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無色に近いほど価値が高まり、

その中でも最高ランクと格付けされるDカラーダイヤモンド。

クリアな存在感と特別な輝きをご堪能ください。

P10～11の誕生石ページでもダイヤモンドを紹介しています。
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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1.00ct（D SI1） D 約0.50ct（LI）
重量：約４.５ｇ 最大幅：約９.５ｍｍ
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

5 5046881 ¥1,080,000-

PT950 Dカラーダイヤモンド 
& ダイヤ リング 
D 約0.30ct（D VS2） D 約0.36ct
重量：約４．１ｇ 最大幅：約６．０ｍｍ
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

6 5013068 ¥248,000-

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1.00ct（D SI2） D 約0.35ct（LI）
重量：約１．７ｇ 縦：約１３．５ｍｍ 横：約９．０ｍｍ
高さ：約５．０ｍｍ バチカン内径：約３．５×１．７ｍｍ

4 5046882 ¥928,000-

PT950 Dカラーダイヤモンド 
& ダイヤ リング 
D 約0.50ct（D VS2 3EX） D 約0.06ct
重量：約４.０ｇ 最大幅：約５.０ｍｍ
最小幅：約１.８ｍｍ 高さ：約５.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

2 5006286 ¥448,000-

純プラチナ/PT850
Dカラーダイヤモンド ネックレス
D 約1.00ct（D SI1 3EX）
重量：約３．２ｇ トップ縦：約１２．０ｍｍ
トップ横：約７．５ｍｍ トップ高さ：約５．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×１．８ｍｍ 長さ：約４５ｃｍ
幅：約０．７ｍｍ スライドアジャスター

3 5021111 ¥1,780,000-

PT950 DカラーH&Cダイヤモンド & 
ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
D 約1.00ct（D VVS2 3EX）
D 約0.08ct（LI）
重量：約３．９ｇ 最大幅：約４．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約３．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

1 5040370 ¥458,000-

Dカラーダイヤモンド

※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。（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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お好きな向きで
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─ファンタジーフラワー─

Fantasy Flower11

K18YG/PT950 ファンシーイエロー
ダイヤモンド & ダイヤ ピアス
YD 約0.62ct D 約0.44ct
重量：約１．９ｇ 縦：約１１．０ｍｍ 横：約１１．０ｍｍ
イヤリング：５０４０３４１（＋８０００円）

9 5040340 ¥188,000-

K18YG/PT950 ファンシーイエロー
ダイヤモンド & ダイヤ リング
YD 約0.80ct D 約0.50ct
重量：約４．２ｇ 最大幅：約１６．０ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

7 5040338 ¥219,000-

K18YG/PT950 ファンシーイエロー
ダイヤモンド & ダイヤ ペンダントトップ
YD 約0.77ct D 約0.43ct
重量：約１．６ｇ 縦：約１６．５ｍｍ 横：約１５．０ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ バチカン内径：約３．５×１．４ｍｍ

8 5040339 ¥188,000-

「シューティングジェム」
流れ星を表現したコレクション。スタイリッシュなデザ
インながら、タンザナイトの上品なお色味でエレガント
さも演出しています。横向きでオメガチェーンに通すの
もおすすめ。

PT950/K18WG タンザナイト ダイヤ ペンダントブローチ
TA 約4.60ct D 約0.35ct
重量：約６．７ｇ 縦：約５０．５ｍｍ 横：約１７．０ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ 
バチカン内径：約４．０×２．５ｍｍ

11 5040329 ¥298,000-

「フラワーガーデン」
その日の気分でお好きな向きでお楽しみいただけるS字ラインのリング。おとぎ話の中のお花畑で、蝶とお花が戯れる
様子をイメージしてデザインしました。眺めているだけでも心が弾むようなジュエリーです。

K18PG/YG/PT950 マルチカラーストーン & ダイヤ & イエローダイヤ リバーシブルリング 
TS 約0.50ct MO 約0.30ct PS 約0.30ct D 約0.25ct SA 約0.15ct RB 約0.08ct IBS 約0.08ct T 約0.07ct CB 約0.06ct
AM 約0.04ct MO 約0.03ct YD 約0.01ct
重量：約８．５ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

10 5040697 ¥178,000-

「ファンタジーフラワー」
ルビーのお花とトラピッチェエメラルドの葉が優雅な
ペンダントブローチ。オメガチェーンに合わせてお楽しみ
いただけるボリューム感が魅力的。華やかで上品、若々
しく爽やかな印象も持ち合わせる逸品です。

K18WG ミャンマー産非加熱ルビー 
コロンビア産トラピッチェエメラルド ダイヤ ペンダントブローチ
RB 4.84ct EM 4.99ct D 2.97ct
重量：約１６．６ｇ 縦：約７６．０ｍｍ 横：約４０．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ 
バチカン内径：約７．０×３．０ｍｍ

12 5043178 ¥1,480,000-

「フラワーガーデン」
高級ラインを意識したフラワーガーデンのコレクション。イエローダイヤモンドとダイヤモンドの2色使いで、華やかさを
表現しました。ウェディングドレスにも合わせたくなるような素敵なシリーズです。

※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。（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。



13
K18YG ブラウンダイヤモンド ピアス
BRD 約0.16ct
重量：約０．８ｇ 縦：約６．０ｍｍ 横：約６．０ｍｍ

5013455 ¥24,800-

15
K18WG/YG ダイヤモンド &ブラウンダイヤ リング
D 約0.46ct BRD 約0.94ct
重量：約１１．２ｇ 最大幅：約１９．０ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5041257 ¥248,000-

17
純金/純プラチナ ウォッチバンド リング
重量：約６．６ｇ 最大幅：約６．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
対応サイズ：１０～１８号 リサイズ不可

5041274 ¥128,000-

16
PT950/K18YG/PGクリスカット
ダイヤモンド（リリーダイヤカット） & 
ファンシーイエローダイヤ & ピンク
ダイヤ リング D 約0.15ct（LI）
YD 約0.25ct PD 約0.15ct
重量：約８．４ｇ 最大幅：約６．５ｍｍ
最小幅：約５．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5038524 ¥268,000-

14
K18WG 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1.60ct
重量：約１．６ｇ 縦：約１４．５ｍｍ
横：約１４．５ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．８ｍｍ

5039390 ¥248,000-

パラジウムシルバー 950 天然ホワイトジルコン 白虎 リング 
ZI 約1.30ct
重量：約４．０ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
対応サイズ：８～３０号 リサイズ不可

19 5045835 ¥29,800-

K18YG ブラックダイヤモンド（トリート） & ダイヤ
& ブラウンダイヤ ペンダントトップ
BLD 約0.80ct D 約0.20ct BRD 約0.20ct
重量：約２．８ｇ 縦：約２２．５ｍｍ 横：約１２．５ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

