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PT950 クリスカットダイヤモンド ＆ ダイヤ ＆ H＆Cダイヤ
（リリーダイヤカット） ミステリーセッティングリング 
D 約0.77ct（LI） D 約0.90ct（LI） D 約0.23ct（LI）
重量：約７．１ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ 最小幅：約2.0ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5030350 ¥498,000-5
PT950 ダイヤモンド（リリーダイヤカット） スムーズ リング
D 約0.65ct（LI）
重量：約６．３ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5037905 ¥198,000-4

Lili Diamonds
リリー  ダイヤモンド

3
PT950 Dカラーダイヤモンド & ダイヤ
（リリーダイヤカット） & ダイヤ ペンダント
トップ D 約0.50ct（D SI2） 
D 約0.15ct（LI） D 約0.02ct 
重量：約１．６ｇ 縦：約１１．５ｍｍ 横：約８．５ｍｍ
高さ：約５．０ｍｍ バチカン内径：約４．５×１．４ｍｍ

5036884 ¥238,000-2
PT950 Dカラーダイヤモンド ＆ ダイヤ
（リリーダイヤカット） ペンダントトップ 
D 約0.30ct（D SI2） D 約0.17ct（LI）
重量：約１．４ｇ 縦：約１１．５ｍｍ 横：約７.0ｍｍ
高さ：約５.0ｍｍ バチカン内径：約３．５×１．７ｍｍ

5029904 ¥128,000-1
PT950 Dカラーダイヤモンド ＆ ダイヤ
（リリーダイヤカット） リング 
D 約0.30ct（D SI2） D 約0.75ct（LI） 
重量：約７．２ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5029903 ¥278,000-

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社と直接取引をしています。

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。

P10～11の4月誕生石ページでは
カラーダイヤモンドを特集しています。

※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。（注）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。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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K18WG ダイヤモンド アコヤ真珠 ピアス 
D 約0.70ct P 約3.0-4.0mm
重量：約５．３ｇ 縦：約２１．５ｍｍ 横：約２２.0ｍｍ

6 5007109 ¥120,000-

「フラワーガーデン」
パールを使用したフラワーガーデンシ
リーズ。ダイヤモンドの蝶々がお花畑
で遊んでいるような雰囲気をリズミ
カルに表現しました。清楚で上品な
イメージが魅力の逸品です。

K18WG アコヤ真珠 ダイヤ リング 
P 約5.0-7.0mm D 約0.30ct 
重量：約６．７ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 最小幅：約２.0ｍｍ 
高さ：約１１.0ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

7 5015993 ¥118,000-

「パールガーデン」
パールのお庭をイメージした夢のよう
なリング。大小様々なパールをふっく
らとリングに配し、ダイヤモンドのお花
や蝶をあしらいました。ローズカット
ダイヤモンドがみずみずしくきらめき、
アクセントとなっています。

PT950 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 D 約2.40ct
重量：約９．３ｇ 縦：約３５．０ｍｍ 横：約３１．０ｍｍ 
高さ：約５．５ｍｍ バチカン内径： 約７．５×２．０ｍｍ

8 5036031 ¥348,000-

「フラワーハート」
蝶々がハートの軌跡を描いてお花に
近づいていくような一瞬をとらえた、
愛らしくもエレガントなペンダントトッ
プ。大ぶりサイズなので、長めのチェーン
でもバランス良くお楽しみいただけ
ます。

─フラワーガーデン─

Flower Garden

─パールガーデン─

Pearl Garden

─フラワーハート─

Flower Heart

─ピエロコレクション─

Pierrot Collection
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K18YG/PT950 マルチカラーストーン 
ダイヤ ペンダントトップ 
RB 約0.10ct TS 約0.08ct 
SA 約0.06ct D 約0.05ct 
EM 約0.05ct HA 約0.01ct 
P 約2.0mm  
重量：約２．５ｇ 縦：約２１．５ｍｍ 横：約１４．０ｍｍ 
高さ：約６．０ｍｍ バチカン内径： 約４．５×２．０ｍｍ

10 5034148 ¥69,800-

「ピエロコレクション」
様々なカラーストーンを使い、モチーフと色のミックスをお楽しみいただけるピエロコレクション。
ステップを踏みながらお手玉をするピエロ、一輪車でポーズをとるピエロ、シャボン玉を作りながら空中芸を見せる
ピエロ。どれも精巧な作りとなっています。遊び心ある贅沢な作品です。

PT950/K18YG マルチカラーストーン 
ダイヤ ペンダントトップ 
MO 約0.70ct AM 約0.05ct 
D 約0.05ct EM 約0.04ct 
TS 約0.03ct RB 約0.02ct 
SA 約0.02ct P 約2.0mm 
重量：約３．３ｇ 縦：約２４．０ｍｍ 横：約１９．０ｍｍ 
高さ：約５．０ｍｍ バチカン内径：約４．５×１．５ｍｍ

11 5036665 ¥68,800-

K18YG/PT950 マルチカラーストーン 
ダイヤ ペンダントトップ 
SA 約0.21ct RB 約0.16ct 
EM 約0.10ct TS 約0.10ct 
D 約0.06ct PS 約0.04ct 
PRT 約0.01ct P 約2.0mm
重量：約２．８ｇ 縦：約２８．０ｍｍ 横：約１６．０ｍｍ 
高さ：約６．０ｍｍ バチカン内径： 約５．５×１．６ｍｍ 

9 5034147 ¥79,800-

※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。（注）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。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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12
K18YG バイオレットスターサファイア 
ブラウンダイヤ ピアス 
SA 約7.40ct BRD 約0.04ct     
重量：約２．９ｇ 縦：約１２.0ｍｍ 横：約６．５ｍｍ 
イヤリング：５０１２９３３（+８,０００円）

