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K18YG ナミビア産マンダリンガーネット
ダイヤ（リリーダイヤカット） ネックレス
GA 1.622ct GA 0.932ct D 0.10ct （LI）
重量：約３．５ｇ トップ縦：約２２．５ｍｍ トップ横：約８．５ｍｍ
トップ高さ：約６．５ｍｍ バチカン内径：約６．５×２．０ｍｍ
長さ：約４５ｃｍ 幅：約０．７ｍｍ フィニッシュピン

1 5063496 ¥498,000-
K18YG ナミビア産マンダリンガーネット リング 
GA 2.80ct
重量：約８．２ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

2 5059423 ¥698,000-
PT950/K18YG ナミビア産マンダリンガーネット 
ブラジル産パライバトルマリン ダイヤ
トロピカルサンセット ペンダントトップ
GA 1.429ct PRT 0.62ct D 0.48ct
重量：約５．１ｇ 縦：約３０．０ｍｍ 横：約１４．５ｍｍ
高さ：約５．５ｍｍ バチカン内径：約５．５×１．８ｍｍ

3 5060606 ¥598,000-
PT950/K18YG ナミビア産マンダリンガーネット
ブラジル産パライバトルマリン ダイヤ
トロピカルサンセット ネックレス
GA 1.762ct PRT 0.76ct D 0.40ct
重量：約１３．２ｇ トップ縦：約３０．５ｍｍ トップ横：約２０．０ｍｍ
トップ高さ：約６．０ｍｍ バチカン内径：約５．５×２．０ｍｍ
長さ：約４２ｃｍ 幅：約２．０ｍｍ スライドアジャスター約５ｃｍ

4 5063884 ¥698,000-

特に高品質な３石の
ダイナミックなリング

南国・サンセットビーチの
夕暮れをジュエリーで表現

２種カットを組み合わせた
スタイリッシュIライン

22

11

陽だまりオレンジ
美しい色合いと強烈な輝きを放つオレンジ色が特徴のナミビア産マンダリンガーネット。

20年以上前に鉱山が閉山され、今や幻の存在となっている、宝石ファン垂涎の希少石です。

情熱的でポジティブなオレンジ色は眺めるだけでも楽しく、あたたかな季節の装いにもぴったりです。

… 幻のナミビア産マンダリンガーネット …

※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。
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「パンジー」
重なり合う花弁が
瑞々しく優雅

「シャクヤク」
ピンクグラデーションで
大輪の花をリアルに表現

「ホワイトローズ」
アコヤ真珠と白蝶貝を
幻想的な薔薇にお仕立て

MARI COLLECTION
凛と咲き誇るMARIコレクションのお花たち。
是非身につけて、指先や首元から春を感じてください。

K18WG/YG/PG サファイア
イエローダイヤ & ダイヤ ツァボライト ルビー
パンジー ペンダントブローチ
SA 約1.80ct YD 約1.00ct D 約1.10ct
TS 約0.50ct RB 約0.08ct
重量：約１２．６ｇ 縦：約５４．５ｍｍ 横：約３４．０ｍｍ
高さ：約１０．０ｍｍ バチカン内径：約６．５×３．５ｍｍ

6 5060586 ¥698,000-

K18WG/PG/YG ピンクサファイア
イエローダイヤ & ダイヤ シャクヤク リング
PS 約7.70ct YD 約0.16ct D 約0.12ct
重量：約２０．９ｇ 最大幅：約３２．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約１２．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

8 5049309 ¥598,000-
K18WG/PG/YG ピンクサファイア
イエローダイヤ & ダイヤ シャクヤク
ペンダントブローチ
PS 約8.00ct YD 約0.25ct D 約0.85ct
重量：約２９．４ｇ 縦：約４３．５ｍｍ 横：約６９．０ｍｍ
高さ：約１８．５ｍｍ バチカン内径：約５．０×１．９ｍｍ

7 5049308 ¥998,000-

K18YG アコヤ真珠 白蝶貝 ＆ 黒蝶貝 ダイヤ
ホワイトローズ ピアリング
P 約3.5-6.0mm D 約0.04ct
重量：約１３．３ｇ 縦：約２２．０ｍｍ 横：約１６．５ｍｍ

9 5050295 ¥248,000-
K18YG/WG/PG サファイア
イエローダイヤ & ダイヤ ルビー パンジー リング
SA 約1.00ct YD 約0.70ct D 約0.50ct
RB 約0.05ct
重量：約７．８ｇ 最大幅：約２０．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約８．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5 5060582 ¥498,000-

※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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IDAR-OBERSTEIN
―イーダーオーバーシュタイン―

葉も実も贅沢な
パライバトルマリンのブドウ

咲きかける瞬間を捉えた
優雅な薔薇の花

スタイリッシュな中石を活かした
建築作品のようなリング

PT950 ムンシュタイナーカット トルマリン
ダイヤ リング
T 5.17ct D 0.40ct
重量：約１３．５ｇ 最大幅：約２５．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

12 5058429 ¥698,000-

K18WG/PT950 モザンビーク産パライバトルマリン
ダイヤ ネックレス
PRT 2.26ct D 3.09ct
重量：約２７．２ｇ トップ縦：約２９．５ｍｍ トップ横：約４０．０ｍｍ
トップ高さ：約１６．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×３．５ｍｍ
長さ：約４２ｃｍ 幅：約２．０ｍｍ スライドアジャスター約５ｃｍ

10 5063885 ¥1,680,000-
PT950 モザンビーク産パライバトルマリン
ダイヤ ペンダントトップ
PRT 3.463ct PRT 2.02ct D 0.53ct
重量：約６．９ｇ 縦：約３３．０ｍｍ 横：約２７．０ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ バチカン内径：約５．５×２．０ｍｍ

11 5059148 ¥798,000- PT950 ムンシュタイナーカット タンザナイト
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） & ダイヤ リング
TA 5.45ct D 0.34ct（LI） D 0.30ct
重量：約１８．６ｇ 最大幅：約１９．５ｍｍ 最小幅：約４．０ｍｍ
高さ：約５．５ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

13 5058432 ¥1,480,000-

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。（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。



17
K18YG メノウカメオ
ペンダントトップ
カメオ 約20×15mm
重量：約１．９ｇ 縦：約２９．０ｍｍ
横：約１５．５ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×２．５ｍｍ

5057080 ¥32,800- 18
K18YG メノウカメオ
ペンダントトップ
カメオ 約20×15mm
重量：約２．２ｇ 縦：約２９．０ｍｍ
横：約１５．２ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

5045075 ¥34,800-16
K18YG メノウカメオ
ペンダントトップ
カメオ 約15×20mm
重量：約１．７ｇ 縦：約２４．０ｍｍ
横：約２０．０ｍｍ 高さ：約１．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．４ｍｍ

5018304 ¥32,800-

アニャ・シュスラー原型  ［機械彫りカメオ］ アンドレア・ゾーネ原型  ［機械彫りカメオ］ スザンネ・オストゲン原型  ［機械彫りカメオ］

14
ハンス・ディーター・ロート 手彫り
メノウカメオ ルース
カメオ 約45×35mm
重量：約２０．２ｇ 縦：約４５．０ｍｍ 横：約３５．０ｍｍ
深さ：約８．４ｍｍ

5065381 ¥1,280,000-

ハンス・ディーター・ロート作 ［手彫り作品］ 

15
ハンス・ディーター・ロート 手彫り
メノウカメオ ルース
カメオ 約38×47mm
重量：約２２．４ｇ 縦：約３８．０ｍｍ 横：約４７．０ｍｍ
深さ：約７．４ｍｍ