18 5049884 ¥118,000-
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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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ペンダントトップ D 約1.60ct
重量：約１．６ｇ 縦：約１４．５ｍｍ
横：約１４．５ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．８ｍｍ

5039390 ¥248,000-

パラジウムシルバー 950 天然ホワイトジルコン 白虎 リング 
ZI 約1.30ct
重量：約４．０ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
対応サイズ：８～３０号 リサイズ不可

19 5045835 ¥29,800-

K18YG ブラックダイヤモンド（トリート） & ダイヤ
& ブラウンダイヤ ペンダントトップ
BLD 約0.80ct D 約0.20ct BRD 約0.20ct
重量：約２．８ｇ 縦：約２２．５ｍｍ 横：約１２．５ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

18 5049884 ¥118,000-
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1918

ジェンダー
レスにシェ

アしてみる
？

※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。



６条のスター効果が美しいスターサファイアのリング。
無限の宇宙空間を思わせるほどの大粒のブルーが
見事です。幅を持たせたダイヤモンド取り巻きで華やぎ
を添え、相乗効果でお互いを引き立てあっています。

22
PT950 ミャンマー産非加熱スターサファイア
ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
SA 7.562ct D 1.80ct（LI）
重量：約１２．９ｇ 最大幅：約１９．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１３号

5047335 ¥2,980,000-

扇型のような、モディファイドカットのエメラルドリング。
上質なエメラルドジュエリーは正統派デザインに偏りが
ちですが、割腕の片側にダイヤモンドで高級感を与え、
全体のイメージを近未来的で中性的にも感じられるよう、
ユニークにお仕立てしました。

23
PT950 コロンビア産エメラルド ダイヤ（リリーダイヤカット） 
リング EM 2.115ct D 0.58ct（LI）
重量：約９．２ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5044869 ¥998,000-

ゴージャスかつエレガントで、華やかな印象のルビー
のリング。2009年以降、モザンビークの地層から本格
的にルビーが採掘されるようになりました。この地層
は実は５億年前のもの。悠久の時を超えた奇跡の出会
いをご堪能ください。

20
PT950 モザンビーク産 非加熱ルビー ダイヤ リング
RB 4.541ct D 0.80ct
重量：約１０．７ｇ 最大幅：約１７．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5040984 ¥6,000,000-

ペアシェイプカットが際立つオレンジサファイアのリング。
オレンジ色の中でも、重厚な印象の色合いを厳選して
います。両サイドに愛らしいお花のデザインでダイヤ
モンドを配し、若々しくお仕立ていたしました。

21
K18YG 非加熱インテンスブラウニッシュオレンジサファイア
H&Cダイヤ リング OS 2.460ct D 0.15ct
重量：約３．６ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5007773 ¥500,000-

20

21

22

23

Selected Jewelry of  the Month April Selected Jewelry of  the Month April

※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。

６条のスター効果が美しいスターサファイアのリング。
無限の宇宙空間を思わせるほどの大粒のブルーが
見事です。幅を持たせたダイヤモンド取り巻きで華やぎ
を添え、相乗効果でお互いを引き立てあっています。

22
PT950 ミャンマー産非加熱スターサファイア
ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
SA 7.562ct D 1.80ct（LI）
重量：約１２．９ｇ 最大幅：約１９．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１３号

5047335 ¥2,980,000-

扇型のような、モディファイドカットのエメラルドリング。
上質なエメラルドジュエリーは正統派デザインに偏りが
ちですが、割腕の片側にダイヤモンドで高級感を与え、
全体のイメージを近未来的で中性的にも感じられるよう、
ユニークにお仕立てしました。

23
PT950 コロンビア産エメラルド ダイヤ（リリーダイヤカット） 
リング EM 2.115ct D 0.58ct（LI）
重量：約９．２ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5044869 ¥998,000-

ゴージャスかつエレガントで、華やかな印象のルビー
のリング。2009年以降、モザンビークの地層から本格
的にルビーが採掘されるようになりました。この地層
は実は５億年前のもの。悠久の時を超えた奇跡の出会
いをご堪能ください。

20
PT950 モザンビーク産 非加熱ルビー ダイヤ リング
RB 4.541ct D 0.80ct
重量：約１０．７ｇ 最大幅：約１７．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5040984 ¥6,000,000-

ペアシェイプカットが際立つオレンジサファイアのリング。
オレンジ色の中でも、重厚な印象の色合いを厳選して
います。両サイドに愛らしいお花のデザインでダイヤ
モンドを配し、若々しくお仕立ていたしました。

21
K18YG 非加熱インテンスブラウニッシュオレンジサファイア
H&Cダイヤ リング OS 2.460ct D 0.15ct
重量：約３．６ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5007773 ¥500,000-
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Selected Jewelry of  the Month April Selected Jewelry of  the Month April

※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。



24
K18WG ダイヤモンドスターコンチェルト
（星の協奏曲） ペンダントトップ
D 約0.60ct
重量：約２.２ｇ 縦：約２４.０ｍｍ 横：約１５.０ｍｍ
高さ：約５.５ｍｍ バチカン内径：約６.５×２.０ｍｍ

5030193 ¥108,000-

24

27 28

25
26

26
PT950 ダイヤモンド（リリーダイヤカット） 5カット
フルエタニティーリング D 約0.70ct（LI）
重量：約５.０ｇ 最大幅：約３.０ｍｍ 最小幅：約３.０ｍｍ
高さ：約２.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5043513 ¥268,000-25
K18WG ダイヤモンドリング D 約1.10ct
重量：約３.２ｇ 最大幅：約６.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約３.０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5042002 ¥168,000-

27
K18PG モルガナイトピンクサファイアリング
MOR 約3.60ct PS 約0.15ct
重量：約４.２ｇ 最大幅：約８.５ｍｍ 最小幅：約１.６ｍｍ
高さ：約５.０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5044564 ¥99,800- 28
K18PG モルガナイトダイヤリング
MOR 約1.60ct D 約0.06ct
重量：約４.０ｇ 最大幅：約１８.０ｍｍ 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

5045905 ¥99,800-

THE BIRTHSTONE of

APRIL

DIAMOND / MORGANITE

4月の誕生石 ［ダイヤモンド］［モルガナイト］

2021年12月、63年ぶりに日本の誕生石が改訂。
4月はダイヤモンドに加え、モルガナイトが選ばれました。
モルガナイトはピンクからオレンジ色のベリルで、エメラルドやアクアマリンと同じ鉱物です。

https://gstvfan.jp/category/coordinate/birth-stone

「誕生石」はこちらから

Diamond
ダイヤモンド

Morganite
モルガナイト

※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。（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。

