,800

K18YG ブラウンダイヤ ピアス BRD 5.30ct
重量：約5.4ｇ 縦：約10.5mm 横：約10.5mm

【3日以内に発送】 

｜25｜317816 ￥275,000

K18YG ブラウンダイヤモンド ピアス BRD 約0.80ct
重量：約4.7ｇ 縦：約18.5mm 横：約14mm

【4週間前後でお届け】

石がスライドして動かせるユニークなデザイン

｜27｜J344672 ￥99,800

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。

（原寸）

（原寸）
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K18WG/PG ブラックダイヤモンド ＆ ダイヤ ペンダントトッ
プ BLD 約0.97ct D 約0.01ct

（花）重量：約0.7ｇ 縦：約10.5mm 横：約8mm バチカン内
径：約4.0×1.5mm

（十字）重量：約0.5ｇ 縦：約10mm 横：約8.5mm バチカン内
径：約3.0×1.0mm

（馬蹄）重量：約2.6ｇ 縦：約15.5mm 横：約16mm バチカン
内径：約3.0×1.5mm

【4週間前後でお届け】

｜32｜ J342183 ￥59,800
K18PG ブラックダイヤモンド ＆ ダイヤ パヴェ リング BLD 
約0.45ct D 約0.15ct
重量：約4.6ｇ 最大幅：約8mm 最小幅：約2mm 高さ：約
6mm 対応サイズ：8-20号

【4週間前後でお届け】

｜31｜ J347751 ￥78,000
K18WG/PG/YG インテンス イエローダイヤモンド ＆ ピン
クダイヤ ＆ ダイヤ リング 
YD 約0.35ct PD 約0.33ct D 約0.32ct
重量：約6.4ｇ K18WG 最大幅：約5.5mm 最小幅：約
1.5mm 高さ：約6mm 対応サイズ：8-20号
K18PG 最大幅：約5.5mm 最小幅：約1.5mm 高さ：約
6mm K18YG 最大幅：約5.5mm 最小幅：約1.5mm 高さ：
約6mm

【3週間前後でお届け】 

｜34｜J347745 ￥198,000
K18WG/PG/YG ダイヤモンド ＆ ピンクダイヤ ＆ インテン
スイエローダイヤ ピアス 
D 約0.12ct PD 約0.08ct YD 約0.08ct
重量：約1ｇ 縦：約9mm 横：約9.5mm

（J348791イヤリング/ピアス+8,000円）
【3週間前後でお届け】

｜35｜ J348790 ￥59,800

K18WG ブラックダイヤモンド ＆ ダイヤ 白蝶貝 パヴェ 
ペンダントトップ/ブローチ BLD 約6.38ct D 約0.30ct 
重量：約21.2ｇ 縦：約44.5mm 横：約36.5mm 高さ：約
18.5mm バチカン内径：約7.0×2.0mm

【5週間前後でお届け】

ブラックローズを立体感と優雅なフォルムで表現。洗練された
作品です。

｜29｜ J338559 ￥378,000
K18WG ブラックダイヤモンド リング 
BLD 約8.35ct
重量：約8ｇ 最大幅：約26mm 最小幅：約2mm 高さ：約
9mm

【4週間前後でお届け】

全て大粒のローズカット。ダイヤモンドの金剛光沢を贅沢にお
楽しみいただけます。

｜30｜J339479 ￥248,000
PT950 ナチュラル ファンシーカラー ダイヤモンド ネックレス 約0.60ct
トップ縦：約14.5mm トップ横：約11mm トップ高さ：約4.5mm バチカン内径：約
3.5×1.7mm 長さ：約44cm チェーン幅：約0.75mm アジャスターチェーン 約5cm

【2週間前後でお届け】

｜33｜J342849 ￥198,000

29
（原寸）

32
（原寸）

（原寸）

その希少さからファンを多く持つファンシーカラーダイヤモンド。
ピンク、イエロー、グリーン・・・

カラーダイヤモンドの世界をお楽しみください。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18WG/PG ブラックダイヤモンド ＆ ダイヤ ペンダントトッ
プ BLD 約0.97ct D 約0.01ct

（花）重量：約0.7ｇ 縦：約10.5mm 横：約8mm バチカン内
径：約4.0×1.5mm

（十字）重量：約0.5ｇ 縦：約10mm 横：約8.5mm バチカン内
径：約3.0×1.0mm

（馬蹄）重量：約2.6ｇ 縦：約15.5mm 横：約16mm バチカン
内径：約3.0×1.5mm

【4週間前後でお届け】

｜32｜ J342183 ￥59,800
K18PG ブラックダイヤモンド ＆ ダイヤ パヴェ リング BLD 
約0.45ct D 約0.15ct
重量：約4.6ｇ 最大幅：約8mm 最小幅：約2mm 高さ：約
6mm 対応サイズ：8-20号

【4週間前後でお届け】

｜31｜ J347751 ￥78,000
K18WG/PG/YG インテンス イエローダイヤモンド ＆ ピン
クダイヤ ＆ ダイヤ リング 
YD 約0.35ct PD 約0.33ct D 約0.32ct
重量：約6.4ｇ K18WG 最大幅：約5.5mm 最小幅：約
1.5mm 高さ：約6mm 対応サイズ：8-20号
K18PG 最大幅：約5.5mm 最小幅：約1.5mm 高さ：約
6mm K18YG 最大幅：約5.5mm 最小幅：約1.5mm 高さ：
約6mm

【3週間前後でお届け】 

｜34｜J347745 ￥198,000
K18WG/PG/YG ダイヤモンド ＆ ピンクダイヤ ＆ インテン
スイエローダイヤ ピアス 
D 約0.12ct PD 約0.08ct YD 約0.08ct
重量：約1ｇ 縦：約9mm 横：約9.5mm

（J348791イヤリング/ピアス+8,000円）
【3週間前後でお届け】

｜35｜ J348790 ￥59,800

K18WG ブラックダイヤモンド ＆ ダイヤ 白蝶貝 パヴェ 
ペンダントトップ/ブローチ BLD 約6.38ct D 約0.30ct 
重量：約21.2ｇ 縦：約44.5mm 横：約36.5mm 高さ：約
18.5mm バチカン内径：約7.0×2.0mm

【5週間前後でお届け】

ブラックローズを立体感と優雅なフォルムで表現。洗練された
作品です。

｜29｜ J338559 ￥378,000
K18WG ブラックダイヤモンド リング 
BLD 約8.35ct
重量：約8ｇ 最大幅：約26mm 最小幅：約2mm 高さ：約
9mm

【4週間前後でお届け】

全て大粒のローズカット。ダイヤモンドの金剛光沢を贅沢にお
楽しみいただけます。

｜30｜J339479 ￥248,000
PT950 ナチュラル ファンシーカラー ダイヤモンド ネックレス 約0.60ct
トップ縦：約14.5mm トップ横：約11mm トップ高さ：約4.5mm バチカン内径：約
3.5×1.7mm 長さ：約44cm チェーン幅：約0.75mm アジャスターチェーン 約5cm

【2週間前後でお届け】

｜33｜J342849 ￥198,000

29
（原寸）

32
（原寸）

（原寸）

その希少さからファンを多く持つファンシーカラーダイヤモンド。
ピンク、イエロー、グリーン・・・

カラーダイヤモンドの世界をお楽しみください。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18WG アコヤパール （オーロラ花珠） 
ネックレス P 約10-10.5mm 約42cm
真珠科学研究所発行鑑別鑑定書、
パールキーパー付 オールノット
長さ：約42cm 幅：約10-10.5mm

【3日以内に発送】

｜36｜170468 ￥1,748,000

SV/K18WG アコヤ真珠（オーロラ花
珠） ネックレス＆ピアス セット 
P 約9.5-10.0mm P 約9.0mm 全長 
約43cm
真珠科学研究所発行鑑別鑑定書、
パールキーパー付 オールノット
重量：約55ｇ ネックレス 長さ：約43cm 
幅：約9.5-10.0mm
ピアス 縦：約9.0mm 横：約9.0mm

【6週間前後でお届け】

｜37｜ J170980 ￥498,000

PT950 南洋パール ダイヤモンド ペンダントトップ P 約
17.7mm D 約2.54ct
重量：約41.3ｇ 縦：約56mm 横：約37.5mm 高さ：約
17.7mm バチカン内径：約8×3.7mm

【3日以内に発送】

17.7mmの大きなラウンドタイプの南洋パール。

｜38｜398105 ￥1,680,000

K18WG 南洋白蝶真珠 ダイヤ リング P 約14mm  D 約
0.84ct
重量：約12.9ｇ 最大幅：約19.5mm 最小幅：約3.5mm 高さ：
約16.5mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

｜39｜ J342674 ￥268,000
K18YG 白蝶ゴールデンパール ブラウンダイヤ ＆ ダイヤ リ
ング P 約13mm BRD 約0.48ct D 約0.10ct
重量：約8.4ｇ 最大幅：約18mm 最小幅：約2mm 高さ：約
15.5mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

｜40｜J340692 ￥258,000

earl
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※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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39 40

K18WG アコヤパール （オーロラ花珠） 
ネックレス P 約10-10.5mm 約42cm
真珠科学研究所発行鑑別鑑定書、
パールキーパー付 オールノット
長さ：約42cm 幅：約10-10.5mm

【3日以内に発送】

｜36｜170468 ￥1,748,000

SV/K18WG アコヤ真珠（オーロラ花
珠） ネックレス＆ピアス セット 
P 約9.5-10.0mm P 約9.0mm 全長 
約43cm
真珠科学研究所発行鑑別鑑定書、
パールキーパー付 オールノット
重量：約55ｇ ネックレス 長さ：約43cm 
幅：約9.5-10.0mm
ピアス 縦：約9.0mm 横：約9.0mm

【6週間前後でお届け】

｜37｜ J170980 ￥498,000

PT950 南洋パール ダイヤモンド ペンダントトップ P 約
17.7mm D 約2.54ct
重量：約41.3ｇ 縦：約56mm 横：約37.5mm 高さ：約
17.7mm バチカン内径：約8×3.7mm