5065380 ¥1,780,000-

14

稲穂の冠をつけた
穀物豊穣の女神・デメテル

18

麗しく優雅な
三美神・カリテス

17

月と狩猟の女神
ディアーナ

16

農耕を司る
サトゥルヌス

15

パリスの前で美を競う
三女神たち

HellenismHel lenism

※ヘレニズム期のモチーフについて詳しくは、
　P42‐43「モチーフから見る宝石彫刻」をご覧ください。
※ヘレニズム期のモチーフについて詳しくは、
　P42‐43「モチーフから見る宝石彫刻」をご覧ください。

ヘレニズムヘレニズム
紀元前、ギリシャ文化と古代オリエント
文化が融合して、新たな時代が幕
開けたヘレニズム期。芸術においては
抽象的な表現から、リアルさを追求した
写実的な作品が増えていきました。
カメオの起源は、このヘレニズム期に
みられるようになった浮き彫り彫刻から
ともいわれています。

紀元前、ギリシャ文化と古代オリエント
文化が融合して、新たな時代が幕
開けたヘレニズム期。芸術においては
抽象的な表現から、リアルさを追求した
写実的な作品が増えていきました。
カメオの起源は、このヘレニズム期に
みられるようになった浮き彫り彫刻から
ともいわれています。

※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。

STONE CAMEO Idar-ObersteinIdar-Oberstein

17
K18YG メノウカメオ
ペンダントトップ
カメオ 約20×15mm
重量：約１．９ｇ 縦：約２９．０ｍｍ
横：約１５．５ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×２．５ｍｍ

5057080 ¥32,800- 18
K18YG メノウカメオ
ペンダントトップ
カメオ 約20×15mm
重量：約２．２ｇ 縦：約２９．０ｍｍ
横：約１５．２ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

5045075 ¥34,800-16
K18YG メノウカメオ
ペンダントトップ
カメオ 約15×20mm
重量：約１．７ｇ 縦：約２４．０ｍｍ
横：約２０．０ｍｍ 高さ：約１．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．４ｍｍ

5018304 ¥32,800-

アニャ・シュスラー原型  ［機械彫りカメオ］ アンドレア・ゾーネ原型  ［機械彫りカメオ］ スザンネ・オストゲン原型  ［機械彫りカメオ］

14
ハンス・ディーター・ロート 手彫り
メノウカメオ ルース
カメオ 約45×35mm
重量：約２０．２ｇ 縦：約４５．０ｍｍ 横：約３５．０ｍｍ
深さ：約８．４ｍｍ

5065381 ¥1,280,000-

ハンス・ディーター・ロート作 ［手彫り作品］ 

15
ハンス・ディーター・ロート 手彫り
メノウカメオ ルース
カメオ 約38×47mm
重量：約２２．４ｇ 縦：約３８．０ｍｍ 横：約４７．０ｍｍ
深さ：約７．４ｍｍ

5065380 ¥1,780,000-

14

稲穂の冠をつけた
穀物豊穣の女神・デメテル

18

麗しく優雅な
三美神・カリテス

17

月と狩猟の女神
ディアーナ

16

農耕を司る
サトゥルヌス

15

パリスの前で美を競う
三女神たち

HellenismHel lenism

※ヘレニズム期のモチーフについて詳しくは、
　P42‐43「モチーフから見る宝石彫刻」をご覧ください。
※ヘレニズム期のモチーフについて詳しくは、
　P42‐43「モチーフから見る宝石彫刻」をご覧ください。

ヘレニズムヘレニズム
紀元前、ギリシャ文化と古代オリエント
文化が融合して、新たな時代が幕
開けたヘレニズム期。芸術においては
抽象的な表現から、リアルさを追求した
写実的な作品が増えていきました。
カメオの起源は、このヘレニズム期に
みられるようになった浮き彫り彫刻から
ともいわれています。

紀元前、ギリシャ文化と古代オリエント
文化が融合して、新たな時代が幕
開けたヘレニズム期。芸術においては
抽象的な表現から、リアルさを追求した
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みられるようになった浮き彫り彫刻から
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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。

STONE CAMEO Idar-ObersteinIdar-Oberstein



洗練されたデザインが高貴な
シンプル二連ネックレス

地金を編み込み
重なり合う円で「縁」を表現

STYLING

２本の指につけて飾る
一筆書きのような繊細ライン

K18WG ダイヤモンド 楽ラスプ ネックレス
D 約4.80ct
重量：約２４．１ｇ 長さ：約４２．０ｃｍ 幅：約２．５－６．０ｍｍ

19 5061931 ¥1,280,000-

20

19

21

心も装いも軽やかに楽しみたい季節。
エレガントな装いにもカジュアルコーデにも美しく調和する、
まろやかで優しいデザインのジュエリーをセレクトしました。

―スタイリング―

PT950 ダイヤモンド ウェーブライン ダブルリング
D 約0.80ct
重量：約７．８ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約１．７ｍｍ
高さ：約２．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

21 5060675 ¥248,000-
K18WG ダイヤモンド サークル ピアリング
D 約0.50ct
重量：約６．８ｇ 縦：約１５．５ｍｍ 横：約１１．０ｍｍ

20 5049334 ¥238,000-

プラチナ
×

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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※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。



ラピスラズリ面も
5062819、5048587との
セットアップにおすすめ

ポイント

鮮やかなお色味が美しい
豪華大粒ネックレス

どんなシーンでも活躍する
ふっくら優美フォルム

舞台上の歌姫のように
存在感あるジュエリー

K18YG スリーピングビューティーターコイズ（スタビライズ）
ネックレス
重量：約４４．２ｇ 長さ：約４３ｃｍ 幅：約９．０ｍｍ

22 5062819 ¥998,000-
K18YG ブラウンダイヤモンド DIVA リング
BRD 約2.00ct
重量：約６．８ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

24 5048587 ¥238,000-
K18YG ダイヤモンド
スリーピングビューティーターコイズ（スタビライズ）
ラピスラズリ ピアリング D 約1.00ct
重量：約７．３ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約８．５ｍｍ

23 5060207 ¥398,000-

24

22

23

K18YG
×

BLUE STONE

STYLING
―スタイリング―

※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。



25

28

26

27

中石の色変わりで
若葉が芽吹くエネルギーを表現

凛とした美しさをたたえるノーブルな希少石。

「大人女子」が心の底からご堪能できるよう、可愛らしくも濃厚な、

極上ジュエリーにお仕立てしました。

K18WG コンクパール ダイヤ カラー ブローチ
CP 3.246ct D 3.34ct
重量：約１６．２ｇ 縦：約６５．５ｍｍ 横：約２３．０ｍｍ
高さ：約１４．５ｍｍ

28 5061724 ¥1,980,000-27
PT950/K18PG ブラジル産パライバトルマリン
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット）
& ピンクダイヤ リング
PRT 約0.30ct D 約0.85ct（LI） PD 約0.05ct
重量：約５．５ｇ 最大幅：約１２．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約５．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5059585 ¥798,000-25
PT950 ブラジル産アレキサンドライト（特優）
ダイヤ Sprout リング
AL 0.350ct D 0.74ct
重量：約６．５ｇ 最大幅：約２０．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約３．０ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5062398 ¥448,000- 26
PT950 ブラジル産パライバトルマリン
ダイヤ リング
PRT 0.504ct D 0.49ct
重量：約４．９ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約４．０ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5061913 ¥798,000-

ブラジル産
アレキサンドライト（特優）

ネオンカラーを引き立てる
エレガントな天使の羽

ブラジル産
パライバトルマリン

愛らしさと気品を追求した
極上デザインリング

ブラジル産
パライバトルマリン

華麗なる花・カラーを象った
迫力ある大振りブローチ

コンクパール

【白熱灯下での変色効果】

Feminine Rare Stones
― フェミニン・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。（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。
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34
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30 中石のきらめきが
水晶に拡がりゆくデザイン
中石のきらめきが
水晶に拡がりゆくデザイン