24
K18WG ダイヤモンド スターコンチェルト
（星の協奏曲） ペンダントトップ
D 約0.60ct
重量：約２.２ｇ 縦：約２４.０ｍｍ 横：約１５.０ｍｍ
高さ：約５.５ｍｍ バチカン内径：約６.５×２.０ｍｍ

5030193 ¥108,000-

24

27 28

25
26

26
PT950 ダイヤモンド（リリーダイヤカット） 5カット 
フルエタニティーリング D 約0.70ct（LI）
重量：約５.０ｇ 最大幅：約３.０ｍｍ 最小幅：約３.０ｍｍ
高さ：約２.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5043513 ¥268,000-25
K18WG ダイヤモンド リング D 約1.10ct
重量：約３.２ｇ 最大幅：約６.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約３.０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5042002 ¥168,000-

27
K18PG モルガナイト ピンクサファイア リング 
MOR 約3.60ct PS 約0.15ct
重量：約４.２ｇ 最大幅：約８.５ｍｍ 最小幅：約１.６ｍｍ
高さ：約５.０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5044564 ¥99,800- 28
K18PG モルガナイト ダイヤ リング
MOR 約1.60ct D 約0.06ct
重量：約４.０ｇ 最大幅：約１８.０ｍｍ 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

5045905 ¥99,800-

THE BIRTHSTONE of

APRIL

DIAMOND / MORGANITE

4月の誕生石 ［ダイヤモンド］［モルガナイト］

2021年12月、63年ぶりに日本の誕生石が改訂。
4月はダイヤモンドに加え、モルガナイトが選ばれました。
モルガナイトはピンクからオレンジ色のベリルで、エメラルドやアクアマリンと同じ鉱物です。

https://gstvfan.jp/category/coordinate/birth-stone

「誕生石」はこちらから

Diamond
ダイヤモンド

Morganite
モルガナイト

※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。（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。



3030
2929

31
「蓮の花」
  手彫り（額装）

32
「牡丹」
機械彫りカメオ

日本美術のモチーフカメオ 

Gerhard Schmidt
ゲルハルド・シュミット作

K18YG/PT900 メノウカメオ ダイヤ オニキス 白蝶貝
ペンダントブローチ カメオ 約27×35mm D 約0.02ct
重量：約１４．８ｇ 縦：約４３．０ｍｍ 横：約４２．０ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
バチカン内径：約８．０×３．０ｍｍ

32 5049868 ¥498,000-

華やかにお花を象ったペンダントブローチ。カメオに
白蝶貝とオニキスの枠を合わせ、モダンな印象に
お仕立てしました。シックな色合いでスタイリッシュに
身につけられるので、男性にもおすすめ。

ゲルハルド・シュミット 手彫り メノウカメオ ルース 額装
カメオ 約51×122mm
重量：約４７．１ｇ 縦：約５１．０ｍｍ 横：約１２２．０ｍｍ 深さ：約５．０ｍｍ

31 5049867 ¥12,800,000-

穏やかな水面で荘厳に咲き誇る蓮の花を、丁寧な手彫り
で描いた見事な作品。「清らかな心」という花言葉を
持つ蓮の花。高貴で神秘的なお花の様子が表現された
世界を、額装でお楽しみください。
※こちらの商品は額装になります。

K18YG ムンシュタイナーカット ペリドット リング
PE 19.42ct
重量：約２３．１ｇ 最大幅：約２０．０ｍｍ 最小幅：約５．５ｍｍ 高さ：約１１．０ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

30 5041435 ¥2,480,000-

大胆で斬新なデザインを吹き込んだムンシュタイナー
カットの魅力が、大粒ペリドットに盛り込まれた
トム・ムンシュタイナー氏の作品。地金の梨地はムン
シュタイナーオリジナルの定番としてよく作られており、
石の存在感を際立たせています。

K18YG ベルント・ムンシュタイナーカット トルマリン
ベリル ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
T 2.08ct T 1.34ct BE 1.68ct D 0.40ct（LI）
重量：約７．７ｇ 最大幅：約１９．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

29 5044712 ¥798,000-

伝説の宝石彫刻家として語り継がれるであろうベルント・
ムンシュタイナー氏にカットされた宝石たちを、一つの
リングにまとめた贅沢な一品。それぞれの個性を活か
し、存在感と華やかさを引き立てたジュエリーです。

ムンシュタイナー

光の魔術師 ムンシュタイナー／Munsteiner
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。

ゲルハルド･シュミット Gerhard Schmidt

1953年　4月8日生まれ
1967年　宝石専門学校に入学
1981年　日本での彫刻活動を開始
1990年　ドイツ帰国
　　　　アトリエ・シュミット開設
2006年　ドイツ州政府がクンストラー（芸術家）認定

現在もなお芸術家として活動中。オリジナルの芸術作品を製作しています。

※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。

Idar-Oberstein
宝石彫刻の街 イーダー・オーバーシュタイン

3030
2929

31
「蓮の花」
  手彫り（額装）

32
「牡丹」
機械彫りカメオ

日本美術のモチーフカメオ 

Gerhard Schmidt
ゲルハルド・シュミット作

K18YG/PT900 メノウカメオ ダイヤ オニキス 白蝶貝
ペンダントブローチ カメオ 約27×35mm D 約0.02ct
重量：約１４．８ｇ 縦：約４３．０ｍｍ 横：約４２．０ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
バチカン内径：約８．０×３．０ｍｍ

32 5049868 ¥498,000-

華やかにお花を象ったペンダントブローチ。カメオに
白蝶貝とオニキスの枠を合わせ、モダンな印象に
お仕立てしました。シックな色合いでスタイリッシュに
身につけられるので、男性にもおすすめ。

ゲルハルド・シュミット 手彫り メノウカメオ ルース 額装
カメオ 約51×122mm
重量：約４７．１ｇ 縦：約５１．０ｍｍ 横：約１２２．０ｍｍ 深さ：約５．０ｍｍ

31 5049867 ¥12,800,000-

穏やかな水面で荘厳に咲き誇る蓮の花を、丁寧な手彫り
で描いた見事な作品。「清らかな心」という花言葉を
持つ蓮の花。高貴で神秘的なお花の様子が表現された
世界を、額装でお楽しみください。
※こちらの商品は額装になります。

K18YG ムンシュタイナーカット ペリドット リング
PE 19.42ct
重量：約２３．１ｇ 最大幅：約２０．０ｍｍ 最小幅：約５．５ｍｍ 高さ：約１１．０ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

30 5041435 ¥2,480,000-

大胆で斬新なデザインを吹き込んだムンシュタイナー
カットの魅力が、大粒ペリドットに盛り込まれた
トム・ムンシュタイナー氏の作品。地金の梨地はムン
シュタイナーオリジナルの定番としてよく作られており、
石の存在感を際立たせています。