【3日以内に発送】

17.7mmの大きなラウンドタイプの南洋パール。

｜38｜398105 ￥1,680,000

K18WG 南洋白蝶真珠 ダイヤ リング P 約14mm  D 約
0.84ct
重量：約12.9ｇ 最大幅：約19.5mm 最小幅：約3.5mm 高さ：
約16.5mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

｜39｜ J342674 ￥268,000
K18YG 白蝶ゴールデンパール ブラウンダイヤ ＆ ダイヤ リ
ング P 約13mm BRD 約0.48ct D 約0.10ct
重量：約8.4ｇ 最大幅：約18mm 最小幅：約2mm 高さ：約
15.5mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

｜40｜J340692 ￥258,000
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Recommend Catalog 2017 WINTER Recommend Catalog 2017 WINTERP パール earlP

パール

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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PT950 非加熱ヴィヴィッドカラー ルビー ダイヤ リング 
RB 1.00ct以上 D 約0.33ct
日独宝石研究所 鑑別書付き
最大幅：約6.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約4.5mm 対応サ
イズ：8-20号

【5週間前後でお届け】

｜43｜J344684 ￥248,000

K18WG ルビー H＆Cダイヤ ＆ ダイヤ  ミステリーペンダン
トトップ RB 約5.05ct D 0.22ct D 約0.33ct
重量：約7.4ｇ 縦：約24.5mm 横：約29.5mm 高さ：約9mm 
バチカン内径：約6.0×2.0mm

【5週間前後でお届け】

｜41｜ 339317 ￥398,000
K18WG/PG ルビー ピンクサファイア デマントイドガーネッ
ト パライバトルマリン ダイヤ エナメル ミステリーセッティン
グ リング RB 約3.50ct PS 約0.50ct
DTG 約0.38ct PRT 約0.26ct D 約0.15ct
重量：約16.2ｇ 最大幅：約23mm 最小幅：約2.5mm
高さ：約13mm 対応サイズ：8-20号

【5週間前後でお届け】 

ルビーとパライバのネオンカラーで幻想的な作品。

｜42｜J345449 ￥398,000

K18PG ルビー リング RB 約1.50ct
重量：約3.7ｇ 最大幅：約5mm 最小幅：約2.5mm 高さ：約
3mm

【5週間前後でお届け】 

｜44｜J338139 ￥85,000
K18YG ミャンマー産 ルビー ダイヤモンド ミステリーセッ
ティングリング RB 約0.95ct D 約0.16ct
重量：約5.2ｇ 最大幅：約6mm 最小幅：約3mm 高さ：約
4.5mm

【3週間前後でお届け】

｜45｜ J339319 ￥83,800
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PT950 非加熱ヴィヴィッドカラー ルビー ダイヤ リング 
RB 1.00ct以上 D 約0.33ct
日独宝石研究所 鑑別書付き
最大幅：約6.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約4.5mm 対応サ
イズ：8-20号

【5週間前後でお届け】

｜43｜J344684 ￥248,000

K18WG ルビー H＆Cダイヤ ＆ ダイヤ  ミステリーペンダン
トトップ RB 約5.05ct D 0.22ct D 約0.33ct
重量：約7.4ｇ 縦：約24.5mm 横：約29.5mm 高さ：約9mm 
バチカン内径：約6.0×2.0mm

【5週間前後でお届け】

｜41｜ 339317 ￥398,000
K18WG/PG ルビー ピンクサファイア デマントイドガーネッ
ト パライバトルマリン ダイヤ エナメル ミステリーセッティン
グ リング RB 約3.50ct PS 約0.50ct
DTG 約0.38ct PRT 約0.26ct D 約0.15ct
重量：約16.2ｇ 最大幅：約23mm 最小幅：約2.5mm
高さ：約13mm 対応サイズ：8-20号

【5週間前後でお届け】 

ルビーとパライバのネオンカラーで幻想的な作品。

｜42｜J345449 ￥398,000

K18PG ルビー リング RB 約1.50ct
重量：約3.7ｇ 最大幅：約5mm 最小幅：約2.5mm 高さ：約
3mm

【5週間前後でお届け】 

｜44｜J338139 ￥85,000
K18YG ミャンマー産 ルビー ダイヤモンド ミステリーセッ
ティングリング RB 約0.95ct D 約0.16ct
重量：約5.2ｇ 最大幅：約6mm 最小幅：約3mm 高さ：約
4.5mm

【3週間前後でお届け】

｜45｜ J339319 ￥83,800
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K18WG サファイア ダイヤモンド ネックレス 
SA 19.86ct D 12.86ct
重量：約52ｇ 長さ：約43cm 幅：約8mm

【3日以内に発送】

全てマーキースカットのブルーサファイアで、クラ
シックスタイル。

｜46｜342691 ￥2,980,000

K18WG/PG パープルサファイア デマントイドガーネット ダイヤモンド 
ブローチ PPS 約3.02ct DTG 約0.6ct D 約0.32ct D 約0.19ct
重量：約15.8ｇ 縦：約51.5mm 横：約32.5mm 高さ：約12.5mm

【3日以内に発送】

可憐で繊細な表情にこだわったスミレのブーケ。ミステリーセッティングとパ
ヴェで上品かつ華やかに。

｜48｜333255 ￥378,000

PT950 パパラチアサファイア ダイヤ リング PPS 0.60ct
以上 D 約0.42ct
重量：約5.3ｇ 最大幅：約7mm 最小幅：約1.5mm 高さ：約
4.5mm 対応サイズ：8-20号

【4週間前後でお届け】

｜49｜ J343644 ￥188,000
PT950 非加熱ブルーサファイア ダイヤモンド リング SA 4.471ct 
D 約1.69ct
日独宝石研究所 鑑別書付き
重量：約9.3ｇ 最大幅：約10.0mm 最小幅：約4.0mm 高さ：約6.5mm 
基本サイズ：12号

【3日以内に発送】

｜47｜ 334694 ￥1,980,000
PT950 パパラチアサファイア ダイヤ リング PPS 2.12ct 
D 1.35ct
重量：約9.6ｇ 最大幅：約8.5mm 最小幅：約4mm 高さ：約
6mm 基本サイズ：13号

【12日以内に発送】

マダガスカル産のパパラチアサファイア。

｜50｜343805 ￥598,000

48
（原寸）
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K18WG サファイア ダイヤモンド ネックレス 
SA 19.86ct D 12.86ct
重量：約52ｇ 長さ：約43cm 幅：約8mm

【3日以内に発送】

全てマーキースカットのブルーサファイアで、クラ
シックスタイル。

｜46｜342691 ￥2,980,000

K18WG/PG パープルサファイア デマントイドガーネット ダイヤモンド 
ブローチ PPS 約3.02ct DTG 約0.6ct D 約0.32ct D 約0.19ct
重量：約15.8ｇ 縦：約51.5mm 横：約32.5mm 高さ：約12.5mm

【3日以内に発送】

可憐で繊細な表情にこだわったスミレのブーケ。ミステリーセッティングとパ
ヴェで上品かつ華やかに。

｜48｜333255 ￥378,000

PT950 パパラチアサファイア ダイヤ リング PPS 0.60ct
以上 D 約0.42ct
重量：約5.3ｇ 最大幅：約7mm 最小幅：約1.5mm 高さ：約
4.5mm 対応サイズ：8-20号

【4週間前後でお届け】

｜49｜ J343644 ￥188,000
PT950 非加熱ブルーサファイア ダイヤモンド リング SA 4.471ct 
D 約1.69ct
日独宝石研究所 鑑別書付き
重量：約9.3ｇ 最大幅：約10.0mm 最小幅：約4.0mm 高さ：約6.5mm 
基本サイズ：12号

【3日以内に発送】

｜47｜ 334694 ￥1,980,000
PT950 パパラチアサファイア ダイヤ リング PPS 2.12ct 
D 1.35ct
重量：約9.6ｇ 最大幅：約8.5mm 最小幅：約4mm 高さ：約
6mm 基本サイズ：13号

【12日以内に発送】

マダガスカル産のパパラチアサファイア。

｜50｜343805 ￥598,000

48
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PT950 エメラルド ダイヤ ペンダントブローチ EM 約
3.80ct D 約1.24ct
重量：約12.3ｇ 縦：約48.5mm 横：約19.5mm 高さ：約11mm 
バチカン内径：約3.5×2.5mm

【3日以内に発送】

エメラルドの町並みをイメージしたという幻想的な雰囲気をもつ
ブローチ。

｜53｜342018 ￥498,000

PT950 エメラルド ダイヤ リング EM 2.400ct D 0.45ct
重量：約7.1ｇ 最大幅：約12.5mm 最小幅：約1.5mm 高さ：約
8.5mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜51｜ 338757 ￥1,280,000

PT950 エメラルド ダイヤ リング EM 1.15ct D 0.42ct 
重量：約8.2ｇ 最大幅：約7mm 最小幅：約2.5mm 高さ：約5.5mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜52｜344031 ￥798,000
PT950 エメラルド リリーダイヤ リング EM 0.50ct以上 D 
約2.40ct 
重量：約10ｇ 最大幅：約11mm 最小幅：約4.5mm 高さ：約
4mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜54｜341121 ￥598,000
K18WG エメラルド パヴェ リング EM 約1.50ct
重量：約5.5ｇ 最大幅：約7.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約
4.5mm

【6週間前後でお届け】

｜55｜J307478 ￥128,000

「コロンビア産エメラルド」
コロンビアは世界のエメラルド産出量の約60%を占める、まさに「エメラ
ルドの王国」。深みのある緑が特徴で、ブラジルなど他の産出国のエ
メラルドより良質とされており、最近になって宝石品質の出現が激減し
ている宝石です。
コロンビアには大小200以上の鉱区があり、たくさんの鉱山が存在しま
す。ムソー鉱山、チボール鉱山、コスケス鉱山、ピタ鉱山、新しいクナ
鉱区・・・採掘されるエメラルドもそれぞれの鉱山によって違った特徴
を持っています。これはもともとコロンビアがカリブ海の火山活動の隆起
で出来上がった土地であることに関係しているといわれています。

merald
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PT950 エメラルド ダイヤ ペンダントブローチ EM 約
3.80ct D 約1.24ct
重量：約12.3ｇ 縦：約48.5mm 横：約19.5mm 高さ：約11mm 
バチカン内径：約3.5×2.5mm