モノトーンがシャープな
ボリュームリング
モノトーンがシャープな
ボリュームリング

王冠までゴージャスな
愛されテディベア
王冠までゴージャスな
愛されテディベア

ランダムなサークルで
立体的に銀河を表現
ランダムなサークルで
立体的に銀河を表現

2本の指を飾る
トレンド・ウェーブライン
2本の指を飾る
トレンド・ウェーブライン

ヴィクトリア時代を想起する
アンティークリーフ
ヴィクトリア時代を想起する
アンティークリーフ

Modern Diamond
ダイヤモンドであらわす近代デザインと上質な遊び心。

特別な輝きがジュエリーの魅力を高め、眺めるだけで気持ちが高まりますので、

普段使いにも大変おすすめです。

ダイヤモンドであらわす近代デザインと上質な遊び心。

特別な輝きがジュエリーの魅力を高め、眺めるだけで気持ちが高まりますので、

普段使いにも大変おすすめです。

手足が稼働します

ポイント

31
K18YG ブラウンダイヤモンド
ヴィクトリアンリーフ
ペンダントブローチ
BRD 約2.60ct
重量：約８．３ｇ 縦：約３５．０ｍｍ
横：約３２．５ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×２．０ｍｍ

5029004 ¥248,000-29
K18YG ブラウンダイヤモンド
ウェーブライン ダブルリング
BRD 約0.85ct
重量：約５．３ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ
最小幅：約１．７ｍｍ 高さ：約２．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5060676 ¥158,000- 30
PT950/K18YG
ブラウンダイヤモンド Galaxy
ピアリング BRD 約0.70ct
重量：約１２．８ｇ 縦：約１９．５ｍｍ
横：約１４．０ｍｍ

5060552 ¥238,000- 34
K18YG
ブラックダイヤモンド（トリート）
ルビー ダイヤ テディベア
ペンダントトップ BLD 約3.97ct
RB 約0.12ct D 約0.03ct
重量：約１１．１ｇ 縦：約３０．５ｍｍ
横：約２０．０ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．６ｍｍ

5046177 ¥398,000-32
K18WG
ブラックダイヤモンド（トリート）
& ダイヤ ミステリーセッティング
リング
BLD 約2.45ct D 約0.75ct
重量：約８．５ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ
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

5040740 ¥348,000- 33
K18WG ダイヤモンド 水晶
オニキス ミスティックシャイン
ペンダントトップ
D 約0.23ct
重量：約３．９ｇ 縦：約２５．０ｍｍ
横：約１５．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5060617 ¥158,000-

― モダンダイヤモンド ―

※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。（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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30 中石のきらめきが
水晶に拡がりゆくデザイン
中石のきらめきが
水晶に拡がりゆくデザイン

モノトーンがシャープな
ボリュームリング
モノトーンがシャープな
ボリュームリング

王冠までゴージャスな
愛されテディベア
王冠までゴージャスな
愛されテディベア

ランダムなサークルで
立体的に銀河を表現
ランダムなサークルで
立体的に銀河を表現

2本の指を飾る
トレンド・ウェーブライン
2本の指を飾る
トレンド・ウェーブライン

ヴィクトリア時代を想起する
アンティークリーフ
ヴィクトリア時代を想起する
アンティークリーフ

Modern Diamond
ダイヤモンドであらわす近代デザインと上質な遊び心。

特別な輝きがジュエリーの魅力を高め、眺めるだけで気持ちが高まりますので、

普段使いにも大変おすすめです。

ダイヤモンドであらわす近代デザインと上質な遊び心。

特別な輝きがジュエリーの魅力を高め、眺めるだけで気持ちが高まりますので、

普段使いにも大変おすすめです。

手足が稼働します

ポイント

31
K18YG ブラウンダイヤモンド
ヴィクトリアンリーフ
ペンダントブローチ
BRD 約2.60ct
重量：約８．３ｇ 縦：約３５．０ｍｍ
横：約３２．５ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×２．０ｍｍ

5029004 ¥248,000-29
K18YG ブラウンダイヤモンド
ウェーブライン ダブルリング
BRD 約0.85ct
重量：約５．３ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ
最小幅：約１．７ｍｍ 高さ：約２．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5060676 ¥158,000- 30
PT950/K18YG
ブラウンダイヤモンド Galaxy
ピアリング BRD 約0.70ct
重量：約１２．８ｇ 縦：約１９．５ｍｍ
横：約１４．０ｍｍ

5060552 ¥238,000- 34
K18YG
ブラックダイヤモンド（トリート）
ルビー ダイヤ テディベア
ペンダントトップ BLD 約3.97ct
RB 約0.12ct D 約0.03ct
重量：約１１．１ｇ 縦：約３０．５ｍｍ
横：約２０．０ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．６ｍｍ

5046177 ¥398,000-32
K18WG
ブラックダイヤモンド（トリート）
& ダイヤ ミステリーセッティング
リング
BLD 約2.45ct D 約0.75ct
重量：約８．５ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ
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

5040740 ¥348,000- 33
K18WG ダイヤモンド 水晶
オニキス ミスティックシャイン
ペンダントトップ
D 約0.23ct
重量：約３．９ｇ 縦：約２５．０ｍｍ
横：約１５．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5060617 ¥158,000-

― モダンダイヤモンド ―

※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。（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。



カラーサファイアの
色とりどりリング

緑あふれ心地良い
自然環境を表現

爽やかな青色が
指いっぱい広がるデザイン

3535

3636

3737

38

40

39

燃えるような色合いが存在感を放つオパール。
他にはない特別な一石をお楽しみください。

彩り豊かな色石の、心躍るジュエリー。

O P A L
― オンリーワンカラー ―

color mix
― カラーミックス ―

37
PT950 ファイアオパール
ダイヤ リング
FO 5.978ct D 0.21ct
重量：約６．７ｇ 最大幅：約１５．５ｍｍ
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5059219 ¥698,000-35
PT950 メキシコオパール
ダイヤ ペンダントトップ
OP 17.94ct D 0.18ct
重量：約１０．８ｇ 縦：約２７．５ｍｍ
横：約３６．５ｍｍ 高さ：約１０．５ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．８ｍｍ

5062955 ¥398,000- 36
PT950 ファイアオパール
ダイヤ リング
FO 3.945ct D 0.60ct
重量：約１０．９ｇ 最大幅：約１９．５ｍｍ
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5058037 ¥698,000- 39
PT950 スフェーン ダイヤ
Nature リング
SH 約1.70ct GA 約0.35ct
GS 約0.30ct EM 約0.20ct
D 約0.14ct MO 約0.10ct
IBS 約0.05ct PE 約0.07ct
TA 約0.05ct
重量：約８．６ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ
最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号  リサイズ不可

5059410 ¥238,000-38
PT950/K18YG
スリーピングビューティー
ターコイズ（スタビライズ）
Bleu Clair リング
TQ 約2.00ct SA 約0.28ct
AQ 約0.20ct TQ 約0.15ct
IBS 約0.07ct ZI 約0.05ct
MO 約0.05ct MO 約0.03ct
重量：約８．７ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5060696 ¥198,000- 40
K18YG ファンシーカラーサファイア
リング SA 約1.50ct
重量：約１０．２ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ
最小幅：約３．５ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5060898 ¥198,000-

メラメラと沸き立つような
見事な遊色

メキシコオパールの
幻想的な蝶々

大粒カボションカット
×

ダイヤモンドの豪華取り巻き

※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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燃えるような色合いが存在感を放つオパール。
他にはない特別な一石をお楽しみください。