5011749 ¥49,800-

13
K18WG アメシスト ブルームーンストーン 
チャーム AM 約1.70ct MO 約0.12ct     
重量：約１．６ｇ 縦：約１７．５ｍｍ 横：約７．８ｍｍ 
丸環内径： 約５．０ｍｍ 
※ピアスやピアリング等につけてお楽しみください。

5017731 ¥27,800-

14
PT950 ルビー ダイヤ 3WAY ペンダント
トップ RB 約1.85ct D 約0.055ct
重量：約３．７ｇ 縦：約１８.0ｍｍ 横：約１５．５ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ
ペンダントトップ小
縦：約９．５ｍｍ 横：約９．５ｍｍ 高さ：約５.0ｍｍ

5027006 ¥79,800-

15
PT950 サファイア ダイヤ 3WAY ペンダント
トップ SA 約2.10ct D 約0.055ct
重量：約３．8ｇ 縦：約１８.0ｍｍ 横：約１５．５ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ
ペンダントトップ小
縦：約９．５ｍｍ 横：約９．５ｍｍ 高さ：約５.0ｍｍ

5027007 ¥79,800-

16
PT950 幻のサファイア リング 
SA 約4.50ct SA 約0.52ct GS 約0.45ct 
SA 約0.35ct PPS 約0.26ct IBS 約0.10ct 
SA 約0.08ct PS 約0.06ct SA 約0.03ct 
D 約0.02ct
重量：約８．２ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約９．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5034974 ¥128,000-

17
PT950 マルチカラーストーン H＆Cダイヤ 
キャッツアイオールスターズリング 
EM 約0.80ct AL 約1.00ct 
CB 約0.75ct D 約0.06ct
重量：約５．７ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ 最小幅：約２.0ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5027302 ¥198,000-

＊ペンダントトップは、No.14とNo.15の商品を組み合わせています。＊ペンダントトップは、No.14とNo.15の商品を組み合わせています。

※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。（注）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。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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PT950 サファイア ダイヤ 3WAY ペンダント
トップ SA 約2.10ct D 約0.055ct
重量：約３．8ｇ 縦：約１８.0ｍｍ 横：約１５．５ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ
ペンダントトップ小
縦：約９．５ｍｍ 横：約９．５ｍｍ 高さ：約５.0ｍｍ

5027007 ¥79,800-

16
PT950 幻のサファイア リング 
SA 約4.50ct SA 約0.52ct GS 約0.45ct 
SA 約0.35ct PPS 約0.26ct IBS 約0.10ct 
SA 約0.08ct PS 約0.06ct SA 約0.03ct 
D 約0.02ct
重量：約８．２ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約９．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5034974 ¥128,000-

17
PT950 マルチカラーストーン H＆Cダイヤ 
キャッツアイオールスターズリング 
EM 約0.80ct AL 約1.00ct 
CB 約0.75ct D 約0.06ct
重量：約５．７ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ 最小幅：約２.0ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5027302 ¥198,000-

＊ペンダントトップは、No.14とNo.15の商品を組み合わせています。＊ペンダントトップは、No.14とNo.15の商品を組み合わせています。

※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。（注）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。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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20 21
18 19

爽やかなミントを思わせるパライバトルマリンのリング。
透明度と煌めきとその色が宝石好きを虜にするでしょう。
ダイヤモンドは上質なクラスで整え、アラビア的なエキゾ
チックな雰囲気でセッティングしました。横から見える支え
のデザインも必見。

21
PT950 モザンビーク産パライバトルマリン H&Cダイヤ 
リング PRT 2.990ct D 0.86ct 
重量：約９．２ｇ 最大幅：約１５．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ 
基本サイズ：１３号

5032294 ¥998,000-

テーブル面を小さくし、オーバルクッションにカットされた
素敵な赤を呈しているルビー。その姿はまるでアン
ティークカットを彷彿とさせます。両脇には粒の大きい
ダイヤを配し、全体的に指を包み込むようなフォルムに
お仕立て。立体感と存在感の相乗効果をご堪能ください。

20
PT950 モザンビーク産 非加熱ルビー Dカラーダイヤ 
& H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング
RB 3.040ct D 0.311ct（D SI2） D 0.301（D SI2） D 0.93ct （LI）  
重量：約１１．２ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ 
基本サイズ：１３号

5032663 ¥2,480,000-

ブラックオパールでは珍しく厚みがとれた希少な１ピース。
全体的にグリーンが現れており、その中から浮き出るよう
なレディッシュオレンジ色の遊色効果をお楽しみいただけ
ます。シンプルにダイヤを取り巻き、台座は甲丸パヴェで
お仕立てしました。

18
PT950 ブラックオパール ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
BO 2.566ct D 1.95ct（LI） 
重量：約１１．３ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約３.0ｍｍ 高さ：約９.0ｍｍ 
基本サイズ：１４号

5006790 ¥1,700,000-

自然光の下でも室内の明かりの中でも、鮮やかなグリー
ンでその魅力を見せてくれる大粒のエメラルド。均整
の取れたスクエアエメラルドカットで、腕はストライプ状
にデザインし印台リングのようなユニセックスデザイン
にお仕立てしました。

19
PT950 コロンビア産エメラルド ダイヤ 
& ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
EM 2.72ct D 0.47ct D 0.20ct（LI）  
重量：約１１．１ｇ 最大幅：約９．５ｍｍ 最小幅：約４．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ 
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

5031433 ¥2,480,000-

Selected Jewelry of  the Month  A pril Selected Jewelry of  the Month  A pril

※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。（注）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。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％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。（注）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。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。8 GSTV GSTV 9