【3日以内に発送】

エメラルドの町並みをイメージしたという幻想的な雰囲気をもつ
ブローチ。

｜53｜342018 ￥498,000

PT950 エメラルド ダイヤ リング EM 2.400ct D 0.45ct
重量：約7.1ｇ 最大幅：約12.5mm 最小幅：約1.5mm 高さ：約
8.5mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜51｜ 338757 ￥1,280,000

PT950 エメラルド ダイヤ リング EM 1.15ct D 0.42ct 
重量：約8.2ｇ 最大幅：約7mm 最小幅：約2.5mm 高さ：約5.5mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜52｜344031 ￥798,000
PT950 エメラルド リリーダイヤ リング EM 0.50ct以上 D 
約2.40ct 
重量：約10ｇ 最大幅：約11mm 最小幅：約4.5mm 高さ：約
4mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜54｜341121 ￥598,000
K18WG エメラルド パヴェ リング EM 約1.50ct
重量：約5.5ｇ 最大幅：約7.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約
4.5mm

【6週間前後でお届け】

｜55｜J307478 ￥128,000

「コロンビア産エメラルド」
コロンビアは世界のエメラルド産出量の約60%を占める、まさに「エメラ
ルドの王国」。深みのある緑が特徴で、ブラジルなど他の産出国のエ
メラルドより良質とされており、最近になって宝石品質の出現が激減し
ている宝石です。
コロンビアには大小200以上の鉱区があり、たくさんの鉱山が存在しま
す。ムソー鉱山、チボール鉱山、コスケス鉱山、ピタ鉱山、新しいクナ
鉱区・・・採掘されるエメラルドもそれぞれの鉱山によって違った特徴
を持っています。これはもともとコロンビアがカリブ海の火山活動の隆起
で出来上がった土地であることに関係しているといわれています。
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PT950 デマントイドガーネット ダイヤモンド リング 
DTG 2.52ct D 0.63ct
重量：約10ｇ 最大幅：約12.5mm 最小幅：約2.5mm 高さ：
約6.5mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜56｜336179 ￥4,980,000

PT950 デマントイドガーネット ダイヤモンド リング DTG 
4.27ct以上 D 約0.48ct
重量：約７.７ｇ 最大幅：約１０mm 最小幅：約２mm 高さ：約
７.５mm 基本サイズ：１３号

【３日以内に発送】

｜57｜335070 ￥4,980,000
PT950 デマントイドガーネット ダイヤ リング 
DTG 1.08ct D 約0.62ct
重量：約7.8ｇ 最大幅：約14mm 最小幅：約2mm 高さ：約
6mm 基本サイズ：13号

【12日以内に発送】

｜58｜340490 ￥798,000

K18WG アレキサンドライト ダイヤモンド リング AL 約
0.90ct D 約0.44ct
重量：約9ｇ 最大幅：約9.5mm 最小幅：約3.5mm 高さ：約
6mm 基本サイズ：12号

【3日以内に発送】

｜59｜350767 ￥249,000

PT950 アレキサンドライト ダイヤ リング AL 約0.88ct D 
約0.35ct
重量：約6.7ｇ 最大幅：約8.5mm 最小幅：約2.5mm 高さ：約
3mm

【4週間前後でお届け】

｜60｜J340780 ￥226,000
PT950 アレキサンドライト ダイヤ リング AL 約0.83ct D 
約0.17ct
重量：約4.1ｇ 最大幅：約4mm
最小幅：約2mm 高さ：約2.5mm 対応サイズ：8-20号

【4週間前後でお届け】

｜61｜J344725 ￥168,000

◀白熱灯下での
変色効果

◀白熱灯下での
変色効果

◀白熱灯下での
変色効果

「ロシア産デマントイドガーネット」
1855年にロシア中央部のウラル山脈にあるふたつの砂鉱床で発見され、当初は
エメラルドと思われたため、専門家が詳しく検査するまでは「ウラル・エメラルド」と
まで呼ばれました。デマントイドという名前は、古いドイツ語で「ダイヤモンドのよう
な」という意味の「デマント」に由来しています。その光沢と分散がダイヤモンドに
似ていたからというわけですが、実はデマントイドのファイアの度合いはダイヤモンド
のものよりも高いのです。アフリカでも採れるようになりましたが、彩度の高いロシア
産はコレクターを魅了しその希少性は増すばかりです。

「ブラジルヘマチタ産 アレキサンドライト」
アレキサンドライトは昼光下では青緑色、
白熱灯の下では魅力的なラズベリー色に
カラーチェンジする宝石です。古くはロシ
アで産出し皇帝の名がつけられた宝石。
インド、スリランカ、マダガスカルなどでも発
見されていますが、1980年代にブラジル、
ヘマチタでごくわずかの高品質のアレキサ
ンドライトが産出され、世界中のアレキサン
ドライトファンを魅了しています。
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emantoidD Garnet デマントイドガーネット lexandriteA アレキサンドライト

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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PT950 デマントイドガーネット ダイヤモンド リング 
DTG 2.52ct D 0.63ct
重量：約10ｇ 最大幅：約12.5mm 最小幅：約2.5mm 高さ：
約6.5mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜56｜336179 ￥4,980,000

PT950 デマントイドガーネット ダイヤモンド リング DTG 
4.27ct以上 D 約0.48ct
重量：約７.７ｇ 最大幅：約１０mm 最小幅：約２mm 高さ：約
７.５mm 基本サイズ：１３号

【３日以内に発送】

｜57｜335070 ￥4,980,000
PT950 デマントイドガーネット ダイヤ リング 
DTG 1.08ct D 約0.62ct
重量：約7.8ｇ 最大幅：約14mm 最小幅：約2mm 高さ：約
6mm 基本サイズ：13号

【12日以内に発送】

｜58｜340490 ￥798,000

K18WG アレキサンドライト ダイヤモンド リング AL 約
0.90ct D 約0.44ct
重量：約9ｇ 最大幅：約9.5mm 最小幅：約3.5mm 高さ：約
6mm 基本サイズ：12号

【3日以内に発送】

｜59｜350767 ￥249,000

PT950 アレキサンドライト ダイヤ リング AL 約0.88ct D 
約0.35ct
重量：約6.7ｇ 最大幅：約8.5mm 最小幅：約2.5mm 高さ：約
3mm

【4週間前後でお届け】

｜60｜J340780 ￥226,000
PT950 アレキサンドライト ダイヤ リング AL 約0.83ct D 
約0.17ct
重量：約4.1ｇ 最大幅：約4mm
最小幅：約2mm 高さ：約2.5mm 対応サイズ：8-20号

【4週間前後でお届け】

｜61｜J344725 ￥168,000

◀白熱灯下での
変色効果

◀白熱灯下での
変色効果

◀白熱灯下での
変色効果

「ロシア産デマントイドガーネット」
1855年にロシア中央部のウラル山脈にあるふたつの砂鉱床で発見され、当初は
エメラルドと思われたため、専門家が詳しく検査するまでは「ウラル・エメラルド」と
まで呼ばれました。デマントイドという名前は、古いドイツ語で「ダイヤモンドのよう
な」という意味の「デマント」に由来しています。その光沢と分散がダイヤモンドに
似ていたからというわけですが、実はデマントイドのファイアの度合いはダイヤモンド
のものよりも高いのです。アフリカでも採れるようになりましたが、彩度の高いロシア
産はコレクターを魅了しその希少性は増すばかりです。

「ブラジルヘマチタ産 アレキサンドライト」
アレキサンドライトは昼光下では青緑色、
白熱灯の下では魅力的なラズベリー色に
カラーチェンジする宝石です。古くはロシ
アで産出し皇帝の名がつけられた宝石。
インド、スリランカ、マダガスカルなどでも発
見されていますが、1980年代にブラジル、
ヘマチタでごくわずかの高品質のアレキサ
ンドライトが産出され、世界中のアレキサン
ドライトファンを魅了しています。
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emantoidD Garnet デマントイドガーネット lexandriteA アレキサンドライト

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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PT950 パライバトルマリン ダイヤ リング PRT 0.20ct以上 
D 約0.48ct
重量：約5.1ｇ 最大幅：約10mm 最小幅：約1.5mm 高さ：約
4.5mm

【4週間前後でお届け】

｜64｜J340433 ￥149,800
K18WG パライバトルマリン H＆Cダイヤモンド スーパーフ
レックス ピアリング リング Mサイズ PRT 約0.13ct D 約
0.13ct
重量：約3ｇ 最大幅：約4mm 最小幅：約2mm 高さ：約2.5mm 
M対応サイズ：9-16号（J342078）  【5週間前後でお届け】 
L対応サイズ：17-25号（342077） 【3日以内に発送】 

｜65｜ L：342077
M：J342078

￥69,800

ピアリングのようにフレキシブルに動き、様 な々サイズに対応でき
ます。

PT950 パライバトルマリン ダイヤモンド リング PRT 
2.543ct D 0.30ct D 0.57ct
重量：約8.4ｇ 最大幅：約14.5mm 最小幅：約2.2mm 高さ：
約8mm 基本サイズ：12号 日独宝石研究所 鑑別書付き

【7日以内に発送】

｜62｜ 317736 ￥10,000,000
PT950 パライバトルマリン ダイヤモンド リング PRT 
4.58ct D 2.45ct
重量：約18.5ｇ 最大幅：約24.9mm 最小幅：約3.3mm 高さ：
約8mm 基本サイズ：12号

【3日以内に発送】

｜63｜332388 ￥10,000,000
K18YG カナリートルマリン ピアス T 約1.20ct
重量：約4.3ｇ 縦：約14mm 横：約3.5mm

【5週間前後でお届け】

｜66｜J333201 ￥64,800
K18WG カナリートルマリン パライバトルマリン リング T 
約1.71ct PRT 約0.04ct
重量：約4ｇ 最大幅：約7mm 最小幅：約2mm 高さ：約6.5mm 
対応サイズ：8-20号

【4週間前後でお届け】

｜67｜J344694 ￥58,000

62

63

約30年前に一人の鉱夫が私財を投げ売って発見した奇跡
の宝石「パライバトルマリン」。
蛍光感のあるブルーに少しのグリーンが入った爽やかでみず
みずしい色が語りかけてくるようです。