彩り豊かな色石の、心躍るジュエリー。

O P A L
― オンリーワンカラー ―

color mix
― カラーミックス ―

37
PT950 ファイアオパール
ダイヤ リング
FO 5.978ct D 0.21ct
重量：約６．７ｇ 最大幅：約１５．５ｍｍ
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5059219 ¥698,000-35
PT950 メキシコオパール
ダイヤ ペンダントトップ
OP 17.94ct D 0.18ct
重量：約１０．８ｇ 縦：約２７．５ｍｍ
横：約３６．５ｍｍ 高さ：約１０．５ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．８ｍｍ

5062955 ¥398,000- 36
PT950 ファイアオパール
ダイヤ リング
FO 3.945ct D 0.60ct
重量：約１０．９ｇ 最大幅：約１９．５ｍｍ
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5058037 ¥698,000- 39
PT950 スフェーン ダイヤ
Nature リング
SH 約1.70ct GA 約0.35ct
GS 約0.30ct EM 約0.20ct
D 約0.14ct MO 約0.10ct
IBS 約0.05ct PE 約0.07ct
TA 約0.05ct
重量：約８．６ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ
最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号  リサイズ不可

5059410 ¥238,000-38
PT950/K18YG
スリーピングビューティー
ターコイズ（スタビライズ）
Bleu Clair リング
TQ 約2.00ct SA 約0.28ct
AQ 約0.20ct TQ 約0.15ct
IBS 約0.07ct ZI 約0.05ct
MO 約0.05ct MO 約0.03ct
重量：約８．７ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5060696 ¥198,000- 40
K18YG ファンシーカラーサファイア
リング SA 約1.50ct
重量：約１０．２ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ
最小幅：約３．５ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5060898 ¥198,000-

メラメラと沸き立つような
見事な遊色

メキシコオパールの
幻想的な蝶々

大粒カボションカット
×

ダイヤモンドの豪華取り巻き

※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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44

中石に添った動きある腕が
躍動感溢れるリング

湖上で可憐に花咲く
「フロストフラワー」を表現

華やかスタイリッシュな
ユニセックスデザイン

PT950 コロンビア産トラピッチェエメラルド リング
EM 約9.00ct
重量：約１０．６ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ
高さ：約７．５ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

41 5043357 ¥798,000-
PT950 コロンビア産エメラルド ダイヤ
Emerald Castle ペンダントブローチ
EM 6.05ct D 3.71ct
重量：約２４．４ｇ 縦：約６２．５ｍｍ 横：約３５．５ｍｍ
高さ：約７．５ｍｍ バチカン内径：約６．０×３．０ｍｍ

42 5048976 ¥1,980,000-

44
PT950 タンザナイト（特優）
ダイヤ Frost Flower リング
TA 9.165ct D 1.34ct
重量：約１６．９ｇ 最大幅：約２７．０ｍｍ
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約８．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5061219 ¥998,000-43
PT950 タンザナイト（特優）
ダイヤ（リリーダイヤカット） &
ダイヤ リング TA 15.104ct
D 0.72ct（LI） D 0.37ct
重量：約１５．４ｇ 最大幅：約１７．０ｍｍ
最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
基本サイズ：１５号 リサイズ不可

5062266 ¥1,480,000- 45
PT950 タンザナイト（特優）
ダイヤ（リリーダイヤカット） &
ダイヤ リング TA 約15.095ct 
D 約0.42ct（LI） D 約0.40ct
重量：約１５．７ｇ 最大幅：約１７．０ｍｍ
最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

5046402 ¥1,480,000-

42

世間の流行や価値観に惑わされず、
本当に気に入ったものを選択することこそが真の贅沢。
心から求めるものを末永く大事にしたいと願う宝石好きのお客様へ、
珠玉のエメラルドと特別贅沢なタンザナイトジュエリーをご紹介します。

L U X E
― お気に入り ―

リュ ク ス

E M E R A L D
― コロンビア産エメラルド ―

T A N Z A N I T E
― タンザナイト（特優）―

エメラルドの街に
そびえ立つ華麗なお城

コロンビア産エメラルド

大粒中石の存在感抜群な
ボリュームリング

コロンビア産トラピッチェエメラルド

フロストフラワー（霧の花）…

気温－15度、無風（～微風）などの特定の
条件の中、水面から立ちのぼった湯気が
厳寒の空気中で急速に冷やされ、湖面に
張った氷の上に舞い降りて大きな霜の結晶
を作る現象

※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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ユニセックスデザイン
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重量：約２４．４ｇ 縦：約６２．５ｍｍ 横：約３５．５ｍｍ
高さ：約７．５ｍｍ バチカン内径：約６．０×３．０ｍｍ

42 5048976 ¥1,980,000-
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PT950 タンザナイト（特優）
ダイヤ Frost Flower リング
TA 9.165ct D 1.34ct
重量：約１６．９ｇ 最大幅：約２７．０ｍｍ
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約８．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5061219 ¥998,000-43
PT950 タンザナイト（特優）
ダイヤ（リリーダイヤカット） &
ダイヤ リング TA 15.104ct
D 0.72ct（LI） D 0.37ct
重量：約１５．４ｇ 最大幅：約１７．０ｍｍ
最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
基本サイズ：１５号 リサイズ不可

5062266 ¥1,480,000- 45
PT950 タンザナイト（特優）
ダイヤ（リリーダイヤカット） &
ダイヤ リング TA 約15.095ct 
D 約0.42ct（LI） D 約0.40ct
重量：約１５．７ｇ 最大幅：約１７．０ｍｍ
最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

5046402 ¥1,480,000-

42

世間の流行や価値観に惑わされず、
本当に気に入ったものを選択することこそが真の贅沢。
心から求めるものを末永く大事にしたいと願う宝石好きのお客様へ、
珠玉のエメラルドと特別贅沢なタンザナイトジュエリーをご紹介します。

L U X E
― お気に入り ―
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条件の中、水面から立ちのぼった湯気が
厳寒の空気中で急速に冷やされ、湖面に
張った氷の上に舞い降りて大きな霜の結晶
を作る現象

※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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濃いグリーンの高品質マーキスカットシェイプを
大胆に横に配置した、一味違うデザインのヒスイ
リング。指先の動きに合わせて美しい横顔もご堪能
いただけます。ヒスイは古来より日本国内で重宝
され、近年では国石にも指定された愛され宝石。
大変歴史深い石ですが、モダンな雰囲気の
ジュエリーは、シーンを選ばず活躍します。

遊色効果（プレイ・オブ・カラー）が美しく、人気
のオレンジ色の表情もしっかり楽しめる、高品質な
ブラックオパールネックレス。近年さらに稀少性が
増す大粒石をお楽しみいただけるように、シンプル
デザインでお仕立ていたしました。石の存在感を、
是非身につけてご堪能ください。

オーストラリア産ブラックオパール特上ミャンマー産ヒスイ

PT950 ミャンマー産ロウカンヒスイ ダイヤ 
リング J 4.757ct D 1.08ct
重量：約１０．４ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ
高さ：約９．０ｍｍ 基本サイズ：１３号

48 5060608 ¥2,980,000-
PT950 ブラックオパール
ダイヤ（リリーダイヤカット） ネックレス
BO 8.675ct D 1.52ct（LI）
重量：約１４．６ｇ トップ縦：約２２．０ｍｍ トップ横：約１７．０ｍｍ
トップ高さ：約１１．０ｍｍ バチカン内径：約７．０×２．５ｍｍ
長さ：約４２ｃｍ 幅：約２．０ｍｍ スライドアジャスター約５ｃｍ

49 5060816 ¥1,980,000-

透明感のあるブルーが特徴のユークレース。
加工の難しい繊細な一面を持ち合わせて
おり、その儚さにも心惹かれる希少石です。
石そのものをご堪能いただけるよう、美しい
お色味を際立たせたスタイリッシュデザイン。
男女ともにお楽しみいただけます。