誕生石をメインに
その他に希少石についても
熱く語ります！

誕生石をメインに
その他に希少石についても
熱く語ります！

好評連載中！

P24に掲載！

25

26

28

22
PT950 ブルーダイヤモンド（トリート） 
ペンダントトップ BD 約0.40ct
重量：約１．２ｇ 縦：約１５.0ｍｍ 横：約８．５ｍｍ 高さ：約４.0ｍｍ
バチカン内径：約４．５×１．５ｍｍ

5002277 ¥37,800-

23
K18WG アイスブルーダイヤモンド（トリート）
チャーム IBD 約0.08ct
重量：約０．９ｇ 縦：約２０．５ｍｍ 横：約１３．５ｍｍ
丸環内径：約５．０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5007822 ¥27,000-

28
K18WG/YG ファンシーインテンス イエロー
ダイヤモンド ＆ ダイヤ リング 
YD 約0.12ct D 約0.02ct
重量：約２．７ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 最小幅：約１．５ｍｍ 
高さ：約４．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5016527 ¥69,800-27
PT950/K18YG ファンシーナチュラルイエロー
ダイヤモンド ＆ ダイヤ リング 
YD 約0.10ct D 約0.15ct 
重量：約２．７ｇ 最大幅：約３．０ｍｍ 最小幅：約１．７ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5035860 ¥79,800-

25
PT950/K18PG ピンクダイヤモンド ＆ ダイヤ
（リリーダイヤカット） ハグリング 
PD 約0.13ct D 約0.12ct（LI） 
重量：約２．５ｇ 最大幅：約４．５ｍｍ 最小幅：約１．９ｍｍ 
高さ：約２．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5033073 ¥79,800- 26
PT950/K18PG ピンクダイヤモンド 
pom pom リング 
PD 約0.20ct
重量：約５．２ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ 最小幅：約２.0ｍｍ 
高さ：約5.0mm 対応サイズ：８～２０号

5032232 ¥128,000-

24
K18WG グリーンダイヤモンド（トリート） リング 
GD 約0.07ct 
重量：約２．４ｇ 最大幅：約６.0ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5021824 ¥49,800-

27

24

23

22

※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。（注）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。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。

Diamond
The Birthstone of April

― 4月の誕生石 ダイヤモンド ― 

石言葉は「清浄無垢」。

最も硬くて最も有名、宝石の頂点といっても過言ではないダイヤモンド。

今回はカラーダイヤモンドを集めてみました。

ホワイトだけではないダイヤモンドの魅力をお楽しみください。

誕生石をメインに
その他に希少石についても
熱く語ります！
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28
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高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可
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PD 約0.13ct D 約0.12ct（LI） 
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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。（注）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。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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今回はカラーダイヤモンドを集めてみました。

ホワイトだけではないダイヤモンドの魅力をお楽しみください。
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PT950 ムンシュタイナーカット アクアマリン ダイヤ リング
AQ 39.92ct D 0.32ct    
重量：約４１．６ｇ 最大幅：約２７．０ｍｍ 最小幅：約４．０ｍｍ 高さ：約１８．０ｍｍ 
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

29 5034568 ¥2,980,000-

大粒アクアマリンの裏側に施した、まっすぐ大胆に刻み
込んだジオメトリックなデザインが、ムンシュタイナー
ならでは。アクアマリンの色から感じる清涼感とデザ
インのスタイリッシュさが相乗効果を生み出し、特別な
逸品となっています。

K18WG/YG ムンシュタイナーカット アメシスト シトリン 
アクアマリン ペンダントトップ 
AM 約8.00ct CI 約1.00ct AQ 約0.10ct  
重量：約６．９ｇ 縦：約３５.0ｍｍ 横：約２０．５ｍｍ 高さ：約９.0ｍｍ 
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

30 5007070 ¥191,000-

「最小限のカットから、いかに広がりのある意匠が生まれ
るか」という追及は、従来求められるカット面を増やして
いこうとする発想とは違うところ。３つのカラーストーン
をそれぞれ独自のデザインでカットし、一つのペンダント
トップにしました。

Michael Peuster

ミシャエル・ポイスター作

Matthias Postler

マティアス・ポストラー原型

31
『アレスとデメテル』

30

29

ムンシュタイナー

5040213
PT900/K18WG 手彫り メノウカメオ 
ダイヤ ペンダントブローチ 
カメオ 約26×19mm D 約0.03ct
重量：約１２．４ｇ 縦：約３７．０ｍｍ 横：約２０．０ｍｍ 
高さ：約１０．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×３．５ｍｍ
￥998,000-

31

手 彫り作 品

5038182
K18YG メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約22×22mm
重量：約３．７ｇ 縦：約３１．８ｍｍ 横：約２２．８ｍｍ
高さ：約３．８ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．５ｍｍ
￥99,800-

32

（原寸）

32
『メデューサ』

（原寸）

上、右）アウグスト・ヴィルド氏のカメオ、
ドイツ宝石博物館に展示されている。

─ハンドフィニッシュ・カメオ─

「現代カメオの父」と呼ばれたアウグスト・ヴィルド氏の作品を元に制作

Selected Jewelry of  the Month  A pril

※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。（注）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。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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アクアマリン ペンダントトップ 
AM 約8.00ct CI 約1.00ct AQ 約0.10ct  
重量：約６．９ｇ 縦：約３５.0ｍｍ 横：約２０．５ｍｍ 高さ：約９.0ｍｍ 
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

30 5007070 ¥191,000-

「最小限のカットから、いかに広がりのある意匠が生まれ
るか」という追及は、従来求められるカット面を増やして
いこうとする発想とは違うところ。３つのカラーストーン
をそれぞれ独自のデザインでカットし、一つのペンダント
トップにしました。