K18YG ベルント・ムンシュタイナーカット トルマリン
ベリル ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
T 2.08ct T 1.34ct BE 1.68ct D 0.40ct（LI）
重量：約７．７ｇ 最大幅：約１９．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

29 5044712 ¥798,000-

伝説の宝石彫刻家として語り継がれるであろうベルント・
ムンシュタイナー氏にカットされた宝石たちを、一つの
リングにまとめた贅沢な一品。それぞれの個性を活か
し、存在感と華やかさを引き立てたジュエリーです。

ムンシュタイナー

光の魔術師 ムンシュタイナー／Munsteiner
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。

ゲルハルド･シュミット Gerhard Schmidt

1953年　4月8日生まれ
1967年　宝石専門学校に入学
1981年　日本での彫刻活動を開始
1990年　ドイツ帰国
　　　　アトリエ・シュミット開設
2006年　ドイツ州政府がクンストラー（芸術家）認定

現在もなお芸術家として活動中。オリジナルの芸術作品を製作しています。

※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。

Idar-Oberstein
宝石彫刻の街 イーダー・オーバーシュタイン



大人ピンクゴールドで
軽やか春色コーデ♪

33

34

35

35
K18PG ピンクダイヤモンド リング PD 約0.30ct
重量：約２．５ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5041366 ¥99,800-

きらめきピンク
希少なピンクダイヤモンドをプレッシャーセッティング
でお仕立てしたリング。大粒1石に見える豪華な
デザインで、石座に留まった石、腕の繊細なミル打ちも
印象的なアイテムです。

Ring

33
K18PG ブラウンダイヤモンド ピアス
BRD 約0.26ct
重量：約１．７ｇ 縦：約２２．０ｍｍ 横：約１．０ｍｍ

5019835 ¥46,800-

大ぶりハート
ピンクゴールドとブラウンダイヤモンドのつ
ややかな組み合わせがフェミニンなピアス。
大ぶりハートが甘辛で、さまざまなコーディ
ネートに合わせられます。小顔効果も◎。

Pierce

34
K18PG ピンクダイヤモンド ノット リング PD 約0.25ct
重量：約４．５ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5039098 ¥128,000-

フェミニンノット
「紐の結び目＝ノット」には、絆や縁という意味があり、
これから素敵な縁を呼び寄せるといわれる、春に
ぴったりの縁起が良いジュエリーです。身につけると
女性らしさもアップ！

Ring

大人ピンクゴールドで
軽やか春色コーデ♪
優しい色合いの春コーデには、ピンクゴールドがぴったり！
フェミニンでスタイリッシュな大人ピンクを楽しんで。
優しい色合いの春コーデには、ピンクゴールドがぴったり！
フェミニンでスタイリッシュな大人ピンクを楽しんで。

※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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アンコールDAYアンコールDAY
＼GSTVポイント2倍／＼GSTVポイント2倍／ GSTV

NEW
Commentator

◆座右の銘は？
─ 「ジュエリーはハッピー＆ラッキーのスイッチ」
お気に入りのジュエリーを身に着けて、前を向けば良い
流れに乗って、きっといいことが起こる…と信じてます。
◆あだ名は何ですか？
─ しんちゃん
◆今一番のマイブームは？
─ ロードバイクでサイクリング、爽快感にハマってます。
◆気になるジュエリーを教えてください。
─ デマントイド･ガーネット、ラピスラズリ。（基本ヒカリ
モノが好きなのでジュエリー全般大好きです。）
◆オンエア中にやってしまった一番大きな失敗は？
─ 最初の頃（確か3回目！）頭が真っ白になり、絶句
してしまいました。
◆GSTVに出演して、一番うれしかった・良かった
ことは何ですか？
─ 出演はぜひチャレンジしたかったことなので、実現
でき、とても嬉しかったです！！
◆自分が出演する番組の見所を教えてください。
─ コーディネートを楽しんでいただけるGSTVの

ジュエリーのデザイン、石のクオリティとメイクの良さ
を、わかりやすくご説明いたします。
◆GSTVの現場の雰囲気を教えてください。
─ TVショッピングの現場はスピードが速くスリリング。
GSTVは本当に良い方ばかりで、感謝・感謝の毎日です！
◆GSTVについて一言。
─ 今は少なくなってしまった「宝石商」の現代の
ニュータイプ！！デザイン・クオリティ・メイクの良さ
に加え、一工夫こらした生きのいいジュエリーを、一段
とお求めやすいダイレクトプライスでお届けする、
かなりオリジナリティの高い会社です。
◆ファンに向けてメッセージお願いします。
─ いつもご視聴いただきありがとうございます！今後
も引き続きご覧いただき、ご愛顧くださいませ！！
（これに尽きます）

GSTV
番組プログラム
April 2022

BS放送
特別追加枠

4月の番組チェック！

才藤真吾（さいとう しんご）新コメンテータ

才藤真吾（さいとう しんご）　
●誕生日：１９６５年３月１６日　●出身地：町田市　
●特技：美しいものにはピンとくる嗅覚　●資格・免許：
ジュエリーコーディネーター 1級（２０１１年取得）

新コメンテータの才藤真吾さんにスペシャルインタビュー！

GSTV 宝石大学 検　索絶賛配信中絶賛配信中
YoutubeでYoutubeで

「アレキサンドライト名前の由来と産地」

！！！！
＃9  「サファイアの歴史と色」 
＃10「サファイアの産地」 
＃11「最高峰のサファイア」 
＃12「宝石の加熱」
＃13「宝石の加熱方法」
＃14「非加熱のサファイア」
＃15「誕生石の改訂」
＃16「日本独自の新誕生石」

＃１「宝石とは？」 
＃２「世界四大宝石とは？」 
＃３「ダイヤモンド」
＃４「ダイヤモンドの評価基準」 
＃５「カラーダイヤモンドの知識」
＃6「ルビーの歴史」
＃7「ルビーのメカニズム」
＃8「最高峰のルビー」 

＃１7「エメラルドの歴史」  
＃１8「エメラルドの成り立ち」  
＃１9「エメラルドの産出地」 
＃20「エメラルドの産出地2」 
＃21「アレキサンドライト」 

スーパー
プロフェッサー
スーパー

プロフェッサー
助手

ジェムマンジロー
助手

ジェムマンジロー

ジュエリーのデザイン
石のクオリティとメイクの良さをわかりやすく

＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／宝石大学 #22宝石大学 #22

Special Int�viewSpecial Int�view

・4月9日㊏   13:00～13:59
・4月16日㊏ 14:00～14:59

BS-TBS 
「麗しの宝石ショッピング」

チャンネル登録よろしくカメ！チャンネル登録よろしくカメ！

BSフジ・サブチャンネルで
４月１日から放送スタート！

視聴方法

毎週金曜日更新！毎週金曜日更新！

月1回開催する、GSTVの
大人気TVイベント「アンコールデー」。
リクエスト頂いた大人気アイテムが復活したり、普段
ご紹介できないアイテムの限定紹介など、目白押しで
ご紹介します。当日をお楽しみに！