幻の宝石と呼ばれる「カナリートルマリン」。
蛍光感のあるヴィヴィッドイエローが人気です。
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araibaP Tourmaline パライバトルマリン

anary TourmalineC
パライバトルマリン

araiba TourmalineP
パライバトルマリン

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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約1.71ct PRT 約0.04ct
重量：約4ｇ 最大幅：約7mm 最小幅：約2mm 高さ：約6.5mm 
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約30年前に一人の鉱夫が私財を投げ売って発見した奇跡
の宝石「パライバトルマリン」。
蛍光感のあるブルーに少しのグリーンが入った爽やかでみず
みずしい色が語りかけてくるようです。

幻の宝石と呼ばれる「カナリートルマリン」。
蛍光感のあるヴィヴィッドイエローが人気です。
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araibaP Tourmaline パライバトルマリン

anary TourmalineC
パライバトルマリン

araiba TourmalineP
パライバトルマリン

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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純プラチナ アウイナイト ペンダントトップ HA 0.04ct以上
縦：約13mm 横：約12mm 高さ：約5.5mm バチカン内径：約
3.0×2.0mm

【3日以内に発送】

｜69｜348351 ￥29,800

K18WG スリーピングビューティーターコイズ ブラウンダイ
ヤ カフス TQ 約10.30ct BRD 0.20ct
重量：約8.9ｇ 縦：約12mm 横：約12mm

【3日以内に発送】

｜73｜326938 ￥99,800
K18YG スリーピングビューティターコイズ リング TQ 約
5.00ct
重量：約7.8ｇ 最大幅：約9.5mm 最小幅：約3mm 高さ：約
7.5mm

【3週間前後でお届け】

｜74｜ J340834 ￥88,800
K18WG/PT950 アウイナイト ダイヤ リング HA 約0.18ct 
D 約0.73ct
重量：約4.5ｇ 最大幅：約13.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約
6.5mm 基本サイズ：11号

【3日以内に発送】

｜71｜ 346186 ￥228,000
PT950 アウイナイト ダイヤモンド パヴェリング HA 0.28ct
以上 D 0.60ct 
重量：約9.5ｇ 最大幅：約6mm 最小幅：約3mm 高さ：約
2.5mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜70｜350768 ￥239,000

PT950/K18WG アウイナイト パライバトルマリン ダイヤ
ペンダントブローチ HA 約1.39ct PRT 約0.35ct D 約
1.12ct
重量：約9.7ｇ 縦：約53.5mm 横：約27ｍｍ 高さ：約8.5mm 
バチカン内径：約7×3.5ｍｍ

【3日以内に発送】

｜68｜338792 ￥888,000

K18WG スリーピングビューティー ターコイズ ダイヤ パライ
バトルマリン 白蝶貝 ブローチ TQ 約23.00ct D 約0.10ct 
PRT 約0.05ct
重量：約13.4ｇ 縦：約55mm 横：約33mm 高さ：約11mm

【3週間前後でお届け】

｜72｜J342671 ￥248,000

（原寸）

73
（原寸）

68
（原寸）

72
（原寸）

ドイツ・アイフェル地方でしか見つからないとされる「アウイナイト」。
目を閉じてもこの深く美しい鮮やかな青色が脳裏に焼き付いてしまうほどの魅力。
大きな結晶が少ないので大粒は希少です。

アメリカ、アリゾナ州スリーピングビュー
ティー鉱山で採られていた「スリーピン
グビューティーターコイズ」。均一に
渡る青の色がとてもまろやかで美しい
宝石です。

Recommend Catalog 2017 WINTER Recommend Catalog 2017 WINTERH アウイナイトauynite TSleeping Beauty
スリーピングビューティーターコイズ

urquoise

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。



K18WG タンザナイト ダイヤ パライバトルマリン ペンダン
トトップ　TA 約4.80ct D 約0.28ct PRT 約0.16ct
重量：約7.2ｇ 縦：約40mm 横：約28mm 高さ：約6mm バチカ
ン内径：約5.0×3.5mm

【4週間前後でお届け】

｜75｜J344281 ￥195,000

K18WG タンザナイト ダイヤ リング TA 3.50ct以上 D 約
0.55ct
重量：約6.3ｇ 最大幅：約15.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約
7mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

王道な風格でありながらモダンなデザインがこだわり。

｜76｜ J345250 ￥278,000
K18WG タンザナイト ダイヤ リング TA 3.50ct以上 D 約
0.67ct
重量：約7.1ｇ 最大幅：約13.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約
8mm

【3週間前後でお届け】

｜77｜J340382 ￥348,000

76

77
80

81

K18YG ツァボライト ピアス TS 約2.80ct
重量：約4ｇ 縦：約21mm 横：約16.5mm

（J348561 イヤリング/ピアス+8,000円）
【3週間前後でお届け】

｜78｜J348562 ￥99,800

K18WG ツァボライト ダイヤモンド ペンダントトップ TS 
3.06ct D 0.24ct
重量：約1.8ｇ 縦：約21mm 横：約8mm 高さ：約6.3mm バチ
カン内径：約6.0×1.5mm

【3日以内に発送】

｜81｜ 319851 ￥614,000

K18YG ツァボライト ペンダントブローチ TS 約6.90ct
縦：約63mm 横：約45mm 高さ：約7mm バチカン内径：約
8.0×2.5mm

【3週間前後でお届け】

｜79｜J348563 ￥198,000

K18YG ツァボライト リング TS 約2.80ct
重量：約6.7ｇ 最大幅：約30mm 最小幅：約2mm 高さ：約
5mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】 

伸びやかな表情が美しいジュエリー。ぜひ揃えてコーディネー
トを。

｜80｜J348559 ￥108,000

（原寸）
78

（原寸）
79

（原寸）
75

1970年にケニア、ツァボ国立公園付近で発
見された神秘的な深い緑が特徴的な「ツァ
ボライト」。
深い緑色～ミントグリーンまで産出されます。
1ct以上の大粒は非常にレアです。

世界で唯一、タンザニアでしか産出されない
「タンザナイト」。
青と紫色の多色性を持ち、煌めきも豊かで比
較的大粒を狙っていただける希少宝石です。

（原寸）

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18WG タンザナイト ダイヤ パライバトルマリン ペンダン
トトップ　TA 約4.80ct D 約0.28ct PRT 約0.16ct
重量：約7.2ｇ 縦：約40mm 横：約28mm 高さ：約6mm バチカ
ン内径：約5.0×3.5mm

【4週間前後でお届け】

｜75｜J344281 ￥195,000

K18WG タンザナイト ダイヤ リング TA 3.50ct以上 D 約
0.55ct
重量：約6.3ｇ 最大幅：約15.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約
7mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】

王道な風格でありながらモダンなデザインがこだわり。

｜76｜ J345250 ￥278,000
K18WG タンザナイト ダイヤ リング TA 3.50ct以上 D 約
0.67ct
重量：約7.1ｇ 最大幅：約13.5mm 最小幅：約2mm 高さ：約
8mm

【3週間前後でお届け】

｜77｜J340382 ￥348,000

76

77
80

81

K18YG ツァボライト ピアス TS 約2.80ct
重量：約4ｇ 縦：約21mm 横：約16.5mm

（J348561 イヤリング/ピアス+8,000円）
【3週間前後でお届け】

｜78｜J348562 ￥99,800

K18WG ツァボライト ダイヤモンド ペンダントトップ TS 
3.06ct D 0.24ct
重量：約1.8ｇ 縦：約21mm 横：約8mm 高さ：約6.3mm バチ
カン内径：約6.0×1.5mm

【3日以内に発送】

｜81｜ 319851 ￥614,000

K18YG ツァボライト ペンダントブローチ TS 約6.90ct
縦：約63mm 横：約45mm 高さ：約7mm バチカン内径：約
8.0×2.5mm

【3週間前後でお届け】

｜79｜J348563 ￥198,000

K18YG ツァボライト リング TS 約2.80ct
重量：約6.7ｇ 最大幅：約30mm 最小幅：約2mm 高さ：約
5mm 対応サイズ：8-20号

【3週間前後でお届け】 

伸びやかな表情が美しいジュエリー。ぜひ揃えてコーディネー
トを。

｜80｜J348559 ￥108,000

（原寸）
78

（原寸）
79

（原寸）
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1970年にケニア、ツァボ国立公園付近で発
見された神秘的な深い緑が特徴的な「ツァ
ボライト」。
深い緑色～ミントグリーンまで産出されます。
1ct以上の大粒は非常にレアです。

世界で唯一、タンザニアでしか産出されない
「タンザナイト」。
青と紫色の多色性を持ち、煌めきも豊かで比
較的大粒を狙っていただける希少宝石です。

（原寸）

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18YG ブラックオパール ネックレス BO 約40.0ct
重量：約8ｇ 長さ：約47cm 幅：約2.5-6.0mm 5cmアジャス
ターつき

【4週間前後でお届け】

｜84｜J341393 ￥198,000

K18WG アクアマリン ダイヤモンド ペンダントトップ AQ 
0.80ct D 0.64ct
縦：約16.2mm 横：約20mm 高さ：約9mm バチカン内径：約
3.2×2.3mm

【3日以内に発送】

｜86｜350769 ￥185,000
PT950 ピンクサファイア カナリートルマリン エメラルド デ
マントイドガーネット ダイヤ パライバトルマリン マンダリン
ガーネット ペンダントトップ PS 約0.60ct T 約0.43ct D 約
0.15ct EM 約0.20ct DTG 約0.16ct PRT 約0.04ct GA 
約0.02ct
重量：約3.8ｇ 縦：約16.5mm 横：約21.5mm 高さ：約6mm 
バチカン内径：約8.5×2.0mm

【3週間前後でお届け】

｜85｜J344405 ￥88,800

PT950 ミャンマー産 天然スピネル ダイヤ リング SP 
2.43ct D 約0.92ct
重量：約11.5ｇ 最大幅：約15.5mm 最小幅：約3mm 高さ：約
8mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜82｜335212 ￥1,180,000
K18YG/WG マンダリンガーネット オレンジサファイア デマ
ントイドガーネット ペンダントトップ/ブローチ GA 6.61ct 
OS 7.17ct DTG 1.00ct RB 0.96ct D 0.15ct
重量：約33.2ｇ 縦：約40mm 横：約32mm 高さ：約17mm バ
チカン内径：約9.0×2.0mm