Michael Peuster

ミシャエル・ポイスター作

Matthias Postler

マティアス・ポストラー原型

31
『アレスとデメテル』

30

29

ムンシュタイナー

5040213
PT900/K18WG 手彫り メノウカメオ 
ダイヤ ペンダントブローチ 
カメオ 約26×19mm D 約0.03ct
重量：約１２．４ｇ 縦：約３７．０ｍｍ 横：約２０．０ｍｍ 
高さ：約１０．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×３．５ｍｍ
￥998,000-

31

手 彫り作 品

5038182
K18YG メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約22×22mm
重量：約３．７ｇ 縦：約３１．８ｍｍ 横：約２２．８ｍｍ
高さ：約３．８ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．５ｍｍ
￥99,800-

32

（原寸）

32
『メデューサ』

（原寸）

上、右）アウグスト・ヴィルド氏のカメオ、
ドイツ宝石博物館に展示されている。

─ハンドフィニッシュ・カメオ─

「現代カメオの父」と呼ばれたアウグスト・ヴィルド氏の作品を元に制作

Selected Jewelry of  the Month  A pril

※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。（注）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。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。12 GSTV GSTV 13



大人のパステルコーデは
シンプルデザインでさりげなく。
春になるとチャレンジしたくなるパステルコーデ。
オトナ女子もチャレンジしやすいシンプルデザインから始めてみて。
春になるとチャレンジしたくなるパステルコーデ。
オトナ女子もチャレンジしやすいシンプルデザインから始めてみて。

＼春カラーを楽しんで／＼春カラーを楽しんで／

大人のパステルコーデは
シンプルデザインでさりげなく。

33

34

35

33
K18PG/YG/WG ピンクジルコン ＆ ゴールデン
ジルコン ＆ ブルージルコン リング 3点セット 
ZI 約1.10ct ZI 約1.10ct ZI 約0.60ct 
重量：約５．６ｇ 最大幅：約７.0ｍｍ 最小幅：約１．４ｍｍ 
高さ：約４.0ｍｍ 対応サイズ：８～２０号
ゴールデンジルコンリング 最大幅：約７.0ｍｍ
ブルージルコンリング 最大幅：約５.0ｍｍ

5008827 ¥90,000-

3色キャンディカラー
3色のジルコンに合わせて、それぞれに
地金も変えたリング3本セット。
石を少しずつずらして１本の指に着用
すると一気に華やかに！

Ring

34
K18PG/WG/YG ストロベリークォーツ 
ロードクロサイト シーブルーカルセドニー リング 
3点セット 
QU 約0.50ct RH 約0.45ct CS 約0.35ct 
重量：約５．８ｇ 最大幅：約２．５ｍｍ 最小幅：約１．５ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5010259 ¥89,800-

春カラーの一文字セット
春カラーの一文字リングを３本セット
にしました。
重ね付けしたり、お手持ちのリングに
合わせたり、コーデは自由自在♪

Ring

35
PT950 タンザナイト ピンクサファイア チャーム 
TA 約2.00ct PS 約0.90ct　
重量：約２．７ｇ 縦：約２２．０ｍｍ 横：約５．５ｍｍ 丸環内径：約４．０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5034499 ¥64,800-

フェミニンドロップ
揺れ感チャームを女性らしいフェミニンカラー
でお作りしました。
お顔周りに優しい光をまとってみて。

Charm

4
April Coordinate

※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。（注）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。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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シンプルデザインでさりげなく。
春になるとチャレンジしたくなるパステルコーデ。
オトナ女子もチャレンジしやすいシンプルデザインから始めてみて。
春になるとチャレンジしたくなるパステルコーデ。
オトナ女子もチャレンジしやすいシンプルデザインから始めてみて。

＼春カラーを楽しんで／＼春カラーを楽しんで／

大人のパステルコーデは
シンプルデザインでさりげなく。

33

34

35

33
K18PG/YG/WG ピンクジルコン ＆ ゴールデン
ジルコン ＆ ブルージルコン リング 3点セット 
ZI 約1.10ct ZI 約1.10ct ZI 約0.60ct 
重量：約５．６ｇ 最大幅：約７.0ｍｍ 最小幅：約１．４ｍｍ 
高さ：約４.0ｍｍ 対応サイズ：８～２０号
ゴールデンジルコンリング 最大幅：約７.0ｍｍ
ブルージルコンリング 最大幅：約５.0ｍｍ

5008827 ¥90,000-

3色キャンディカラー
3色のジルコンに合わせて、それぞれに
地金も変えたリング3本セット。
石を少しずつずらして１本の指に着用
すると一気に華やかに！

Ring

34
K18PG/WG/YG ストロベリークォーツ 
ロードクロサイト シーブルーカルセドニー リング 
3点セット 
QU 約0.50ct RH 約0.45ct CS 約0.35ct 
重量：約５．８ｇ 最大幅：約２．５ｍｍ 最小幅：約１．５ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5010259 ¥89,800-

春カラーの一文字セット
春カラーの一文字リングを３本セット
にしました。
重ね付けしたり、お手持ちのリングに
合わせたり、コーデは自由自在♪

Ring

35
PT950 タンザナイト ピンクサファイア チャーム 
TA 約2.00ct PS 約0.90ct　
重量：約２．７ｇ 縦：約２２．０ｍｍ 横：約５．５ｍｍ 丸環内径：約４．０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5034499 ¥64,800-

フェミニンドロップ
揺れ感チャームを女性らしいフェミニンカラー
でお作りしました。
お顔周りに優しい光をまとってみて。

Charm

4
April Coordinate

※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。（注）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。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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毎週、GSTV番組ガイド誌「GSTV FAN」掲載ジュエリーを
紹介しつつ、お客様からのリクエストやご意見メールをご紹介。
また、様々なお題でお客様からの投稿を募集し番組で発表！