開催期間：開催期間：

4月13日㊌4月13日㊌
4月12日㊋ 24:00ポイント2倍対象期間：

（4月13日㊌ 0:00）
～ 4月14日㊍ 7:59まで

BS-TBS　「麗しの宝石ショッピング」
放送変更の
お知らせ

・4月7日㊍ 24:00～25:25 まで、以降はドレスアップジュエリー
・4月8日㊎ 24:00～25:20 まで、以降は大久保洋子のプレシャスジェムタイム
・4月9日㊏ 24:00～25:15 まで、ジュエリーコンシェルジュ

※17:00　アニマル＆モチーフアワーは休止　※21:00　みつかる！GSTVFANアワーは休止

「ジュエリーライフ11」BS8 （181ch）
（毎週月曜～金曜あさ11：00～11：59）のあとは…

毎週月曜～金曜 昼 12：00～13：59

ジュエリーライフNEXTジュエリーライフNEXTNEXT
BSフジ（181ch）を選択後
リモコンの赤ボタン　　を押すと
サブチャンネル（182ch）に
切り替わります。

電源
地デジ

BS CS

番組表

決定

赤ボタン

11：00

12：00

14：00

ジュエリーライフ11 ジュエリーライフ11

ジュエリーライフNEXTジュエリーライフNEXT

BSフジ・サブチャンネル
（182ch）

BSフジ
（181ch）

NEW

※放送スケジュールはやむをえず変更させていただくことがございます。ご了承ください。

GSTV FAN／ April 2022 GSTV FAN／ April 2022
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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「私、時代に追いつけません！」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

第1回

大賞
PN. ビーズネックレスは3ｍｍがイイさん

PN. けんたろさんママさん

平成＆令和の芸能人に追いつけません　アイドルの熱愛や結婚報道

PN. 色石チャレンジさん「サブスク」ってなに？

※サブスクリションの略　商品やサービスを一定期間、一定額で利用できる仕組み

第2回

大賞

第3回

大賞

PN. おーちゃんさん「あざとい女子」のあざといの使い方

いろんなスイーツが多すぎて、名前だけ聞かされても分からない

PN. イオさん息継ぎする所がない最近の曲

私、時代に追いつけません！私、時代に追いつけません！

4月のお題

誰にも言えない私の黒歴史⤵誰にも言えない私の黒歴史⤵
人には言えない自分だけの恥ずかし～過去人には言えない自分だけの恥ずかし～過去

・成人式にロン毛にツイストパーマで参加
・小学校の生徒会選挙で落選
・味方キーパーが蹴ったボールが顔面に当たりオウンゴール

例）
ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！
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久しぶりに見る見事なスターサファイア。ブルーは
よっぽど綺麗でないと加熱される場合が多いのでそもそも上質

なものを見ることは少ないのですが、理想的な冴えた青を持ち、
スターのラインも美しくのびやか、センターのずれは若干あるものの
許容範囲だと思います。場面も広く、ぜひ一度ご覧いただきたいです！

サファイアの比較において、とかくマイナス
要素を持ちがちと言われるタイ産サファイア。確かに

色が深すぎるタイプが多いですが、こちらはもうそんなこと
は言わせない！泣く子も黙るタイ産、面目躍如の逸品。色、
テリ、カット、クラリティとてもバランスが良いお品となって
います。ほかの産地のサファイアに比べてお値段も抑えられ
ており、ご検討いただけるかと思います。

T h e  K I W A M I  o f  K I W A M I  J E W E L R Y

今月は今のうちにご紹介しないといずれなくなる
レアサファイアから！
今月は今のうちにご紹介しないといずれなくなる
レアサファイアから！

「極みの宝石ショッピングアワー」　毎週土曜19時～

第4回

ID： 5047335　ミャンマー産 非加熱スターサファイア 7.562ct

ID： 5047336　タイ産 サファイア 7.005ct

「極み」解説

「極み」解説

サファイアではありませんが、4月の誕生
石もご案内しなくてはと選んだのがレ・エッセン

シャルプルミエールのリング。ここまで巧みにミステリー
セッティングを施せるのはさすがです。指を通すとまるで
ダイヤモンドが意思を持ったかのように柔らかく包んで
くれます。高額ではありますが、ついついお供にしたく
なるような指に沿うおつくりで出番も多いのではないで
しょうか。様々なミステリーセッティングを見させていた
だきましたが、構築的なこのデザインはもうアートの世界
だと思い、敢えて取り上げさせていただきました。

ID： 5019805　ダイヤモンド レ・エッセンシャル

「極み」解説

毎週土曜日放送の「極みの宝石ショッピングアワー」で
ご紹介した商品の中からさらに厳選した「極みの中の極み」
ジュエリーを取り上げてまいります。

毎週土曜日放送の「極みの宝石ショッピングアワー」で
ご紹介した商品の中からさらに厳選した「極みの中の極み」
ジュエリーを取り上げてまいります。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

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。
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2022 Spring

https://gstvfan.jp/coordinate/new-trend/otonajewelry_2022spring

大人ジュエリーGSTVFAN.j
pで

  展開中！

さりげなくて、ドラマティック。 
可愛くありたいけど、媚びない強さも欲しい。 
そんな大人女子におすすめのジュエリーをセレクトしました。

宝石の魅力や歴史、様々な宝石にまつわる物語をお届けします。
宝石好きによる宝石好きのための物語「麗しの宝石物語」をどうぞお楽しみください。

大好評につきレギュラー放送再開！大好評につきレギュラー放送再開！

4月10日より4月10日より
毎週日曜毎週日曜 昼 12:30～昼 12:30～（30分）
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お手持ちのジュエリーを
綺麗にクリーニングいたします。
お手持ちのジュエリーを
綺麗にクリーニングいたします。
※素材や留まっている石によってはお請けできない場合がございます。

ジュエリージュエリー
クリーニングクリーニング無料無料

GSTVでご購入いただきましたジュエリーで
何かお困りのことはございませんか？

その他にも…

合わせてお気軽にご相談くださいませ。

店舗サービスのご案内

詳細は各ショールームにお問い合わせください。
詳しくはP30～ 33をご覧ください。

※画像はイメージです。

リングの
サイズが合わなく
なってしまった…

ピアリングが
片側だけに

なってしまった…
ネックレスの
チェーンが

切れてしまった…

GSTV FAN／ April 2022



会期初日から大反響を呼んでいる国立科学博物館の特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」。
原石の誕生から宝石の多様性、ジュエリーの技巧まで幅広く宝石に関する学びを得られる
特別展です。様々な角度から楽しむことのできる本展を私の視点でご紹介いたします。