【3日以内に発送】

まるで本物のお花のような立体感と花びらの重なりにこだわった
デザイン。

｜83｜333306 ￥790,000

85

86

（原寸）

arestone
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レアストーン

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18YG ブラックオパール ネックレス BO 約40.0ct
重量：約8ｇ 長さ：約47cm 幅：約2.5-6.0mm 5cmアジャス
ターつき

【4週間前後でお届け】

｜84｜J341393 ￥198,000

K18WG アクアマリン ダイヤモンド ペンダントトップ AQ 
0.80ct D 0.64ct
縦：約16.2mm 横：約20mm 高さ：約9mm バチカン内径：約
3.2×2.3mm

【3日以内に発送】

｜86｜350769 ￥185,000
PT950 ピンクサファイア カナリートルマリン エメラルド デ
マントイドガーネット ダイヤ パライバトルマリン マンダリン
ガーネット ペンダントトップ PS 約0.60ct T 約0.43ct D 約
0.15ct EM 約0.20ct DTG 約0.16ct PRT 約0.04ct GA 
約0.02ct
重量：約3.8ｇ 縦：約16.5mm 横：約21.5mm 高さ：約6mm 
バチカン内径：約8.5×2.0mm

【3週間前後でお届け】

｜85｜J344405 ￥88,800

PT950 ミャンマー産 天然スピネル ダイヤ リング SP 
2.43ct D 約0.92ct
重量：約11.5ｇ 最大幅：約15.5mm 最小幅：約3mm 高さ：約
8mm 基本サイズ：13号

【3日以内に発送】

｜82｜335212 ￥1,180,000
K18YG/WG マンダリンガーネット オレンジサファイア デマ
ントイドガーネット ペンダントトップ/ブローチ GA 6.61ct 
OS 7.17ct DTG 1.00ct RB 0.96ct D 0.15ct
重量：約33.2ｇ 縦：約40mm 横：約32mm 高さ：約17mm バ
チカン内径：約9.0×2.0mm

【3日以内に発送】

まるで本物のお花のような立体感と花びらの重なりにこだわった
デザイン。

｜83｜333306 ￥790,000
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（原寸）

arestone
Recommend Catalog 2017 WINTER Recommend Catalog 2017 WINTERR レアストーン arestoneR

レアストーン

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。



K18YG リバーシブル オメガネックレス 
約43cm 幅：約1.4mm 約3.0g（地金重量約2.5ｇ）スライドアジャスター

｜87｜J342316 ￥26,800
K18YG ボール オメガネックレス 
約45cm 幅：約0.8mm 約1.6g スライドピン

｜88｜319945 ￥15,800

K18WG ボール オメガネックレス 
約45cm 幅：約0.8mm 1.6g以上 スライドピン

｜89｜319946 ￥15,800

K18PG ボール オメガネックレス 
約45cm 幅：約0.8mm 約1.6g スライドピン

｜90｜320719 ￥15,800

PT850 ベネチアンチェーン 
約45cm 幅：約0.8mm 2.5g以上 スライドアジャスター

｜91｜ 342294 ￥24,800

K18YG ベネチアンチェーン 
約50cm 幅：約0.7mm 1.9g以上 スライドアジャスター

｜92｜342295 ￥18,800

K18YG テーパー&ラウンドカット チェーン 
約45cm 幅：約0.8mm 1.4g以上 スライドアジャスター

｜94｜J342307 ￥14,000

K18WG ベネチアンチェーン 
約50cm 幅：約0.7mm 1.9g以上 スライドアジャスター

｜93｜342296 ￥18,800

K18WG テーパー&ラウンドカット チェーン 
約45cm 幅：約0.8mm 1.4g以上　スライドアジャスター

｜95｜J342308 ￥14,000

裏側でも
ご利用可能。

2016年12月時点　※チェーンなどの地金商品は、相場により価格が変動する可能性があります。

【7週間前後でお届け】 【3日以内に発送】

【3日以内に発送】

【3日以内に発送】

【3日以内に発送】

【3日以内に発送】 【3日以内に発送】

【6週間前後でお届け】 【6週間前後でお届け】

hain
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※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18YG リバーシブル オメガネックレス 
約43cm 幅：約1.4mm 約3.0g（地金重量約2.5ｇ）スライドアジャスター

｜87｜J342316 ￥26,800
K18YG ボール オメガネックレス 
約45cm 幅：約0.8mm 約1.6g スライドピン

｜88｜319945 ￥15,800

K18WG ボール オメガネックレス 
約45cm 幅：約0.8mm 1.6g以上 スライドピン

｜89｜319946 ￥15,800

K18PG ボール オメガネックレス 
約45cm 幅：約0.8mm 約1.6g スライドピン

｜90｜320719 ￥15,800

PT850 ベネチアンチェーン 
約45cm 幅：約0.8mm 2.5g以上 スライドアジャスター

｜91｜ 342294 ￥24,800

K18YG ベネチアンチェーン 
約50cm 幅：約0.7mm 1.9g以上 スライドアジャスター

｜92｜342295 ￥18,800

K18YG テーパー&ラウンドカット チェーン 
約45cm 幅：約0.8mm 1.4g以上 スライドアジャスター

｜94｜J342307 ￥14,000

K18WG ベネチアンチェーン 
約50cm 幅：約0.7mm 1.9g以上 スライドアジャスター

｜93｜342296 ￥18,800

K18WG テーパー&ラウンドカット チェーン 
約45cm 幅：約0.8mm 1.4g以上　スライドアジャスター

｜95｜J342308 ￥14,000

裏側でも
ご利用可能。

2016年12月時点　※チェーンなどの地金商品は、相場により価格が変動する可能性があります。

【7週間前後でお届け】 【3日以内に発送】

【3日以内に発送】

【3日以内に発送】

【3日以内に発送】

【3日以内に発送】 【3日以内に発送】

【6週間前後でお届け】 【6週間前後でお届け】

hain
Recommend Catalog 2017 WINTER Recommend Catalog 2017 WINTERC 地 金

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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PT950 ムンシュタイナーカット アクアマリン リング AQ 
3.32ct 
重量：約13.4ｇ 最大幅：約14.5mm 最小幅：約3.5mm 高
さ：約5.5mm 基本サイズ：14号

【3日以内に発送】

｜98｜342474 ￥1,280,000
PT950/K18YG ムンシュタイナーカットアゲート オニキス 
白蝶貝 ペンダントブローチ AG 約19.90ct
重量：約15.9ｇ 縦：約37mm 横：約37mm 高さ：約10mm 
バチカン内径：約5.5×1.5mm

【7週間前後でお届け】

｜97｜J344709 ￥228,000

K18YG アメトリン ネックレス AME 32.26ct
重量：約22.1ｇ トップ縦：約32.5mm トップ横：約21mm トッ
プ高さ：約11.5mm バチカン内径：約2.5×2.5mm チェーン
長さ：約44cm チェーン幅：約0.8mm

【3日以内に発送】

｜96｜348604 ￥1,280,000

K18WG クオーツ タンザナイト パライバトルマリン ダイヤ 
ペンダントトップ　QZ 15.00ct以上 TA 約0.08ct PRT 
約0.07ct D 約0.04ct
重量：約5.2ｇ 縦：約24mm 横：約21.5mm 高さ：約7.5mm 
バチカン内径：約5.5×2.5mm

【7週間前後でお届け】 

｜100｜J339951 ￥118,000
PT950  ピンクトルマリン タンザナイト ダイヤ パライバト
ルマリン ペンダントトップ T 7.83ct TA 7.43ct D 0.11ct 
PRT 0.11ct
重量：約7.7ｇ 縦：約19.5mm 横：約37mm 高さ：約9.5mm 
バチカン内径：約5.5×3.0mm

【3日以内に発送】

｜101｜343075 ￥298,000

K18WG/PG/YG タンザナイト ルベライト ダイヤ イエロー
ダイヤ ピンクダイヤ デマントイドガーネット パライバトルマ
リン アヤナスピネル ペンダントトップ
重量：約9.5ｇ 縦：約28mm 横：約42mm 高さ：約10.5mm 
バチカン内径：約6.5×2.0mm

【3日以内に発送】

｜99｜342135 ￥698,000

（原寸）
97

（原寸）
96

ドイツ、イーダーオーバーシュタインの宝石彫刻の中でも多くのファンを持つムン
シュタイナー作品。珠玉のカッティングスタイルをご堪能いただける作品です。
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telierA ムンシュタイナー darI イーダーオーバーシュタイン

Munsteiner Oberstein

ムンシュタイナー

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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PT950 ムンシュタイナーカット アクアマリン リング AQ 
3.32ct 
重量：約13.4ｇ 最大幅：約14.5mm 最小幅：約3.5mm 高
さ：約5.5mm 基本サイズ：14号

【3日以内に発送】

｜98｜342474 ￥1,280,000
PT950/K18YG ムンシュタイナーカットアゲート オニキス 
白蝶貝 ペンダントブローチ AG 約19.90ct
重量：約15.9ｇ 縦：約37mm 横：約37mm 高さ：約10mm 
バチカン内径：約5.5×1.5mm

【7週間前後でお届け】

｜97｜J344709 ￥228,000

K18YG アメトリン ネックレス AME 32.26ct
重量：約22.1ｇ トップ縦：約32.5mm トップ横：約21mm トッ
プ高さ：約11.5mm バチカン内径：約2.5×2.5mm チェーン
長さ：約44cm チェーン幅：約0.8mm

【3日以内に発送】

｜96｜348604 ￥1,280,000

K18WG クオーツ タンザナイト パライバトルマリン ダイヤ 
ペンダントトップ　QZ 15.00ct以上 TA 約0.08ct PRT 
約0.07ct D 約0.04ct
重量：約5.2ｇ 縦：約24mm 横：約21.5mm 高さ：約7.5mm 
バチカン内径：約5.5×2.5mm

【7週間前後でお届け】 

｜100｜J339951 ￥118,000
PT950  ピンクトルマリン タンザナイト ダイヤ パライバト
ルマリン ペンダントトップ T 7.83ct TA 7.43ct D 0.11ct 
PRT 0.11ct
重量：約7.7ｇ 縦：約19.5mm 横：約37mm 高さ：約9.5mm 
バチカン内径：約5.5×3.0mm