今月は2月に募集した「あなたの「懐かし～い」選手権！」
の大賞を発表します！

番組へのリクエストやご意見はコチラ

「GSTV FANアワー宛」と明記してメールを送信してください。
jp-studio@gstv.jp

プロデューサーYo!からのお願い…
毎回募集するお題で大賞に選ばれた方には、
ご希望の出演者のサイン入り番組ガイド誌 
GSTV FANをプレゼント！

毎週水曜２１時～

大賞をご紹介！！2月に
募集した

ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！

4月の

お題 大募集！

第1回

大賞

PN. 菊地康雄さんが可愛いすぎる件さん

例）

間違ったまま覚えた知識で赤っ恥かいたこと間違ったまま覚えた知識で赤っ恥かいたこと

男子が乗っていた
ごっついランプ、ウィンカーやギヤが付いた自転車

PN. ウイーちゃんさん

PN. ゆきみだいふくさん

正月には、どの車にも「正月飾り」をフロントグリルに付けていた

第2回

大賞
PN. アターシャ・キンスキーさん

真ん中でパキッと割れるタイプの
　　　　　　　当たり付き棒アイス

小学校の頃、
みんなやっていた「ホッピング」

PN. ビーズネックレスは４ｍｍがイイさん

第3回

大賞
PN. お馬さん大好きさん

２６時間テレビ

１０円ゲーム機

あなたの「懐かし～い」選手権！あなたの「懐かし～い」選手権！

・求人広告の「若干名」を若者千名という意味だと思っていた

・ブロッコリーとカリフラワーは同じもので緑が白に成長した花だと思っていた

＼わかものせんめい／

＼フラワー／

その時のエピソードも詳しく教えてください！

GSTV FAN／ April 2021

目黒佐枝 ─ Sae Meguro

1991年 Gemological Institute of America G.I.A G.G 取得
G.I.A パールグレーディング／西洋アンティーク鑑定検定1級／博物館学芸員資格を有する。
日本ジュエリーアカデミー鑑別講師／千葉市科学館「地球からのギフト」講師

─ ナイル殺人事件 ─

イッツア目黒ワールド

it’s a MEGURO world

─ 第 28回 ─

　世界中にファンが多いアガサ・クリスティの
小説 “Death on the NILE”は、ナイル川遊覧船
内で起きる殺人事件で、名探偵ポアロが犯人を
特定していくという物語。今回取り上げる“憧れ
の真珠”は原作小説で登場する伏線で、残念
ながら1978年の映画では省略されているため、
小説を元に掘り下げてみたいと思います。

　登場人物の一人、リネット・リッジウェイは、
20歳にして莫大な財産を相続しており、美貌も
相まって社交界では注目の的。更に、彼女の身
につけている天然真珠の３連のロングネックレス
は、ご婦人方の垂涎の的です。天然真珠がどれ
だけ高価であるかを示す有名なエピソードがあ
ります。1916年、カルティエが２連の天然真珠の
ネックレスとモートン・Ｆ・プラント所有の建物と
を交換し、今のカルティエのニューヨーク本店に
したというものです。
　さて、事件の舞台に戻り、このリネットです
が、遊覧船内で寝ている間に殺されてしまい、
ポアロの犯人捜しが始まります。真珠のネックレス
が消えたり出てきたりと、解決を阻むことになる
のですが、そこでポアロが、真珠の真偽を確かめ
るために一番簡単な方法で鑑別をして、イミテー
ションであることを見抜くシーンがあります。その
方法とは・・・。
　真珠のネックレスを電灯の光にかざして、真珠
をなめ、歯でくわえたのです。それだけでイミ
テーションと分かるのでしょうか？

　真珠は主に炭酸カルシウムですが、構造は、
方解石と成分が同じで構成が違うアラゴナイト
の層と多糖類とタンパク質の混合物であるコン
コイラン＊という有機細胞膜との層で出来てい
ます。天然でも養殖でも層は同じで、レンガの塀
のようにブロックが積み重なっている状態です。
一方、歯の表面のエナメル質はつるつるですが、
拡大すると筋状の割り箸を束ねたような構造な
ので、真珠と接するとザラッとひっかかる感触が
します。これを利用してポアロは真偽を確かめた
のです。
　お店の商品には出来ませんが、探偵ポアロに
なった気分で、ご自身の真珠で試してみると面白
いと思います。前歯に軽く当てて少しずらすだけ。
なめる必要はありません。初めてでも分かり
ますよ。

※画像はイメージです。

映画の中のジュエリー Vol.4

映画：ナイル殺人事件（Death on the Nile）　公開：1978年12月
監督：ジョン・ギラーミン　　出演：ピーター・ユスティノフ／ロイス・チャイルズ

＊コンコイラン：日本語では、「コンキオリン」と訳されている。

（Death on the Nile）

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

GSTV FAN／ April 2021
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BS-TBSで土曜10時～（1時間放送）も放送開始！NEW