「レッドエメラルド」とも呼ばれ、エメラルド、アクア
マリンなどと同じベリル種のレッドベリル。
アメリカ・ユタ州とその周辺のみと産地が限定
される上、その鉱山も閉山。希少石の中でも特に
レアな存在となっています。鮮やかな大粒を際立
たせるよう、ダイヤモンドを取り巻き、腕にも贅沢に
配置しました。

幻のレア宝石・レッドベリル希少石・ユークレース

PT950 ユークレース
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング
EUC 7.144ct D 0.40ct（LI）
重量：約１４．５ｇ 最大幅：約１５．０ｍｍ
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

46 5059953 ¥2,980,000-
PT950 レッドベリル クリスカットダイヤ &
H&Cダイヤ & 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 BE 0.930ct
D 0.64ct（LI） D 0.39ct（LI） D 0.79ct（LI）
重量：約１１．２ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ
高さ：約６．５ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

47 5013653 ¥1,480,000-

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。

厳選された逸品を世界の産地より
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厳選された逸品を世界の産地より





電源

地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

月 火 水 木 金 土 日24：00~ 1時間放送

月 火 水 木 金 土 日25：00~ 1時間放送「麗しの宝石ショッピング」
BS6 （161ch）

BS8 （181ch）

月 火 水 木 金 - -11：00~ 1時間放送

月 火 水 木 金 - -10：00~ 1時間放送

月 火 水 木 金 土 日23：00~ 1時間放送

月 火 水 木 金 - -12：00~ 2時間放送

「ジュエリーライフ11」

「ジュエリーライフNEXT」
（サブチャンネル・182ch）

「ジュエリーナイト11」

「ジュエリーライフNEXT」
（サブチャンネル・182ch）

上記1、2の手順で
BSフジ（181ch）を
選択後、赤ボタン　　　を
押します。

CS電源

地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

電源

地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

リモコンのイラストは一例です。
機器により、ボタンの配置が
異なりますのでご了承ください。

リビングでゆったり、いつものテレビで。
GSTVはBS放送やCS放送、またはケーブルテレビでお楽しみいただけます。

J:COM 全国コミュニティチャンネル

ボタンを押します。

BSボタン地デジボタン

方向／
決定ボタン

番組
ボタン

番組表
ボタン

CSボタン

赤
ボ
タ
ン

1

ボタンを押します。

2

3

方向ボタンの◀▶を押して
GSTV（202ch）を選択して
　　ボタンを押します。決定

番組表

CS
電源

地デジ BS CS

番組表

決定

電源

地デジ BS CS

番組表

決定

ボタンを押します。1

ボタンを押します。

2

3

方向ボタンの◀▶を押して
527chまたは
153chを選択して
　　ボタンを押します。決定

番組表

電源

地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

電源

地デジ BS CS

番組表

決定

ボタンを押します。

2

3

方向ボタンの◀▶を押して
地域毎のチャンネルを選択して
　　ボタンを押します。決定

番組表

ボタンを押します。1

J:COM 202ch
電源

地デジ BS CS

番組表
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チャンネル 音量
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地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

ボタンを押します。

番組ボタンの
または

を押します。

1

ボタンを押します。

もしくは、

2

方向ボタンの◀▶を押して
161chまたは
181chを選択して
　　ボタンを押します。決定

番組表

J:COM 
全国コミュニティチャンネル

地デジ

《札幌・仙台・関東》地上デジタル10ch
《熊本》地上デジタル11ch
《関西・九州》地上デジタル12ch
《下関》地上デジタル111ch

10:00～11:00

BS

BS6 （161ch）

視聴
無料

視聴
無料

毎日
放送

視聴
無料

月～金
放送

視聴
無料

527ch

153ch

光

視聴
無料

24
時間

視聴
無料

毎日
放送

視聴
無料

月～金
放送

視聴
無料

月～金
放送

一口メモ

毎日
放送

毎日
放送

BS8 （181ch）

BS6
 （161ch）

BS8 
（181ch）

テレビで楽しむ！GSTVを

BS放送

BS-TBS 『麗しの宝石ショッピング』、
BSフジ  『ジュエリーライフ11（イレブン）』『ジュエリーナイト11（イレブン）』『ジュエリーライフNEXT（ネクスト）』
大好評放送中です。お気軽にGSTVをお楽しみください。

- - - - 土土- -10：00~ 1時間放送
BS6 （161ch）

火 水 木 金 -月 日09：00~ 1時間放送

「麗しの宝石ショッピング」

BS8
サブチャンネル（182ch）

＊月によりプログラムが変更になる場合があります。

サブチャンネル（182ch）で放送中！

　　　　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。

一口メモ　　　　GSTVは自社スタジオから
　　朝8時～翌26時まで毎日生放送！
それ以外の時間は、録画放送を放映しています。

GSTV GUIDE ／テレビで楽しむ GSTV GUIDE ／テレビで楽しむ
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『宝石専門チャンネルGSTV』が運営する

ジュエリー専門のオークションサイト「GEM AUCTION（ジェムオークション）」が、

４月１日より本格始動いたします。

お客様がお持ちのジュエリーをお預かりし、弊社エキスパートが市場動向を調査・分析した上で査定。

地金だけではない価値を最大限に引き出し、世代を超えて循環させていきます。

オークションに出品される商品はすべて弊社ラボ、または指定の鑑別機関にて鑑別済の商品ですので、

安心して売買いただけます。

オークションはGSTVで販売している商品以外のジュエリーをメインに毎月開催予定です。

また掲載商品は、オークション会期中に天王洲ショールームで実際に手に取ってご覧いただくことも可能です。

ダイヤモンド、カラーストーン、デザイナージュエリーなど、幅広い価格帯の商品をご用意。

希少価値やクオリティの高いセカンドジュエリーに出会えるこの機会に、是非ご参加ください。

https://gem-auction.jp/

・WEBサイトにて会員登録をされた方はどなたでもご参加いただけます。
・手数料は落札価格の10％となります。
・お支払い方法は、クレジットカード・銀行振込からお選びいただけます。
　（今後代引きでのお支払いも可能になる予定です）
・商品はお支払い確認後から7日前後で発送いたします。

皆様のご参加をお待ちしております。

※オークション終了時間直前は、応札により操作が忙しくなることがございます。
　操作に慣れるまでは、日程に余裕をもって、予算上限金額をご入札いただけますと安心です。
※入札締め切り時間の延長は最大30分です。

入 札 の 仕 方

入 札 に つ い て

step 1 商品を選ぶ

step2 入札する

GEM AUCTIONで会員登録し、ログインします。「商品一覧」から商品を選びます。

商品画面より「入札」ボタンをクリックし、入札価格を確認の上「確定」します。
入札いただいた価格を上限金額とみなし、システムで自動応札します。

入札価格が更新された場合はメールで通知します。
最新の入札価格を上回る価格で再度入札が可能です。

step3 落札

メールにて落札商品をお知らせします。
マイメニューの精算画面からお支払い方法を選択ください。入金確認後、商品を発送します。

詳しくは、WEBサイト「GEM AUCTION」（https://gem-auction.jp/）「入札ガイド」をご確認ください。
また、お客様の出品を随時受け付けております。そちらは同サイトの「出品ガイド」をご参照ください。