【3日以内に発送】

｜101｜343075 ￥298,000

K18WG/PG/YG タンザナイト ルベライト ダイヤ イエロー
ダイヤ ピンクダイヤ デマントイドガーネット パライバトルマ
リン アヤナスピネル ペンダントトップ
重量：約9.5ｇ 縦：約28mm 横：約42mm 高さ：約10.5mm 
バチカン内径：約6.5×2.0mm

【3日以内に発送】

｜99｜342135 ￥698,000
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ドイツ、イーダーオーバーシュタインの宝石彫刻の中でも多くのファンを持つムン
シュタイナー作品。珠玉のカッティングスタイルをご堪能いただける作品です。
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telierA ムンシュタイナー darI イーダーオーバーシュタイン

Munsteiner Oberstein

ムンシュタイナー

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18YG/PT900 メノウカメオ ダイヤモンド 緑メノウ ペンダ
ントトップ/ブローチ カメオ 約45×30mm D 約0.07ct
重量：約18.5ｇ 縦：約60mm 横：約38mm 高さ：約10mm バチ
カン内径：約8.0×3.0mm 

【3日以内に発送】

アルフォンス・ミュシャ『クリオ』

｜105｜181395 ￥448,000
K18WG メノウカメオ ダイヤモンド ペンダントトップ カメオ 
約25×25mm D 0.02ct
重量：約3.7ｇ 縦：約31mm 横：約25mm 高さ：約3mm バチ
カン内径：約4.0×1.5mm

【5週間前後でお届け】

ミュシャシリーズ「黄道十二宮」 

｜106｜J180891 ￥68,000

K18WG メノウカメオ ラピスラズリ ターコイズ ダイヤモンド 
ペンダントトップ カメオ 約20×20mm LA 1.9ct TA 0.2ct 
D 0.01ct
重量：約3.6ｇ 縦：約51mm 横：約20mm 高さ：約6mm バチ
カン内径：約6.0×2.0mm

【4週間前後でお届け】

｜107｜J181332 ￥64,800
K18YG メノウカメオ サンゴ ダイヤモンド ペンダントトップ
カメオ 約20×15mm COR 約6.5mm COR 約6×4mm D 
約0.03ct
重量：約3.5ｇ 縦：約50mm 横：約20mm 高さ：約7mm バチ
カン内径：約7.0×3.0mm

【4週間前後でお届け】

｜108｜J181335 ￥57,800

K18YG シェルカメオ ダイヤモンド ペンダントブローチ D 
約0.04ct
重量：約10.3ｇ 縦：約37mm 横：約48mm 高さ：約13.5mm 
バチカン内径：約10.5×1.5mm

【7週間前後でお届け】

｜104｜J336463 ￥148,000
K18WG シェルカメオ ダイヤモンド ペンダントトップ/ブロー
チ カメオ 約30×40mm D 0.35ct 
重量：約16.2ｇ 縦：約39mm 横：約40.5mm 高さ：約10.5mm 
バチカン内径：約5.5×2.5mm

【7週間前後でお届け】

｜103｜J326643 ￥288,000

K18WG シェルカメオ パープルサファイア ダイヤモンド ペンダント
トップ/ブローチ カメオ 約37.5×30mm PPS 0.77ct D 0.24ct
重量：約21g 縦：約52.5mm 横：約40mm 高さ：約11mm バチカン
内径：約7.5×3.0mm 

【3日以内に発送】

バチカンを折りたたみ、ブローチとしてもお使いいただけます。

｜102｜319253 ￥339,000

（原寸）
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（原寸）
108

イタリアのシェルカメオの
第一人者であるペルニーチェ氏の
珠玉の作品。
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ameohellS C
シェルカメオ

ameotoneS C
ストーンカメオ

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18YG/PT900 メノウカメオ ダイヤモンド 緑メノウ ペンダ
ントトップ/ブローチ カメオ 約45×30mm D 約0.07ct
重量：約18.5ｇ 縦：約60mm 横：約38mm 高さ：約10mm バチ
カン内径：約8.0×3.0mm 

【3日以内に発送】

アルフォンス・ミュシャ『クリオ』

｜105｜181395 ￥448,000
K18WG メノウカメオ ダイヤモンド ペンダントトップ カメオ 
約25×25mm D 0.02ct
重量：約3.7ｇ 縦：約31mm 横：約25mm 高さ：約3mm バチ
カン内径：約4.0×1.5mm

【5週間前後でお届け】

ミュシャシリーズ「黄道十二宮」 

｜106｜J180891 ￥68,000

K18WG メノウカメオ ラピスラズリ ターコイズ ダイヤモンド 
ペンダントトップ カメオ 約20×20mm LA 1.9ct TA 0.2ct 
D 0.01ct
重量：約3.6ｇ 縦：約51mm 横：約20mm 高さ：約6mm バチ
カン内径：約6.0×2.0mm

【4週間前後でお届け】

｜107｜J181332 ￥64,800
K18YG メノウカメオ サンゴ ダイヤモンド ペンダントトップ
カメオ 約20×15mm COR 約6.5mm COR 約6×4mm D 
約0.03ct
重量：約3.5ｇ 縦：約50mm 横：約20mm 高さ：約7mm バチ
カン内径：約7.0×3.0mm

【4週間前後でお届け】

｜108｜J181335 ￥57,800

K18YG シェルカメオ ダイヤモンド ペンダントブローチ D 
約0.04ct
重量：約10.3ｇ 縦：約37mm 横：約48mm 高さ：約13.5mm 
バチカン内径：約10.5×1.5mm

【7週間前後でお届け】

｜104｜J336463 ￥148,000
K18WG シェルカメオ ダイヤモンド ペンダントトップ/ブロー
チ カメオ 約30×40mm D 0.35ct 
重量：約16.2ｇ 縦：約39mm 横：約40.5mm 高さ：約10.5mm 
バチカン内径：約5.5×2.5mm

【7週間前後でお届け】

｜103｜J326643 ￥288,000

K18WG シェルカメオ パープルサファイア ダイヤモンド ペンダント
トップ/ブローチ カメオ 約37.5×30mm PPS 0.77ct D 0.24ct
重量：約21g 縦：約52.5mm 横：約40mm 高さ：約11mm バチカン
内径：約7.5×3.0mm 

【3日以内に発送】

バチカンを折りたたみ、ブローチとしてもお使いいただけます。

｜102｜319253 ￥339,000
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105

（原寸）
106

（原寸）
107

（原寸）
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イタリアのシェルカメオの
第一人者であるペルニーチェ氏の
珠玉の作品。
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ameohellS C
シェルカメオ

ameotoneS C
ストーンカメオ

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18WG サファイア ダイヤ ミステリーセッティング 
ペンダントブローチ SA 約19.00ct D 約2.10ct
重量：約22.7ｇ 縦：約42mm 横：約58mm 高さ：約14mm

【5週間前後でお届け】

蝶は動きに合わせて舞うようにゆれ動きます。

｜110｜J346244 ￥1,280,000
K18PG/WG ルビー ダイヤ ミステリーセッティング ネックレス & ペンダントブロー
チ RB 約8.35ct D 約2.75ct
(左右部分) 縦：約49mm 横：約19mm 高さ：約5.5mm バチカン内径：約7.0×2.0mm
(中央) 縦：約36mm 横：約63mm 高さ：約13mm バチカン内径：約6.0×3.0mm
(オメガネックレス) 長さ：約43cm 幅：約1.4mm スライドアジャスター 約5cm

【6週間前後でお届け】

ネックレスの中心部分は、ブローチとして装えるように取り外しが可能です。
素敵なソワレにふさわしいネックレスをご提案致します。

｜109｜J344810 ￥998,000

宝石の美しさを追求し現代の女性がモダンに装える逸品。
ハイジュエリーの品格を持ちながら、日常でもお楽しみいただけるジュエリー。
使用する素材と作りにこだわりを持ったジュエリーをコンセプトに作られています。
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※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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（原寸）
110（原寸）

109

K18WG サファイア ダイヤ ミステリーセッティング 
ペンダントブローチ SA 約19.00ct D 約2.10ct
重量：約22.7ｇ 縦：約42mm 横：約58mm 高さ：約14mm

【5週間前後でお届け】

蝶は動きに合わせて舞うようにゆれ動きます。

｜110｜J346244 ￥1,280,000
K18PG/WG ルビー ダイヤ ミステリーセッティング ネックレス & ペンダントブロー
チ RB 約8.35ct D 約2.75ct
(左右部分) 縦：約49mm 横：約19mm 高さ：約5.5mm バチカン内径：約7.0×2.0mm
(中央) 縦：約36mm 横：約63mm 高さ：約13mm バチカン内径：約6.0×3.0mm
(オメガネックレス) 長さ：約43cm 幅：約1.4mm スライドアジャスター 約5cm

【6週間前後でお届け】

ネックレスの中心部分は、ブローチとして装えるように取り外しが可能です。
素敵なソワレにふさわしいネックレスをご提案致します。

｜109｜J344810 ￥998,000

宝石の美しさを追求し現代の女性がモダンに装える逸品。
ハイジュエリーの品格を持ちながら、日常でもお楽しみいただけるジュエリー。
使用する素材と作りにこだわりを持ったジュエリーをコンセプトに作られています。

Recommend Catalog 2017 WINTER Recommend Catalog 2017 WINTER

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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K18WG/YG 白蝶 オニキス ブラックダイヤ ＆ ダイヤ ピアリ
ング BLD 約0.24ct D 約0.20ct 
重量：約9.2ｇ 縦：約20.5mm 横：約5.5mm 特許第4592116
号

【7週間前後でお届け】 

｜112｜J339525 ￥136,000
K18PG/YG ブラウンダイヤ 白蝶貝 ピアリング BRD 約
0.60ct 
重量：約11.5ｇ 縦：約17.5mm 横：約10mm 特許第4592116
号

【7週間前後でお届け】

｜111｜J339029 ￥169,000 K18WG サファイア ブラウンダイヤ ＆ ダイヤモンド ピアリ
ングチャーム SA 0.96ct以上 BRD 0.30ct D 約0.24ct
重量：約2.9ｇ 縦：約20.5mm 横：約10mm