BS6 （161ch）
無料放送（注1）

オンエアスタート！ 毎朝BS放送でジュエリーショッピングをお楽しみいただけます！
4/3 土 10:00~

1時間放送

毎日
放送

月 火 水 木 金 土 日

月 火 水 木 金 土 日

- - - - 土土- -

月 火 水 木 金 - -

月 火 水 木 金 - -BS8 （181ch）

11：00~ 1時間放送

10：00~ 1時間放送

火 水 木 金 -月 日
BS6 （161ch）

BS6 （161ch）

09：00~ 1時間放送

23：00~ 1時間放送

24：00~ 1時間放送

25：00~ 1時間放送

＼NEW
／

＼NEW
／「麗しの宝石ショッピング」

「麗しの宝石ショッピング」

「ジュエリーライフ11」

「ジュエリーナイト11」

感染症対策を万全にしてお待ちしております。
https://www.gstv.jp/thanks_event_list.html 詳細はこちら

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止または変更する場合があります。

GSTVイベント情報 2021年4月開催

11：00～18：00開催時間
＊展示点数は会場規模により異なります。

ジュエリー
無料クリーニング
＆メンテナンス

オンエア
完売商品

蔵出し
アイテム

TVではご紹介できない

高額商品も!
展示点数

以上＊
4000点

2021年 春　横浜大感謝祭

神

奈

川

県

横浜ロイヤルパークホテル
3F 鳳翔
横浜ロイヤルパークホテル
3F 鳳翔
4月25日（日）4月25日（日）
●東急東横線「みなとみらい駅」より 徒歩3分
●JR・市営地下鉄「桜木町駅」より 徒歩5分 ※動く歩道終点右側の「3F ホテル入口」よりお入りください。
●東急東横線「みなとみらい駅」より 徒歩3分
●JR・市営地下鉄「桜木町駅」より 徒歩5分 ※動く歩道終点右側の「3F ホテル入口」よりお入りください。

JSM出品受付
いたします！

詳しい出品条件は、P44のJSMページや
JSMのWEBサイトをご覧ください。

（注1）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。

GSTV FAN／ April 2021

　「夏までまてないシュワッと爽やか炭酸(塩）！」
　4月の誕生石といえば泣く子も微笑むダイヤモンド。今月はあえて
そのダイヤモンドではなく、それを構成する炭素（Ｃ）に注目します！ 
脱炭素時代ではありますが、炭酸塩鉱物は同じ炭素を持ちながら
ダイヤモンドとは性質がまったく反対で概ね硬度は低め、ほとんどが
半透明から不透明ですが、まれにかわいいキャンディカラーや蛍光色
になることがあります。透明度が備われば、ダイヤモンドに負けない
高価なジュエリーになるものも！

　まずは女王、ロードクロサイト(MnCO3)。マンガン起因のピンクはと
ても人気ですね。中南米で採られる「インカローズ」はまるでカーネー
ションのよう。「アルマローズ」（アルマ地区なので）と言われるアメリカ、
コロラド州スィートホーム鉱山産は透明度も高く原石も含め、今後入手
しておきたいレアストーンです。
　よくラピスラズリであまり入ってない方が良いと疎まれがちな
カルサイト（CaCO3）。実はこのカルサイト、あのコバルトを含むと見事
なピンク色になりまして一気にレア度が上がり、別名「アフロディーテ」
と言われています。ちなみに同質異像（組成が同じで形が違うこと）
は、あの真珠の構成成分アラゴナイトです。柔らかいキャンディイエ
ローは大粒狙いで！
　これからの季節にばっちりなのがマグネサイト（MgCO3）。実はこの
宝石、ターコイズの類似品と言われるハウライト（Ca2B5SiO9(OH)5）によく
間違えられまして、、、実際には化学式を見ていただくと分かる通りハウ
ライトは全くの別物で、かつ希産種でめったに見られません。なので
ハウライトと言われているものはほとんどがマグネサイト！とは言え
マグネサイトもとってもきれいな宝石で私もたくさん持っています。
　カラフルな独自の世界を生み出す炭酸塩鉱物の中で特徴的な雰囲
気を持っているのはガスペイト（NiCO3）。象徴的なレモンイエローは
「華やかわいい」！
　最後によりレアなものを紹介いたしましょう！それがスミソナイト
（ZnCO3）。あのスミソニアン博物館で有名なジェームズ・スミソンに因ん
だ宝石です。白、イエロー、ピンク、ブルーとカラフルですが、もしクリア
なタイプにお目にかかったら、、、「買い」です！ 特にピンク、ブルー。

その月の誕生石をメインに、色々こじつけて希少石もご紹介いたします！その月の誕生石をメインに、色々こじつけて希少石もご紹介いたします！

ロードクロサイト
薔薇のエキスが結晶化したかのよう。この
クラス、一度みたら心を奪われます。

コバルトカルサイト
美の女神、値段は高く「ツンデレ」タイプ！？
王子所蔵。

アラゴナイト
和名で「霰石」。原石は本当にあられです。
王子所蔵。

マグネサイト
本当に白いターコイズの風合いが素敵
ですよねー。爽やか200％！王子所蔵。

ガスペイト
レモンに少しミントを垂らしたかのような
清涼感。夏の女王必携品。王子所蔵。

スミソナイト
宝石質はスーパーレア。ツウな方はヘミモル
ファイト（異極鉱）と共にお持ちください。よく
間違えられることで有名。五十嵐さん所蔵。

第四回 ~ A p r i l ~

＊本記事の作成に五十嵐さんにご協力いただきました。ありがとうございました！
大松 彰 ─ Akira Omatsu

2015年秋 FGA（英国宝石学協会正会員）取得、ジュエリーコーディネーター１級、天然石検
定１級、真珠のプロSA（シニアアドバイザー）　※「宝石王子®」は大松彰の登録商標です。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。
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ラテン語のCammaeusが語源です。英語ではCameo、ドイツ語ではKameen
と呼ばれます。

カメオの概要

カメオの歴史

長きにわたって人々から愛され続けているカメオ。当番組でも長らくご紹介させていただいております。
放送枠拡大に伴って新しい視聴者の方々も増えてきておりますので、今回から数回に分けてカメオの
基礎から少しディープなところまで、一問一答形式でカメオについてご紹介します。

ストーンカメオ講座（10）

ストーンカメオ研究家

三沢 一章

～第3章～

宝 石 彫 刻
イーダー・オーバーシュタインの

ストーンカメオＱ＆Ａ  ─ 第一回 ─

凸型に浮き彫りされたものをカメオ
（Cameo）と呼びます。一方、凹型
に沈み彫りされたものをインタリオ
（Intaglio）と呼びます。カメオ彫
り、インタリオ彫りの両方を組み合
わせた彫刻技法をシャティルング
（明暗彫り）と言います。通常、宝石
名と合わせてメノウカメオ、オパー
ルカメオのように呼ばれます。

カメオとは何のことですか？Q.
A.