ストーンカメオ講座（16）

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

国立科学博物館
　特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」

①古代ローマ『アテナのカメオ』（第5章、アルビオンアート所蔵）

第1章「原石の誕生」

【会期】
【場所】
【詳細】

2022年2月19日（土）～6月19日（日）
国立科学博物館　地球館地下1階特別展示室
https://hoseki-ten.jp/

最低でも5点は紹介したいのですが、誌面の都合上、悩みに悩み3点に絞りました。私のおすすめ作品はこちらです。

紀元１世紀に彫られたと思われるギリシャの女神アテナ（知恵、芸術、戦略の神）のメノウカメオ。2000年前
に彫刻されたメノウカメオを実際に観ることができます。当時、誰の依頼で何ヶ月かけて彫ったのか、誰が
所有したのかなど、ロマンが広がる作品です。オンエアの際によく私が申し上げる「カメオは2000年もちま
すから、安心です」を実際にお確かめいただけます。

②ナポレオンの妹カロリーヌ旧蔵『バッカスのカメオ』（第5章、アルビオンアート所蔵）
古代カメオのコレクターであったナポレオンが、きっと妹から自慢されたに違いないカメオと想像を巡らせ
ます。優美で古典的な彫刻の風合いもさることながら、素材である5層メノウの美しさは圧巻です。

③メノウカメオオブジェ『山頂で教えるイエス』
 （第3章、ストーンカメオミュージアム所蔵）
着色処理のなされていない天然メノウの色味と、その大きさは
必見です。不整形に入り込んだメノウの多層に美しいカメオ彫
りが施された逸品です。

　国立科学博物館で宝石に関する特別展が開催されるという
話を聞いて以来、とても楽しみにしていました。それは、自然や
科学技術に関する研究が主である「国立科学博物館」におい
て、鉱物としての宝石の紹介に留まらず、ジュエリーや芸術品と
しての宝石が紹介されることに非常に好奇心を掻き立てられた
からです。
　それでは、展示の流れに沿ってご紹介します。

　宝石の生成、鉱床、産出などを中心に鉱物学的要素の色濃い
内容で、子供から大人まで楽しめるでしょう。まず目に付くの
が高さ約2.5ｍのアメジストドームで、公式HPでも紹介されて
いる通り迫力満点です。多くの人が写真を撮っていました。
本展のためにブラジルから運ばれたとのこと、輸送、設置は
さぞ大変だったと思います。

第2章「原石から宝石へ」
　鉱物が産出された後、人の手によって研磨、彫刻が施される様子を観ることができ、人類が古代に
宝石で何を作っていたのを学ぶことができます。また、「指輪が語る宝石の歴史」として国立西洋美術館
所蔵の約200点の指輪が展示され、美しく多様なデザインに触れることができます。

第3章「宝石の特性と多様性」
　多様な鉱物、宝石とそれぞれの色の特徴などが比較、鑑賞で
きる展示内容で、巨大宝石や美しい色の宝石を観ることができ
ます。3大産地のサファイヤの比較展示（ミュンマー産、カシ
ミール産、スリランカ産）は、ぜひご自身の目で実物を観ていた
だきたいです。

第5章「宝石の極み」
　紀元前から近代までの様々な宝飾工芸作品が展示され、何千年も前のジュエリー、そして素晴らしい
カメオの実物を観ることができます。自分が望む様々な角度から観ることができ大満足でした。
王室、皇族など皆さんも馴染み深い名前もたくさん出てきます。私にとっては最も興味を惹かれた
コーナーでしたが、このエリアは写真撮影禁止です。

　平日にも関わらず、多くの来場者に驚きました。美しい原石、宝石、
宝石彫刻、ヨーロッパ宝飾史を代表するジュエリー作品を鑑賞でき、
自分自身がパワーアップした気持ちになった一日でした。見どころ
満載の本格的な特別展です。ぜひ足をお運びください。

第4章「ジュエリーの技巧」
　ヴァンクリーフ＆アーペル、ギメルといったハイジュエラー、ハイブランドが作り出す完成度の高い
ジュエリー作品が展示され、どのように宝石が宝飾品になるのかを学べます。ティアラ、フルネックレス、
ブレスレットなど超高級ジュエリーは観ているだけでドキドキします。特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」の概要

特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」展示内容
必見！私のおすすめ作品！

会期初日から大反響を呼んでいる国立科学博物館の特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」。
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見て、さわって楽しむ！GSTVを

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

2022年4月開催

開催日前後の状況が以下の場合、中止・延期をさせていただきます。
東京都に緊急事態宣言　もしくは　開催地に蔓延防止重点措置適用

ご不明点等ございましたら開催状況をご確認下さいますようお願い申し上げます。

2022年 名古屋大感謝祭

愛

知

県

名古屋マリオットアソシアホテル
16F アイリス
名古屋マリオットアソシアホテル
16F アイリス
4月3日（日）4月3日（日）
●JR「名古屋駅」直結●JR「名古屋駅」直結

2022年 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10日（日）4月10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。

2022年 札幌大感謝祭

北

海

道

札幌グランドホテル
別館 2F グランドホール
札幌グランドホテル
別館 2F グランドホール
4月23日（土）4月23日（土）
●地下鉄「大通駅」から徒歩5分、JR「札幌駅」から徒歩10分●地下鉄「大通駅」から徒歩5分、JR「札幌駅」から徒歩10分

GSTVイベント情報
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

詳しい出品条件は
P48のJSMページや
JSMのWEBサイトを
ご覧ください。

JSM
出品受付
いたします！ GSTVショールームでは、ご購入いただいた商品のアフターサービスや修理の受付はもちろん、

GSTVの商品を実際にお手に取ってお試しいただけます。もちろんその場でのご購入も可能！
お近くへお越しの際には、是非お気軽にお立ち寄りください。

都市に常設

ショールーム
GSTVと
お客様を
つなぐ

ショールームサービス一覧

ご来店ポイントカード配布中！2

修理・リフォーム・オーダー相談 承ります3

10個たまると
3,000円のクーポン
としてご利用いただけます。

※発行から1年間有効、発行店のみでのご使用になります。

ショールーム限定！ 

ジュエリー修理の窓口として、また
リフォームやオーダーについても
ご相談を承ります。

TVや番組ガイド誌 GSTV FAN で
紹介されたジュエリーの
リクエストを承ります！ 
実際にお手に取って
ご覧ください。

もちろんアンコールDAY他、
ポイント2倍DAYも2倍になります。

ショールームにご来店いただけるだけで
スタンプ1個捺印！

ジュエリー無料クリーニング4第一日曜日はご購入ポイントが2倍！！1

TVやガイド誌紹介商品のリクエスト承ります5

番組ガイド誌 配布中！6

※一部、紹介不可商品がございます。事前にお問合せください。

※過去の番組ガイド誌は
　ご相談ください。

お手持ちのジュエリーを 

GSTVが毎月発行している
番組ガイド誌「GSTV FAN」 
ショールームに行けば
必ず手に入ります！

ショールームスタッフまでお気軽にお声がけください。

第一日曜日は
ご購入ポイントが2倍！！

無料で
ピッカピカに
クリーニング！
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※各店舗において新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行い営業しております。（2022年3月時点）
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※各店舗において新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行い営業しております。（2022年3月時点）