【5週間前後でお届け】

｜116｜J331235 ￥148,000
PT950 エメラルド ダイヤモンド ピアリングチャーム EM 約
0.94ct D 約0.28ct
重量：約5.8ｇ 縦：約31mm 横：約11mm 丸環内径：約
6×5mm

【5週間前後でお届け】

｜115｜J340237 ￥138,000

K18WG/PG インペリアルトパーズ パ
ライバトルマリン ピンクサファイア ピア
リングチャーム ITO 約1.72ct PRT 約
0.12ct PS 約0.26ct MO 約0.24ct 
BRD 約0.04ct
重量：約2.8ｇ 縦：約26mm 横：約10mm 
丸環内径：約5mm

【4週間前後でお届け】

｜117｜J341786 ￥77,000
K18WG ダイヤモンド ピアリング
チャーム D 約0.66ct
重量：約4.3ｇ 縦：約29mm 横：約11.5mm

【5週間前後でお届け】

｜118｜J345148 ￥89,800
K18PG ルビー ダイヤ ピアリング
チャーム 
RB 約0.45ct D 約0.04ct
重量：約0.8ｇ 縦：約15mm 横：約7mm 
丸環内径：5.0mm

【5週間前後でお届け】

｜119｜J344319 ￥36,800
K18WG/YG ダイヤモンド ブラウンダイヤ ピアリング D 約
1.00ct BRD 約0.96ct
重量：約6.3ｇ 縦：約12mm 横：約9.5mm 特許第4592116号

【6週間前後でお届け】

｜114｜J339561 ￥209,000
K18WG パライバトルマリン ダイヤ ピアリング PRT 約
0.54ct D 約1.12ct
重量：約9.8ｇ縦：約15mm 横：約9.5mm 特許第4592116号

【7週間前後でお届け】

｜113｜J340234 ￥288,000

特許を取得しているクリップ式イヤリング「ピアリング」。
着け心地の良さとデザインの豊富さでコレクションされる方も多いです。

ピアリングやピアスと合わせてコーディネートを楽しんでいただける「チャーム」。
お洋服や気分に合わせて選んでみてください。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございますv。　※商品価格は全て税込です。
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ierringP ピアリング harmC チャーム

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※チャームを留めているピアス、イヤリング、ピアリングは別売です。
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K18WG/YG 白蝶 オニキス ブラックダイヤ ＆ ダイヤ ピアリ
ング BLD 約0.24ct D 約0.20ct 
重量：約9.2ｇ 縦：約20.5mm 横：約5.5mm 特許第4592116
号

【7週間前後でお届け】 

｜112｜J339525 ￥136,000
K18PG/YG ブラウンダイヤ 白蝶貝 ピアリング BRD 約
0.60ct 
重量：約11.5ｇ 縦：約17.5mm 横：約10mm 特許第4592116
号

【7週間前後でお届け】

｜111｜J339029 ￥169,000 K18WG サファイア ブラウンダイヤ ＆ ダイヤモンド ピアリ
ングチャーム SA 0.96ct以上 BRD 0.30ct D 約0.24ct
重量：約2.9ｇ 縦：約20.5mm 横：約10mm

【5週間前後でお届け】

｜116｜J331235 ￥148,000
PT950 エメラルド ダイヤモンド ピアリングチャーム EM 約
0.94ct D 約0.28ct
重量：約5.8ｇ 縦：約31mm 横：約11mm 丸環内径：約
6×5mm

【5週間前後でお届け】

｜115｜J340237 ￥138,000

K18WG/PG インペリアルトパーズ パ
ライバトルマリン ピンクサファイア ピア
リングチャーム ITO 約1.72ct PRT 約
0.12ct PS 約0.26ct MO 約0.24ct 
BRD 約0.04ct
重量：約2.8ｇ 縦：約26mm 横：約10mm 
丸環内径：約5mm

【4週間前後でお届け】

｜117｜J341786 ￥77,000
K18WG ダイヤモンド ピアリング
チャーム D 約0.66ct
重量：約4.3ｇ 縦：約29mm 横：約11.5mm

【5週間前後でお届け】

｜118｜J345148 ￥89,800
K18PG ルビー ダイヤ ピアリング
チャーム 
RB 約0.45ct D 約0.04ct
重量：約0.8ｇ 縦：約15mm 横：約7mm 
丸環内径：5.0mm

【5週間前後でお届け】

｜119｜J344319 ￥36,800
K18WG/YG ダイヤモンド ブラウンダイヤ ピアリング D 約
1.00ct BRD 約0.96ct
重量：約6.3ｇ 縦：約12mm 横：約9.5mm 特許第4592116号

【6週間前後でお届け】

｜114｜J339561 ￥209,000
K18WG パライバトルマリン ダイヤ ピアリング PRT 約
0.54ct D 約1.12ct
重量：約9.8ｇ縦：約15mm 横：約9.5mm 特許第4592116号

【7週間前後でお届け】

｜113｜J340234 ￥288,000

特許を取得しているクリップ式イヤリング「ピアリング」。
着け心地の良さとデザインの豊富さでコレクションされる方も多いです。

ピアリングやピアスと合わせてコーディネートを楽しんでいただける「チャーム」。
お洋服や気分に合わせて選んでみてください。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございますv。　※商品価格は全て税込です。
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ierringP ピアリング harmC チャーム

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※チャームを留めているピアス、イヤリング、ピアリングは別売です。



K18WG ゴールデンサファイア ダイヤ ミステリーセッ
ティング ペンダントトップ SA 約5.60ct D 約0.02ct
重量：約7.5ｇ 縦：約36.5mm 横：約25.5mm 高さ：約
5.5mm バチカン内径：約5.0×3.0mm

【3日以内に発送】

341947 ￥160,000
K18WG ブラウンダイヤモンド ＆ ピンクダイヤ ペンダ
ントトップ 2点セット BRD 約0.60ct PD 約0.33ct

（小）縦：約9mm 横：約6.5mm 高さ：約5.0mm バチカ
ン内径：約4.5×1.0mm

（大）縦：約16.5mm 横：約13.0mm 高さ：約4.0mm バ
チカン内径：約8.5×1.0mm

【3日以内に発送】

341934 ￥88,000

K18WG／YG ピンクサファイア ピアリングチャーム ＆ 
ピアリング セット
セット重量：約5.3ｇ ピアリング 縦：約14mm 横：約
4mm 特許第4592116号 チャーム 縦：約11.5mm 横：
約10.5mm 丸管内径：約5mm

【3日以内に発送】

350778 ￥126,800

K18WG／YG モルガナイトピアリングチャーム ＆ ピ
アリング　セット
セット重量：約3.1ｇ チャーム 縦：約14.5mm 横：約
6.5mm 丸環内径：約5mm ピアリング 縦：約13mm 
横：約5mm 特許第4592116号

【3日以内に発送】

350770 ￥54,800

パラジウムシルバー950ピンクサファイア 天然ホワイト
ジルコン ルビー ペンダントトップ PS 約1.20ct RB 約
0.01ct ZI 約0.18ct
縦：約25mm 横：約13mm 高さ：6mm バチカン内径： 
約3.0×1.5mm

【3日以内に発送】

334726 ￥16,200

K18PG ゴールデンサファイア ダイアモンド ボールオメ
ガネックレス ＳＡ 約1.65ct D 約0.05ｃｔ
重量：約3.8ｇ トップ縦：約20mm トップ横：約9.3mm トッ
プ高さ：約4.8mm バチカン内径：約3.0×2.0mm チェーン
長さ：約45cm チェーン幅：約0.8mm スライドピン

【3日以内に発送】 

343769 ￥44,800

K18WG/YG ピンクサファイア ロシアンダイヤ & ダイ
ヤ ペンダントトップ PS 約2.85ct D 0.15ct以上 D 約
0.04ct
重量：約4.7ｇ 縦：約23mm 横：約21mm 高さ：約6mm 
バチカン内径：約6.0×2.0mm

【3日以内に発送】

348215 ￥110,000

GSTV
OUTLET
2017
WINTER
オンエアではご紹介できなく
なってしまったアイテム。カタロ
グではそんなアイテムを特別価
格でご案内します!

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。

K18WG ゴールデンサファイア ダイヤ ミステリーセッ
ティング ペンダントトップ SA 約5.60ct D 約0.02ct
重量：約7.5ｇ 縦：約36.5mm 横：約25.5mm 高さ：約
5.5mm バチカン内径：約5.0×3.0mm

【3日以内に発送】

341947 ￥160,000
K18WG ブラウンダイヤモンド ＆ ピンクダイヤ ペンダ
ントトップ 2点セット BRD 約0.60ct PD 約0.33ct

（小）縦：約9mm 横：約6.5mm 高さ：約5.0mm バチカ
ン内径：約4.5×1.0mm

（大）縦：約16.5mm 横：約13.0mm 高さ：約4.0mm バ
チカン内径：約8.5×1.0mm

【3日以内に発送】

341934 ￥88,000

K18WG／YG ピンクサファイア ピアリングチャーム ＆ 
ピアリング セット
セット重量：約5.3ｇ ピアリング 縦：約14mm 横：約
4mm 特許第4592116号 チャーム 縦：約11.5mm 横：
約10.5mm 丸管内径：約5mm

【3日以内に発送】

350778 ￥126,800
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縦：約25mm 横：約13mm 高さ：6mm バチカン内径： 
約3.0×1.5mm

【3日以内に発送】

334726 ￥16,200

K18PG ゴールデンサファイア ダイアモンド ボールオメ
ガネックレス ＳＡ 約1.65ct D 約0.05ｃｔ
重量：約3.8ｇ トップ縦：約20mm トップ横：約9.3mm トッ
プ高さ：約4.8mm バチカン内径：約3.0×2.0mm チェーン
長さ：約45cm チェーン幅：約0.8mm スライドピン

【3日以内に発送】 

343769 ￥44,800

K18WG/YG ピンクサファイア ロシアンダイヤ & ダイ
ヤ ペンダントトップ PS 約2.85ct D 0.15ct以上 D 約
0.04ct
重量：約4.7ｇ 縦：約23mm 横：約21mm 高さ：約6mm 
バチカン内径：約6.0×2.0mm

【3日以内に発送】

348215 ￥110,000
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2017
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オンエアではご紹介できなく
なってしまったアイテム。カタロ
グではそんなアイテムを特別価
格でご案内します!