メノウに彫刻されたメノウカメオのほかに、サファイア、トルマリン、オパール、ターコイズ、
ラーバ、シェルや珊瑚などがあります。また天然石や天然素材以外の模造カメオと
して、プラスチックやガラスに彫られているものもあります。メノウカメオはその歴史が
最も長いことから、「本カメオ」とも呼ばれます。

どのような種類のカメオがありますか？Q.
A.

カメオの語源は？Q.
A.

紀元前4世紀、アレキサンダー大帝の時代からヘレニズム文明の時代にかけて
浮き彫り彫刻品がみられるようになりました。

カメオはいつ頃から彫られましたか？Q.
A.

人類文明発祥の地メソポタミアに起源を発すると言われ、今から6000年近く前、
紀元前4000年頃のエラムやシュメール文明の時代にすでに高度な宝石彫刻が
なされていたと考えられています。当時彫刻された宝石は装飾用ではなく、大半
が封印用の円筒型の印章でした。

宝石彫刻の歴史は？Q.
A.

円筒型の外周に彫刻されたシリンダーや、円錐型の平面に彫刻されたシールと呼ば
れる印章が有名です。彫刻される図柄は神々や崇拝者の像、動物と戦う戦士などが
好まれていました。日常生活に密着していたこれらの印章は、穴に紐を通して首から
つるしたり、手首に結んだりして着用されていたと考えられています。これら印章が
のちのカメオ彫刻に発展していきました。

どのような彫刻品が残っていますか？Q.
A.

ナポレオンの王冠

シールのレプリカ シリンダーのレプリカ

カメオ
（浮彫り）

シャティルング
（明暗彫り）

インタリオ
（沈み彫り）

カメオに関する質問がございましたら、ぜひ番組までお声をお寄せください。

ルネッサンス時代には宝石彫刻はあざやかによみがえり、17～18世紀の華やかな
宮中文化の中で、貴婦人たちに本格的に愛されるようになりました。
かの有名なナポレオン・ボナパルトは大の
カメオ愛好家として有名ですが、1800年代
初頭にはメノウカメオを複数あしらった王冠
も作らせました。この素晴らしい王冠は、パリ
のルーブル美術館に展示されており、間近で
見ることができます。

装飾品として使われるようになったのはいつ頃からですか？Q.
A.

溶岩に彫刻されたラーバカメオ トルマリンカメオ セラミックカメオ
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slide chain

bracelet

pierring

metal fittings

お客様から

「使い方がわからない」
という意見が多かった

アイテムのご利用方法です。

スライドチェーンは写真のボール
部分が可動式になっています。

本体を耳たぶより広めに開く。

ビーンズ型クラスプ金具の片側が
押せるようになっています。

留め具には押せる突起があります。 両側の金具を外す。 突起を押しながら引っ張る。

金具をつまんで押す。 金具を引く。

しっかりと挟み、
強めに押さえてとめる。

軽く引っ張り
とまっていることを確認する。

ブレスレットのプレートを
バディに挟む。

バディを逆手に持つ。

逆の手で引き輪をひらく。 引き輪を持ってる手を、
ぐるっと回して装着する。

スライドさせたいボールと
その近くでチェーンを持つ。

ボール部分をおさえたまま
チェーンを平行に引く。

1

1

2

2

3

1 2 3

1 2 3

1 2 33 4

ブレスレット
バディ

スライドチェーンの長さの変え方

ピアリングの付け方

クラスプ金具 ～ビーンズ型の外し方～

クラスプ金具 ～差し込み型の外し方～

ブレスレットバディによるブレスレットの付け方

！

ボールに対し
角度をつけて引っ張ると
破損する場合があります。

注意

ご利用ガイド
アイテム別使い方が

  わからない
…
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一般的なチェーンネックレスの種類
お手持ちのペンダントトップを取り付けたり、そのまま身に着け
たり、ジュエリーライフに欠かせないチェーンネックレス。
その種類によって、様々な印象を演出することができます。
GSTVでお好みのチェーンネックレスを探してみてください。

エンドパーツスライドパーツ

「スライドアジャスター」
このパーツがあると長さが自由に調節できます。

ほとんどのチェーンは
ここに刻印が入っています。

マルカン

プレート

引き輪

飽きの来ないデザイン

キヘイチェーン

スタンダードなものからゴージャスな
ものまで。輝きの美しさ、ボリューム、
存在感をお楽しみいただけます。

エレガントにきまる

ベネチアンチェーン

なめらかな質感とスマートなラインが、
上品さをアップさせてくれます。
着け心地も抜群です。

アズキチェーン

流行にとらわれない定番のチェーン。
主張しすぎないデザインが、ペンダント
トップをひきたててくれます。

かわいいフォルム

カットボールチェーン

丸い粒が動きに合わせて輝きます。
上品な装いにもカジュアルな装いにも
マルチに活躍してくれます。

華やかさをプラス

スクリューチェーン

ひねりを加えたチェーンで、繊細さと
上品さをお楽しみいただけます。
存在感も◎

きちんと上品に

オメガネックレス

ラインが美しいエレガントなネックレス。
形が崩れないので、落ち着きのある
きちんとした印象を与えてくれます。

スタイリッシュに

テーパーチェーン

縦長のパーツにカットを施したチェーン。
面の煌めきが華やかかつスタイリッシュ
な印象です。

カジュアルにも

GSTVの
WEBサイトから
チェーンを検索!