― ご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォームより、お問い合わせください。―

第1回 GEM AUCTION 開催
4/1（土）10：00 ～ 4/9（日）22：00開催日時

about Bidding

How to bid
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～地球の奇跡・変成岩起源の宝石～

変成岩起源の宝石／広域変成岩Ⅰ「ゴンドワナ大陸」

第8回

　様々な環境と地質作用により形成される「宝石」。そのプロセスは主に５つで、前号までにご紹介した
火成岩、ペグマタイト、熱水気体起源の宝石に引き続き、今回は「変成岩」起源の宝石を近山先生が
世界中から収集したサンプルとともにご紹介します。
　変成岩は、すでに形成された岩石が、マグマの熱により変成を受けてできる別の鉱物と組み合わさった
岩石。特に地殻の浅いところに起きる現象です。上昇してきたマグマと周囲の岩石(堆積岩)が接触した
際に、温度が高く圧力が比較的低い条件下で既存した鉱物が一度溶解し、冷却につれて新たに安定した
鉱物や宝石が形成されていきます。巨晶を持つ火成岩のペグマタイトと比べ、次の宝石への生成起源が
多いのが変成岩となります。ルビー、サファイア、スピネル、エメラルド、ガーネット、タンザナイト、
スフェーン、アパタイト、ラピスラズリなど、皆様ご存じの有名石はじめ、ターフェアイト、モンテブラサイト、
ジョハチドーライトなどの希少宝石も変成岩から誕生します。

理学博士・FGA：阿依 アヒマディ

1a、1b：ゴンドワナ大陸衝突の高温高圧作用によって形成された、６億５千万年前にマダ
ガスカルのGogogogo地域から産出された六角平板柱状の結晶形を持つルビー原石。
同変成帯ではそれ以外にサファイアや希少宝石・デュモルチェライトも多数産出されて
います

2：マダガスカルに隣接していたインドプレートにも多くの宝石が形成されました。多数の完璧
な結晶形を示す結晶片岩に含まれるルビーの結晶。インドのKaru地域のKolar鉱山産

3：広域変成岩の代表的な黒雲母片岩に含まれるパイロープ／アルマンディン・ガーネット
の結晶群

GSTVジェムミュージアムから発信

4.Type

　地球の火山活動や構造運動によって、火成岩と堆積岩が接触し、周囲の温度や圧力が変化
します。それと共に、新しい条件下では安定した新しい鉱物の組み合わせに変化していきます。
このような地殻内部で岩石の性質が変化していく作用が変成作用と呼ばれます。この変成作用
を通じて、固体の状態で原子の移動や再結合が起きると考えられています。

　変成作用は大きく①広域変成作用、②接触変成作用、③動力変成作用に大別されます。それぞれ
の変成作用によって宝石の形成のされ方が異なります。
①広域変成作用では、地球の構造運動や造山運動による変成作用によって、広い地域(数km～
数100km)に渡って広域変成岩が形成されます。このような場所でプレートテクトニクス（大陸移動）
が引き起こされると考えられています。例えば、大陸と大陸の衝突境界部、海洋プレートの沈み込み帯、
火山弧深部などが挙げられます。

2

4a 4c4b

3

1a 1b

4a：世界第二のエメラルド産出地であるザンビアのカフブ鉱山から採掘された高品質のエメラルドと雲母片岩に含まれる
エメラルド結晶。４億年以上前に形成されたと推定されています

４b：５億８千万前に形成されたタンザナイト。地球テクトニクスによって大陸が集合、衝突し合ってタンザニアのManrara地域
が高温にさらされ、すでに形成されたグロッシュラーガーネットが熱の影響で変成し、タンザナイトは誕生しました

４c：タンザニアの名物、ルビー・イン・ゾイサイト
５a：ケニアのTaita Hills地域から産出された高圧低温型変成岩から形成されたアクチノライト－角閃石
５ｂ：1960年代にケニアとタンザニアを跨るツァボ国立公園で緑色のグロッシュラーガーネットが発見されました
6：ゴンドワナ大陸に属し、インドとスリランカはマダガスカルと接触して同様の広域変成作用を受け、スリランカでも同年代(6-4億年)
で多くの宝石が形成されました。サファイア、ジルコン、アイオライト、クリソベリルなどがその変成岩起源の代表的な宝石です

７a、b：世界第三のエメラルド鉱山はブラジルのItabira地域に分布し、片麻岩起源のエメラルドが多く産出されています。高温下
形成された宝石品質を持つブルーカイヤナイトもブラジルのミナスジェライス州のMorro Rendondoから産出されています

８：今はアフリカから遠く離れているオーストラリアも元々はゴンドワナ大陸にあり、そこでは片麻岩から多くのルビーが産出
されています。ただし品質は低く、小粒のルビー結晶が多数です

5a

7a 7b 8

65b

※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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９a、b：近山先生が長年集められた
多くの宝石の原石や鉱物標本。この
ように標本棚に入っていて、私たちの
研究や教育に非常に役に立つ宝物
として残してくださいました

　地球上での第一回目の宝石誕生地は約6億年前、いくつかの大陸（アフリカ、
南アメリカ、アラビア、インド、マダガスカル、南極大陸、オーストラリア）が衝突して
超大陸であるゴンドワナ大陸が形成される際に、衝突によって圧縮され、東アフリカ
一帯に平行な広い変成帯が形成されました。変成作用の過程で片状構造を持つ
高い温度でできた高度な変成岩と低温度でできた変成岩が形成されます。
　特に千枚岩、結晶片岩、片麻岩、グラニュライト（白粒岩）、エクロジャイト
（榴輝岩）から様 な々宝石が形成されていました。例えば、エチオピア、マダガスカル、
スリランカ、インド、タンザニア、ケニア、モザンビーク、南アフリカなどからの、
ルビー、サファイア、エメラルド、ガーネット類（アルマンディンガーネット、
グロッシュラーガーネット、スペサルティンガーネット）、タンザナイト、クリソベリル類
（アレキサンドライト、クリソベリル）、スピネル、ジルコン、コーネルピン、アパタイト、
カイヤナイトなどが挙げられます。
　近山晶コレクションには、これらの産地から様々な宝石原石も蒐集されています。特に母岩に
含まれた宝石には完全な結晶形を持つ非常に稀少なものもあり、大変魅力的です。
　次号ではヒマラヤに向かうインドプレートで何が起き、どんな宝石が形成したのかを
ご紹介します。

■ 阿依 アヒマディ　理学博士・FGA
京都大学理学博士号取得後、全国宝石学協会 研究主幹を務め、2012年にGIA Tokyoラボを立ち
上げる。現在はTokyo Gem Science社の代表そしてGSTV宝石学研究所の所長として、宝石に
おける研究、教育セミナー、宝石鑑別などの技術サポートを行っている。宝石の研究、鑑別に関し
ては日本を代表する宝石学者。

※記事中の鉱物などの写真は、近山晶コレクションより選別され、撮影されたものです。
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9b

※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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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
「ジュエリーなぞかけ～シーズン3～」の

大賞を発表します！
毎週水曜２１時～毎週水曜２１時～

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…

PN. 気まぐれオレンジ★道路さん

吉倉さんのベネチアンボール とかけまして マッチ売りの少女 と解きます。
その心は どちらも 編んでる線（アンデルセン）の作品です

PN. ブルーストーンにくばあさん
琥珀ジュエリー とかけまして 体操選手の優勝 と解きます。
その心は どちらも アンバー（鞍馬）の良し悪しが決め手です

PN. みきみきさん
MARIさんのガーデンシリーズ とかけまして 暮らしやすい町 と解きます。
その心は どちらも 蝶 （々町長）が魅力的です

PN. ちゃちゃさん

マベパール とかけまして 美味しい果実 と解きます。
その心は どちらも 奄美産（甘味と酸）がポイントでしょう

PN. みるみるミルキーアクアさん

０点で抑えているピッチャー とかけまして 地金メーカーさんのため息 と解きます。
その心は どちらも 好投（高騰）が続いています

PN. クレセントみつ子さん
サッカーのPK とかけまして 鍛造ジュエリー と解きます。
その心は どちらも 今日どの高さに球蹴る（強度の高さにたまげる）

PN. アターシャ・キンスキーさん

ピジョンブラッドクラスのルビーに３６５nｍのブラックライトをあてた
保坂さんの感想 とかけまして 毎日頑張って汗を流すお相撲さん と解きます。
その心は どちらも 強蛍光（今日稽古）です