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。　※対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。　※商品価格は全て税込です。
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GSTVはWEBでテレビと同じ放送が
24時間いつでもご覧いただけます！

※1 生放送は8:00～26:00（翌2:00）です。　※2 放送局の配信方法により、一部時間のみ視聴いただける場合がございます。
※3 曜日により放送時間は変更になります。土曜日の放映はございません。

GSTV INFORMATION

GSTVの番組が、BS-TBSにて
『麗しの宝石ショッピング』として生放送！
もっとお気軽にGSTVをお楽しみ
いただけます！

スカパープレミアムサービスやJ:COM
などケーブルTVにて24時間※1,2ご覧
いただけます。

（注）BS放送やケーブルTVをお楽しみいただくためには専用のアンテナか、
　　各地域のケーブルテレビにお申し込みいただく必要があります。

　各CATV局（注）
スカパー！プレミアムサービス・J：COM など

WEB テレビ

24h
放送※1 24h

放送※1、2

リビングでゆったり、いつものテレビで。

1h
放送

※3

毎週！ 生放送
視聴無料！（注）

BS-TBS『麗しの宝石ショッピング』『麗しの宝石ショッピング』『麗しの宝石ショッピング』『麗しの宝石ショッピング』

放送済みの番組が見られます！放送済みの番組が見られます！WEBの
番組表ページから

↑パソコントップページ ↑スマートフォントップの
「テレビ番組ガイド」を押したところ

※視聴可能な放送は放送日から1週間以内です。
↑テレビ番組表

トップページから「テレビ番組表」、または、「テレビ番組ガイド」
→「テレビ番組表」を選択。
「テレビ番組表」が表示されたら見たい番組の「録画放送を見る」
を押してご覧ください。

放送済みの番組が見られます！

スマホ
でも

パソコン
でも

オンエア中、オンエア済みの商
品もチェックしてご注文いただ
けます。もちろんスマホも対応！

見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！見られます！
GSTV 検 索https://www.gstv.jp/

番組をもっと見やすく！ご注文をもっとしやすく！
GSTVのWEBサイトは日々進化しています！

GSTVご視聴方法 - WEB GSTVご視聴方法 - テレビ

※2016年9月8日以降のオンエア済みの商品に対応しております。　※放送直後の商品は約1時間半後に掲載いたします。　※オンエア時と価格が異なる場合がありますのでご注意ください。

GSTV録画放送がご確認いただけます！

商品の詳細な説明や、

着用の様子などが

ご覧いただけます。

にて

アヒマディ博士
も出演！

アヒマディ博士
も出演！

小島奈津子
が司会

小島奈津子
が司会

商品動画 録画放送

キャスト 小島奈津子　 阿部桃子　阿依アヒマディ　 MARI

人生を彩る「ジュエリー」をテーマにした情報番組 毎月最終 曜日日
午後午後 6:00～6:546:00～6:54

絶賛放送中！！
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などケーブルTVにて24時間※1,2ご覧
いただけます。

（注）BS放送やケーブルTVをお楽しみいただくためには専用のアンテナか、
　　各地域のケーブルテレビにお申し込みいただく必要があります。
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↑パソコントップページ ↑スマートフォントップの
「テレビ番組ガイド」を押したところ

※視聴可能な放送は放送日から1週間以内です。
↑テレビ番組表

トップページから「テレビ番組表」、または、「テレビ番組ガイド」
→「テレビ番組表」を選択。
「テレビ番組表」が表示されたら見たい番組の「録画放送を見る」
を押してご覧ください。

放送済みの番組が見られます！

スマホ
でも

パソコン
でも

オンエア中、オンエア済みの商
品もチェックしてご注文いただ
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GSTV 検 索https://www.gstv.jp/
番組をもっと見やすく！ご注文をもっとしやすく！
GSTVのWEBサイトは日々進化しています！

GSTVご視聴方法 - WEB GSTVご視聴方法 - テレビ

※2016年9月8日以降のオンエア済みの商品に対応しております。　※放送直後の商品は約1時間半後に掲載いたします。　※オンエア時と価格が異なる場合がありますのでご注意ください。

商品の詳細な説明や、

着用の様子などが

ご覧いただけます。

にて

アヒマディ博士
も出演！

アヒマディ博士
も出演！

小島奈津子
が司会

小島奈津子
が司会

商品動画 録画放送

キャスト 小島奈津子　 阿部桃子　阿依アヒマディ　 MARI

人生を彩る「ジュエリー」をテーマにした情報番組 毎月最終 曜日日
午後午後 6:00～6:546:00～6:54

絶賛放送中！！



商品のご注文は、
3つのご注文方法からお選びください。

ご注文専用ダイヤルに
お電話ください。

0120-570-243●ご注文専用ダイヤル「自動応答」によるご注文は、

パソコンでも、スマートフォンからでもご注文が可能です。
ご注文内容がマイページから確認できて安心です。
「WEBサイト」からのご注文は、

WEBサイト自動応答

WEBサイト

自動応答

オペレーター
担当オペレーターが
ご注文を承ります

混み合っているときも
自動でご注文

素早く、スムーズ！
スマホからもご注文

初めて
でも
安心！

素早く！ 早くて
確実！

※4 オペレーターによるご注文受付時間は8:00～26:00（翌2:00）です。

アナウンスのあと、番号「2」を押して
「自動応答によるご注文」にお進みください。

キャンセルについて

ご注意：●本クーポンお届け以前に、すでにご利用されたお客様につきましてはご利用になれません。●キャンペーンにつき予告なく終了する場合があります。
　　　　●2回目以降のご注文でご利用いただけます。

GSTV INFORMATION

初 回 購 入 キ ャ ン ペ ー ン

特典クーポン特典クーポン ¥2,000-■本クーポンの有効期限は、ご注文日から6ヶ月となります。
■本クーポンをご利用の際は、担当者にお申し付けください。
■本クーポンは、ご本人様一度限り有効です。　
■本クーポンは、現金とのお引き換えはいたしません。

がもらえる！

2回目以降のご注文で使える2回目以降のご注文で使える

＊正当な理由なくご注文の取消しを繰り返されるお客様については、以後のご購入をお断りすることがございます。

●ご注意いただきたいこと

0時からのご注文を「当日のご注文」とし、ご注文当日の
23時59分までをキャンセル可能時間といたします。

≪お客様サービスセンター≫

0120-170-243
http://www.gstv.jp/

「マイページ」内「ご注文内容について」 
より「当日分キャンセル」から

キャンセル可能時間

≪自動応答サービス≫

0120-570-243
ガイダンス「3」番

0:00 ～ 23:59まで当日のご注文のみ

※5 お客様サービスセンターのキャンセル受付時間は、8:00 ～23:59までです。

※5
ご紹介する商品の放送時間が遅い時間になるにつれ、キャンセル可
能時間も短くなります。特に22時放送の番組でご紹介する商品をご
注文いただいた場合、キャンセルは番組終了時間の1分前までとなり
ますので予めご了承の上、ご注文をお願いいたしします。

GSTVご注文方法

24h
ご注文※4

人気商品のご注文は、
「自動応答」と「WEBサイト」からがスムーズ！

インターネット
株式会社GSTV

インターネット
GSTV 検 索

〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明ウエストタワー 10F

商品に関するお問い合わせなど
GSTVお客様サービスセンター

受付時間｜全日 8時～24時

（一般電話・携帯電話　通話料無料）

＊自動応答によるご注文は、24時間受け付けております。
＊自動応答ではご注文いただけない商品がございます。ご了承をお願い致します。

0120-170-243

ご注文はこちらから

番組表定期購読のお知らせ GSTV Facebookのご案内

お電話でのオーダー

オペレーター受付時間｜全日 8時～26時 (翌2時)

0120-570-243

GSTV番組表定期購読をご希望の方は
下記のいずれかの方法にてご登録をお願いいたします。

GSTV Facebookでは、
おすすめ商品を毎日配信中！
　　　　　　　セール情報も！

WEBサイトから

お電話から

「マイアカウント」▶「基本ご登録内容の確認・変更」
　　　　　　　　▶「番組表定期購読」から「定期購読する」を選択

お客さまサービスセンター（0120-170-243／8時～24時）へご連絡ください。

※1年以内にご購入がない場合には発送を停止させていただくことがございますので、予めご了承をお願いいたします。

www.facebook.com/GSTV.JP

Information

GSTV ショールーム
GSTVでは、全国にショールームを9店舗オープンしております。オンエアで紹介した商品など、GSTVの商品を実際に手に
取ってご覧いただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

〒135-0063 東京都江東区
有明3-5-7 TOC有明3階

工房併設

（TOCビル閉館日に準ずる）

有明ショールーム
03-6457-1575 
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日、年末年始

〒160-0023 東京都新宿区
西新宿3-2-7 KDX新宿ビル7階

新宿ショールーム
03-6304-5585 
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日

〒261-8535 千葉県千葉市美浜区
豊砂1-1他 GRAND MALL 2F 1237 区画

●営業時間：10:00～22:00　
●定休日：なし

幕張ショールーム
043-307-1174

●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日

〒120-0035 東京都足立区
千住中居町18-12 オカバツインタワービル ウエスト1Ｆ

北千住ショールーム
03-6755-5145

〒810-0001 福岡県福岡市中央区
天神2-13-18 天神ホワイトビル2階

福岡ショールーム
092-406-3230
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日

〒650-0022 兵庫県神戸市中央区
元町通2-6-2

工房併設神戸元町ショールーム
078-333-8000
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日

〒542-0085 大阪府大阪市中央区
心斎橋筋2-2-22 小大丸ビル１階

心斎橋ショールーム
06-6213-6205
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日、第2水曜日

●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日、元旦

〒460-0003 愛知県名古屋市中区
錦3-14-15 オークラビル1階2階

名古屋ショールーム
052-977-4679

●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日

〒231-0861 神奈川県横浜市中区
元町5-181-1 ラ・セルコート元町102

横浜元町ショールーム
045-873-2677
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