https://www.gstv.jp/hitkeyword/chain.html

チェーンの各部位の名称GSTV
で買える！
GSTV
で買える！

ジュエリー
まめちしき
ジュエリー
まめちしき

GSTV chain necklace guide GSTV chain necklace guide

おしえて！

「シラー効果」って何？Q

　「シラー効果」はムーンストーンなどで知られる月長石を

カボッションにカットした際に希に見られる光の効果のこと

です。内部の層状構造により光の反射と錯乱が生じ、石の表面

に白色や青色などの光が現れます。また、石を動かして見る

角度を変えることにより光の移ろいを見ることができます。

人によっては「シーン」と呼ぶ方もいます。ムーンストーンの

「シラー効果」は構成する層の厚さにより青から白色が生じて

「アデュラレッセンス」と呼ばれ、ラブラドライトには虹色の

光が生じて「ラブラドレッセンス」呼ばれています。

ムーンストーンの「シラー効果」
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編集部より 「自粛から　二度目の春も　また自粛　
　　　　　　　いつまで続く　コロナの嵐」
上手くできたようでもまったく嬉しくない川柳を作ってし
まいました。なんとも暗い。。。とはいえ、川柳なんてほ
んとに久しぶり、というか作ったことあったか？くらいな
のですが、なかなか楽しいものです。なぜかというと、

自分の言葉や語彙知識の引き出しを引っ張りまくり、
いろいろ考えるからなんだと思います。ふだん頭を使っ
てないのがバレてしまいますが、年も相応なのでボケ
防止にもいいかなと思っています。では最後に一句
「春の朝　BS（ビィエス）放送　毎日に　
　　みんなで見てね　GSTV（ジーエスティビー）」

April 2021

スタッフ：商品のリクエストをいただきまして、誠に
ありがとうございます！お客様からいただいたリク
エストには、可能な限りお応えできるよう努めて
おります。今後も、ぜひお電話やメールにてお気軽
にお知らせくださいませ。お待ちしております！

以前リクエストした通りの造りをした商品が
昨夜の放送で紹介されていたので、早速注文
しました！とても感激です。ありがとうござい
ました！

スタッフ：月に一度の特別イベント日
です。お客様より寄せられたリクエスト
商品や、過去に人気のあった商品、
イベント日ならではの特別企画品など、
たくさんの商品を紹介します。お得な
サービスもありますので、アンコール
DAYは必見です。ぜひご覧ください！

GSTV FANの番組表に記載されている
「アンコールDAY」って何ですか？

スタッフ：貴重なご意見をお寄せいた
だき、ありがとうございました。いただ
きましたご意見をもとに、より使いやすい
ホームページになるよう改良に努めて
参ります。

ラストプライスやラストチャンス、MVP
など商品の販売期限を設けている商品
について、WEBサイトのページで何日の
何時までが販売期限なのか確認できる
ようにしてほしい。

いつも沢山のメッセージをありがとうございます。

今回掲載以外にも沢山のお声をいただいており、

今後のより良い運営に役立たせていただきますので、

是非、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください!

お待ちしております！ 番組へのご意見・商品のリクエスト
jp-studio@gstv.jp

WEBサイトへのご意見・お問い合わせ
support@gstv.jp

皆様の声

スタッフ：アマゾナイトのチャームを気に入って
いただけたとのこと、大変嬉しいです！今以上
に、カラーストーンもたくさんご紹介することが
できるよう、商品のラインナップの充実に努めて
参ります。ぜひご期待ください！

もっとカラーストーンをたくさん紹介して
ほしいです！アマゾナイトのチャームを購入
したのですが、今まで見たことのないくらい、
きれいなグリーンでした！これからの色石の
紹介を楽しみにしています。

GSTV FAN／ Information

商品に関するお問い合わせなど

受付時間｜12時30分～21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。ご了承をお願いいたします。

0120-170-243

ご注文はこちらから

番組ガイド「GSTV FAN」定期購読のお知らせ

お電話でのオーダー

オペレーター受付時間｜8時～26時 （翌2時）

0120-570-243

インターネット

株式会社GSTV

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。

WEBサイトから

お電話から

※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。

Information

「マイページ」 ▶ 「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

GSTVお客様サービスセンターへご連絡ください。 （右下欄参照）

GSTVお客様サービスセンター

今月のCOVER

GSTV 検索

＊キャンセルについての詳細は39ページをご覧ください。

ID：5036216
K18YG ダイヤモンド 白蝶貝 
バンブー ネックレス 
D 約5.20ct  
重量：約５０．１ｇ  長さ：約４３ｃｍ  
幅：約２．５～８．０ｍｍ
￥1,280,000-

ID：5014189
K18YG/WG ブラウンダイヤモンド ＆ 
H＆Cダイヤ（リリーダイヤカット） 
ミステリーセッティング リング 
BRD 約2.65ct D 約0.50ct  
重量：約８．４ｇ  最大幅：約１７．５ｍｍ  
最小幅：約３．５ｍｍ  高さ：約７．５ｍｍ  
対応サイズ：８～２０号
￥303,000-

ID：5031022
K18YG ダイヤモンド ピアス 
D 約1.80ct   
重量：約８．４ｇ 縦：約１５．５ｍｍ 横：約７．０ｍｍ
￥218,000-
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生放送

http://www.gstv.jp

8：00～26：00（翌 2：00）

WEBでも同時放送！

宝石専門チャンネルGSTV 番組ガイド ： 2021年4月号
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