2月に募集した

第2回第2回
大賞大賞

大賞を
ご紹介！！

プチ自慢カーニバル ～シーズン２～
そんなに役に立たないあなたのプチ自慢を募集します。そんなに役に立たないあなたのプチ自慢を募集します。

ジュエリーなぞかけ

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！

ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！

過去
大賞
過去
大賞

PN. アターシャ・キンスキーさんPN. アターシャ・キンスキーさん

PN. 昭和っ子さんPN. 昭和っ子さん

チューインガムを味がなくなっても何時間でも噛んでられるチューインガムを味がなくなっても何時間でも噛んでられる

インド人にモテるインド人にモテる

～シーズン3～

第1回第1回
大賞大賞
第1回第1回
大賞大賞

2023 Spring

GSTV プチコレクション 検索

https://gstvfan.jp/coordinate/new-trend/2023spring

PETIT COLLECTION

気分が上がるカラフルジュエリーや、
特別なハレの日を飾るオケージョンアイテムなど
今すぐコーディネートに取り入れたいジュエリーを特集。



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

「極みの宝石ショッピングアワー」
毎週土曜19時～

第16回

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。

ID：5062405　PT950 ブラジル産パライバトルマリン H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） 
スターライン リング PRT 0.64ct D 0.52ct（LI）
ID：5062406　PT950 ブラジル産パライバトルマリン H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） 
スターライン ペンダントトップ PRT 0.55ct D 0.30ct（LI）

ID：5059314　K18YG オーロラプラチナブラック 
黒蝶真珠 ダイヤ ペンダントトップ P 約15.0mm D 約0.35ct

ID：5050615　PT950 ツァボライト ダイヤ リング TS 3.005ct D 0.57ct

「極み」
解説

「極み」
解説

ずっと1ｃｔ以上のご案内ができない中で、な、な、なんと3ｃｔが入荷いたしました。
スリランカでの直接買付けならではとのこと。今はツァボライトというとタンザ
ニアが主産地ですが、研磨の地としてスリランカが台頭してきて、様々な色石が

集まっているということでしょう。さてツァボライトとはグリーングロッシュラーガーネット（カルシウム
とアルミニウムのケイ酸塩鉱物にクロム＆バナジウムで味付け！）の事ですが、残念ながらほとんどの
ものが１ｃｔ未満になります。１ｃｔを超えると一気に個体数が減少します。比較的に品質においては
高い透明度が見込めますが、色の濃淡の多さや、単屈折によるカットの難しさも相まって、理想の大粒を
手にするのは至難の業です。しかし今回の逸品は大きさもさることながら、番組基準で色、テリともに
エクセレント評価となっています！ またあるかどうかの大チャンス。見るだけでも眼福です。

大粒というと、こちらも負けておりません。なんと
15ｍｍの黒蝶真珠！以前から品質の良い15ｍｍとな
ると幻のサイズとも言われておりましたが、平均サイズ

が８～9ｍｍと言われる現在では15ｍｍは表現する言葉が見当たらない
ほど巨大といえます。さらに品質がオーロラプラチナブラック！もともと
明るいタイプが少ない黒蝶真珠ですからこの色で15ｍｍでさらにラウンド、
傷も「微」というのは奇跡が重なったとしか言いようがありません。男性から
も人気を博している黒蝶真珠ですので競争率も高めです。パールマスター
塗野さんの秘蔵のお品。是非一度ご覧になってください。

「極み」解説

全盛期のパライバジュエリーが戻ってきたようです！ 色も青が強めに入るザ・パライバカラー、
カットは神秘的なトリリアント、複数揃えることが困難でマルチストーンのデザインタイプが
少ない中、平均0.1ｃｔ以上を複数セットし、なおかつ「スターライン」コレクション。番組の本気、

ここに在りという逸品ですね！ 以下はMARIさんのコメント。「私たちの存在自体が広い宇宙の中での神秘で、
奇跡の連続と感じたり、必然にして起こる運命みたいに思ったりもします。夜空にきらめく星たちの中には
何億年も前に光ったものを見ていることがあると考えると、私たちが生きていることも一瞬の出来事のような
気さえしてきます」。 一瞬であるならば、せっかくですので極まったあなただけの作品を手にしてはいかがでしょう。

な、な、なんと3ｃｔが入荷！
理想の大粒を手にするのは至難の業

見るだけでも眼福です

大粒15ｍｍの黒蝶真珠！
パールマスター塗野さんの秘蔵のお品

全盛期のパライバジュエリーが戻ってきたよう。
神秘的なトリリアントカット、青が強めのザ・パライバカラー

※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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　新連載「モチーフから見る宝石彫刻」を2月
からスタートしました。第1回目は、宝石彫刻
の起源の時代（紀元前4000年～紀元前1000
年頃）のモチーフについてお話ししました。第
2回目は、紀元前4世紀～紀元前1世紀頃のヘ
レニズム時代にフォーカスしてご説明します。

　ヘレニズムとは、古代ギリシャ人が英雄ヘレン
の子孫という意味の「ヘレネス」と自らを呼び、
その土地を「ヘラス」と言ったことに由来し、「ギ
リシャ風の文化」を意味しています。紀元前
4世紀、アレクサンダー大王（アレクサンドロス
3世）の東方遠征によって、ギリシャ文化が中央
アジアまで広がっていき、ギリシャ文化とオリエ
ント文化が融合されたヘレニズムと呼ばれる
新たな文化がもたらされました。ヘレニズム文化
です。一方、時代を示すヘレニズムとは、アレク
サンダー大王が亡くなった紀元前323年から、
古代ローマによってプトレマイオス朝エジプト
王国が滅亡した紀元前30年までの約300年
間を指します。文化と時代区分を明確に分け
る場合は、前者をヘレニズム文化、後者をヘレ
ニズム時代と呼び分けることもあります。
　この時代、ギリシャ世界はかつてないほどに
拡大し、活発な交易・経済活動によって一般
市民の生活も豊かになっていきます。美術品
は王侯貴族だけのものでなく裕福な市民層の

間でも所有されるようになり、裕福な市民は宮廷
をまねた装飾を自らの家に作るほどでした。ミロ
のヴィーナス、サモトラケのニケ、ラオコーン像など
写実的でありながら人間美や精神性が追求され
た素晴らしい大理石彫刻も、この時代に数多く作
られました。余談ですが、私自身パリのルーブル
美術館を訪れるたびにミロのヴィーナスを鑑賞し
ていますが、いつも人だかりができていて、注目度
の高さを感じます。ヘレニズム時代は、ギリシャ
美術の発展の最も豊かな時代の1つで、西アジア
から北アフリカ、ペルシャ、エジプト、ヨーロッパへ
とその文化は広がりました。

　カメオ彫刻家であり宝石彫刻研究の第一人
者であるゲルハルド・シュミット氏の著書

『宝石に秘められた政治』によれば、これまで
発見されているカメオの中で最古の作品は、
紀元前150年から紀元前125年に作られた
『蝶を追いかけるエロス』だと考えられています。
黒海のタマン半島にある墓から出土した金の
指輪にカメオがはめ込まれていました。タイトル
からもわかる通り、このカメオはギリシャ神話
に登場する愛を司る神がモチーフになって
います。カメオ彫刻が始まったこの時代、宝石
彫刻のモチーフは宗教的なもの、つまり神々や
女神、神話などでした。もちろん、カメオだけで
なくインタリオも数多く見られます。複数層
からなる縞メノウはそれ自体が非常に美しく、
彫刻によってさらに芸術性がプラスされまし
た。ただし、当時は非常に小さいものしかな
く、現代の私たちが手にするようなブローチ
大のカメオはありませんでした。
　 ヘレニズムは、後の時代にも大きく影響を
与えるほど芸術が深まり広まった時代です。
まだまだカメオ彫刻は少ない時代ですが、
ヘレニズムの影響を受けたと見られるカメオ
がこの後の時代に数多く登場することも興味
深い事実です。