0120-570-771

営業時間：11:00～19:00

〒104-0061
東京都中央区 銀座１丁目6-8 DEAR GINZA 1階
・東京メトロ 「銀座1丁目駅」から徒歩約2分
  「京橋駅」から徒歩約5分、「銀座駅」から徒歩約6分
・JR 「有楽町駅」から徒歩約5分
・都営浅草線「宝町駅」から徒歩約7分

『 銀座サロン 』
優雅な気分で楽しいジュエリーデイをTOKYO

YOKOHAMA

〒650-0022 兵庫県神戸市中央区
元町通2-6-2

・JR線・阪神線 「元町駅」から
  徒歩約3分

『 神戸元町ショールーム 』
0120-420-243

ルースいっぱい 楽しさいっぱい 夢いっぱい 神戸元町SR

KOBE

〒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

・地下鉄空港線 「天神駅」4番出口から
  徒歩約1分

『 福岡ショールーム 』
0120-730-243

ゆる～りのんびりジュエリーの癒し空間

FUKUOKA

〒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

・御堂筋線・長堀鶴見緑地線 
  「心斎橋駅」から徒歩約5分

『 心斎橋ショールーム 』
0120-160-243

心斎橋の“隠れ家”サロン

OSAKA

デザイナー在籍

デザイナー在籍

0120-570-126

〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-43 T2号棟1階
・東京モノレール、りんかい線
 「天王洲アイル駅」より徒歩約5分

『 天王洲ショールーム 』
TOKYO

0120-570-423
〒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

・JR根岸線 「石川町駅」 南口より徒歩4分
・みなとみらい線「元町・中華街駅」より徒歩7分

『 横浜元町ショールーム 』
誠実で明るく楽しいお店がモットーです

デザイナー在籍

全店 毎週水曜日定休日：
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station necklace

metal fittings

slide chain

ステーションネックレスはチェーンのみの
ネックレスよりも絡みやすいので、
保管方法に注意が必要です。

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。

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。

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 2 3

1 2 3

1

ネックレスの先端部分だけ、
小さいチャック袋に
入れて閉じる

1 2

［1］を大きめのチャック袋に入れ、
ネックレス金具部分が袋のチャック部分に
引っかかるようにして閉じる。

2 3

スライドチェーンの長さの変え方

クラスプ金具 ～ビーンズ型の外し方～

ステーションネックレス の保管方法

クラスプ金具 ～差し込み型の外し方～

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。ご利用ガイド
アイテム別使い方が

  わからない
…

！ 注意

お洋服のポケット
やポーチ等にその
まま入れてしまう
と絡まりやすくな
ります。

！

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

bracelet

pierring

本体を耳たぶより広めに開く。 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。

1 2

1 2 3

3 4

ブレスレット
バディ

ピアリングの付け方

ブレスレットバディによるブレスレットの付け方
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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 chain necklace guide GSTV chain necklace guide

「星座石」って何？Q

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

生まれた月に対して「誕生石」が選ばれている様
に、生まれた星座に対しても「星座石」が選ばれ
ています。発祥の特定は難しく、占星術で有名な
黄道12星座の起源と合わせてメソポタミア文明
からとも言われています。また「誕生石」と異な
り、星座ごとに宝石が４～５石選ばれていること
が多く、明確化されていません。国や地域、伝
統、文化によって多種多様な宝石が選ばれていま
すが、対応する星座の物語やイメージに沿う石が
多いです。日本よりヨーロッパで好まれている印
象があります。 国や地域によって星座石の種類はさまざま。

おひつじ座 おうし座 ふたご座

かに座 しし座 おとめ座

てんびん座 さそり座 いて座

やぎ座 みずがめ座 うお座
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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 chain necklace guide GSTV chain necklace guide

「星座石」って何？Q

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

生まれた月に対して「誕生石」が選ばれている様
に、生まれた星座に対しても「星座石」が選ばれ
ています。発祥の特定は難しく、占星術で有名な
黄道12星座の起源と合わせてメソポタミア文明
からとも言われています。また「誕生石」と異な
り、星座ごとに宝石が４～５石選ばれていること
が多く、明確化されていません。国や地域、伝
統、文化によって多種多様な宝石が選ばれていま
すが、対応する星座の物語やイメージに沿う石が
多いです。日本よりヨーロッパで好まれている印
象があります。 国や地域によって星座石の種類はさまざま。

おひつじ座 おうし座 ふたご座

かに座 しし座 おとめ座

てんびん座 さそり座 いて座

やぎ座 みずがめ座 うお座
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JSMに届けられたジュエリーは、お客様からの大切なお預かり
もの。ジュエリーは１点１点丁寧に確認し、情報の登録や到着
時の状態を細かく記録します。

ジュエリー販売の新しい形として、お客様のお手持ちのジュエリーをGSTVが完全サポートで販売
するジュエリーセカンダリーマーケット『JSM』。
「仲介ってどういうもの？」「中古のジュエリーは大丈夫？」など様々な疑問や不安に、GSTVだから
できること！を活かして安心安全なサービスを実現しています。

ジュエリーの価値を高めるセカンダリーマーケット

お預かりしたジュエリーは１点１点クリーニングを行います。

GSTVでご購入いただいたジュエリーはそのまま査定へ。
GSTV以外でご購入されたジュエリーは、GSTV宝石学研究所
にて鑑別・鑑定を行います。
査定は宝石のプロが行い、メールにて販売価格を提示いたし
ます。提示させていただいた価格にて、商品の販売を委託
するかどうか、お客様が決定します。

JSMにて写真撮影をし、スタッフが必要な情報などの
コメントをつけて掲載いたします。

お客様からのジュエリーのお受け取り

ジュエリーの査定・鑑別

ジュエリーのクリーニング

写真撮影・掲載

販売・発送

対象商品

出品から販売まで

売買成立金をGSTVポイントでもっとオトクに！

売買成立までの一例
商品の販売が決定したら、GSTVのジュエリーケースへ入れて
ご購入されたお客様のもとへ発送します。

※JSMはWEBサイトからのお申込み、
またはショールームでのお預かりに限らせていただいております。

ジュエリーを売りたい方も・買いたい方も
JSM WEBサイトへアクセス！

Jewelry Secondary Market Jewelry Secondary Market

検 索JSM　ジュエリー

ジュエリーは新しいオーナーの元へ
お客様からお預かりしたジュエリーはJSMスタッフが丁寧にお取り扱い。
ぴかぴかにクリーニングした後、新しいオーナーの元へお届けします。

▲ 受領した商品

▲ 熟練の職人による磨き ▲ クリーニング前 ▲ クリーニング後

▲ GSTV宝石学研究所
による宝石鑑別

▲ 宝石のプロによる査定

▲ 地金の測定GSTVで購入された商品 他社で購入された商品
購入価格1点あたり

ご注意：他社で購入された商品は「鑑別料金＊」がかかります。

49,800円（税込）以上
購入価格1点あたり

100,000円（税込）以上

貴石・半貴石のジュエリー
K18以上またはPT850以上の

ルース※天然石に限ります。

売買成立金の
振替方法は、
出品時にご希望を
お伝えください

お振込なら GSTVポイントなら
GSTVポイント

販売単価50万以上で

販売額の80% 販売額の85% 販売額の88%販売額の80% 販売額の85% 販売額の88%
販売手数料 20％

お振込なら
販売額の

＊販売手数料 20％

があなたの元に！

GSTVポイントなら
販売額の85%
＊販売手数料 15％

（1ポイント1円として500ポイント単位でご利用いただけます）

があなたの元に！

販売手数料 15％ 販売手数料 12％なんと！なんと！

※振込手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。 ※他社商品等の出品時には鑑別料（実費）を差し引かせていただきます。 ※GSTVポイントはGSTV
のテレビ、WEB、店舗等でご使用いただけます。（JSMサイトではご使用いただけません） ※ポイントの有効期限は1年間です。但し、1年以内に継続してお買
い物をいただいている場合、継続してお使いいただけます。

JSMに商品を送ったら、あとは売れるのを待つだけ！
売買
成立JSMに

商品を発送

support@jsm.gstv.jp
までご連絡ください。

まずは

2022年2月1日（火）より、出品商品の販売価格決定方法を変更させていただききました。
詳しくはJSM WEBサイトをご覧ください。

JSMでクリーニング！
商品をサイトにアップ！

あのペンダント
もう 1年
使ってない…

これで新しい
ジュエリーが
買える！

＊ 鑑別料金は約3,300円（税込）～。詳しくはJSMのWEBサイト内に
ある、「他社で購入された商品の出品の流れ」をご確認ください。

ご注意：商品購入時に付属していたものは、できる限り一緒に出品
をお願いします。（紛失の場合、販売額に影響する可能性がござい
ます。）

80%

出品には本人確認書類が必要です。

https://www.gstv.jp/jsm/about_jsm/news_sellingprice.html
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April 2022

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：いつも番組をご覧いた
だきありがとうございます！

ハガキに記載されている期限ま
でに商品をご注文いただければ、
継続してポイントをご利用いただ
けます。この機会にぜひ、ご注文
ください！

いつも楽しく拝見しております。

先日、ポイント失効のお知らせ

ハガキが届きました。どうすれ

ばよいのでしょうか。

スタッフ：せっかく楽しみにしてくださっていたのに、
催事が中止や延期となり、申し訳ありませんでした。
再開が決まりましたら、是非ご来場ください！会場に
はたくさんの希少石が並んでおります。きっとお時間
を忘れてお楽しみいただけることと思います！

はじめて催事に行く予定をしていたのですが、コロナ

の影響で延期になってしまいとても残念です。

ＧＳＴＶを見るようになって、今まで聞いたことも

なかった希少石がたくさんあることを知りました。

全てを購入するのは難しいので、催事で色々な

石を拝見させていただきたいです。

スタッフ：GSTVのYouTubeをお楽しみいただきありがとうございます！ジュエリーの簡単
なお手入れ動画もございますが、今後、お客様の疑問に沿った内容の動画を展開していき
ますので、どうぞご期待ください。その他にも豆知識動画をご用意しております。
ぜひ、YouTubeで「GSTV 豆知識」と検索してみてください。

思うように外出ができない分、普段使いで楽しめる石を購入しています。YouTube動画も

最近見始めたのですが、クリーニング方法や取り扱いの注意点をまとめた動画があると嬉し

いです。石を扱う時になんとなく怖くて、軽く拭くぐらいしかメンテナンスができていません。

編集部より GSTV本社が移転となり、本格的に天王洲で働き始め
ました。現在３月ということもあり、まるで学生時代、
新学期を迎えた時のような新鮮さと高揚感があります。
テレワークも引き続き継続中。毎日出社できるわけでは
ないですが、そのぶん出勤時には植物やにおい・気温
などで季節の移り変わりをしみじみと味わえています。

春ですね！ちょっとしたお出かけが楽しく、暮らしに
彩りが欲しくなるこの季節に新しいジュエリーは
いかがでしょうか。情勢変化著しい昨今ですが、
お客様が少しでも明るい気持ちで日々を過ごして
いただけますよう、GSTVのきらめくジュエリーが
生活の一助となれば嬉しいです。

GSTV FAN／ April 2022

① ②
③ ④

⑤

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

GSTV 検索

＊キャンセルについての詳細は45ページをご覧ください。

今月のCOVER ①　ID：5049377
K18PG ブラウンダイヤモンド ブレスレット BRD 約3.00ct  
重量：約７．６ｇ 長さ：約１７ｃｍ 幅：約３．０ｍｍ
￥248,000-

②　ID：5049376
K18YG ブラウンダイヤモンド ブレスレット BRD 約2.20ct  
重量：約８．２ｇ 長さ：約１７ｃｍ 幅：約１．５－４．５ｍｍ
￥258,000-

③　ID：5036219
PT950 アッシャーカットダイヤモンド ＆ クリスカットダイヤ 
＆ ダイヤ（リリーダイヤカット） 楽ラスプ ブレスレット 
D 約0.55ct（LI） D 約0.45ct（LI） D 約0.50ct（LI） 
重量：約１５．２ｇ 長さ：約１８ｃｍ 幅：約２．５－９．０ｍｍ
￥498,000-

④　ID：5041970
PT950 ダイヤモンド（リリーダイヤカット） 楽ラスプ ブレスレット
D 約2.20ct（LI） 
重量：約１１．８ｇ 長さ：約１８ｃｍ 幅：約１．０－３．０ｍｍ
￥548,000-

⑤　ID：5041286
K18WG/PG/YG ブラウンダイヤモンド リング 
BRD 約1.00ct BRD 約0.70ct BRD 約0.30ct 
BRD 約1.20ct 
重量：約８．３ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約６．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可
￥448,000-