　次回6月号では、カメオの黄金期である紀元
1世紀以降にフォーカスしモチーフをご説明し
ます。読者の皆さんもよくご存じの世界三大
カメオも登場し、モチーフに大きな変化がもた
される時代に突入します。ご期待ください。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

ヘレニズム時代の宝石彫刻
モチーフから見る宝石彫刻　［2］

ストーンカメオ研究家：三沢 一章

ミロのヴィーナス
前130年-前100年頃、
ルーブル美術館所蔵
（筆者撮影）

ヘレニズム時代（紀元前323年
～紀元前30年頃）のモチーフ

ヘレニズムとは

蝶を追いかけるエロス
約2.8×2.2 cm、3層縞メノウ。
エルミタージュ美術館所蔵。
（提供：ゲルハルド・シュミット氏）

ペルゼフォンの略奪
約200mm×110mm。
製作年：1977年。彫刻家：ハインツ・ポストラー氏。
（提供：ストーンカメオミュージアム）

4頭の馬車を備えた
勝利の戦車に乗った勝利の女神
紀元前300年頃。ウィーン美術史美術館所蔵。
（提供：ゲルハルド・シュミット氏）

森の神パン
ヘレニズム期末頃。
約3.0×2.7 cm。
ベルリン美術館所蔵後、
現在紛失。
（提供：ゲルハルド・シュミット氏）
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（提供：ゲルハルド・シュミット氏）

Jewel carving from motifs vol.2



見て、さわって楽しむ！GSTVを

GSTVと
お客様を
つなぐ 2023年4月開催 11：00～18：00開催時間:

GSTVイベント情報

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＊
5000点 ＊展示点数は会場規模

　により異なります。

会場にて

・リクエスト受付中！
・コンシェルジュコーナーで
　お問い合せやご相談も！

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

横浜横浜大感謝祭大感謝祭
〔2023年 春〕

札幌札幌大感謝祭大感謝祭
〔2023年 春〕

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

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
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

駐車場：有・無料駐車場：有・無料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

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

駐車場：有・無料駐車場：有・無料

※場所はランドマークタワーB1F～B3F、ホテル専用スペースはございません。
　駐車場はA・B・Cブロックとあり、Bブロックが開催会場に近い場所です。

※動く歩道終点右側の「3F ホテル入口」よりお入りください。

4月9日日4月9日日

4月29日土4月29日土祝

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント

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。

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。

ショールームにご来店いただくだけで
スタンプ1個捺印！

ジュエリー無料クリーニング4第1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、リクエスト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。

無料で
ピッカピカに
クリーニング！

＼ショールーム限定！／ 

もちろんプレミアムDAY他、
ポイント2倍DAYも2倍になります。

ご購入ポイントが2倍！！
今月は4月2日!!

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント

※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。（2023年3月時点）



営業時間：11:00～19:00

全　店

毎週水曜日定休日：

ショールーム

NAGOYA OSAKA

デザイナー
在籍

KOBE FUKUOKA

0120-570-771
〒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

（045-873-2677）

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 』
スタジオ直結 リクエスト品揃えNO.1！

TOKYO

デザイナー
在籍

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」 南口より徒歩約4分
・みなとみらい線「元町・中華街駅」より徒歩約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

0120-578-107
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅
　　　4丁目2-25 名古屋ビルディング桜館1階
・JR、名鉄、近鉄、地下鉄東山線・桜通線　
　「名古屋駅」より徒歩約5分
・「国際センター」駅4番出口より徒歩約2分
　地下街「ユニモール」13番出入口目の前

『 名古屋ショールーム 』
名古屋にGSTVショールームが帰って参りました

（092-406-3230）（078-333-8000）0120-420-243
〒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 』
ルースいっぱい 楽しさいっぱい 夢いっぱい 神戸元町SR

デザイナー
在籍

0120-730-243
〒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 』
ゆる～りのんびりジュエリーの癒し空間

（06-6213-6205）0120-160-243
〒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 』
心斎橋の“隠れ家”サロン

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント

※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。（2023年3月時点）
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オーダー
ジュエリー
承ります。

ルースを購入

GSTVでは、ジュエリーに加え、多種多様なルースを取り揃えております。
ルースをご購入いただいたお客様に、おすすめしているのがオーダージュエリー。
世界でただひとつのジュエリーをデザインから作成いただけます。

各ショールームやGSTVのイベント会場にて、
お好きなルースを是非ご購入ください。

ルースに合わせて、
ジュエリーをデザイン

お客様のイメージを実現させていただけるよう、
GSTVのデザイナーがご相談承ります。

ジュエリー制作

GSTVの工房にて、いただいたデザイン画
を元にジュエリーを制作します。

詳細は各ショールームにお問い合わせください。 ショールームの詳細は、本誌46,47ページをご覧ください。
P46,47へ

1

完成！4

2
3

［オーダージュエリー制作工程］

マーキスカットのエメラルドを

クラシカルにアレンジ

色と形がそろったパライバトルマリンと

丁寧にミル打ちされた台座

エメラルドカットのサファイアを

ダイヤモンドの取り巻きで豪華に演出

世界で1点だけの
特別なアイテムに！

GSTV GUIDE ／オーダージュエリー

オーダージュエリーGSTVの

スタッフ：引き輪、およびプレートとチェーンの間にある
マルカン（丸環）はロウ付けされておりません。チェーンに
力が加わった時に、チェーン本体が切れるのを防ぐ
ため、マルカンが外れる仕組みになっております。
チェーンが切れた場合、つなぎ修理ができませんので、
マルカンが外れることで本体を守っています。ただし、
ご希望があればロウ付けすることは可能です。お気軽に
お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

スタッフ：貴重なご意見をありが
とうございます！ 今後も商品の
着用イメージを、より多くお客様
にお届けできるよう頑張って
まいります！

お待ちしております！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

ネックレスのプレートとチェーンの間のマルカン（丸環）が
ロウ付けされておらず、外れてしまいました。お揃いの
ブレスレットも、やはりロウ付けされていないようです。
なにか理由があるのでしょうか？

インスタグラムで、使いやすい
おしゃれなアイテムをたくさん
発信して欲しいです。モデルさん
がコーディネートしている動画は
イメージが沸いてとても分かりやす
かったので、もっと見たいです。

よくあるご質問よくあるご質問

お客様の声お客様の声

ピアス（またはイヤリング、チャーム）
を片方だけ無くしてしまいました。
片耳分だけ、作製いただけますか？

作製可能な商品もございますので、お客様
サービスセンターへお問い合わせください。

ポイントの有効期限を教えてください。
最後にポイントを取得した日から１年間有効です。

店舗で購入した際に電話番号を登
録したところ、WEB会員登録でその
電話番号が登録できなくなりました。

同じ電話番号では重複して登録ができない
ため、別の電話番号でご登録いただくか、
お客様サービスセンターへお問い合わせ
ください。

クーポンをいただいたのですが、
有効期限内に使用しないと失効
しますか？

期限内にご使用いただかないとクーポンは
失効いたします。是非この機会にジュエ
リー購入をご検討ください。

リングやネックレスのサイズ変更は
可能でしょうか？

ショールームで相談可能です。是非お問い
合わせください。（ショールーム情報は46、
47ページを参照ください）

購入を検討していたジュエリーが
ホームページから消えていました。
お気に入り登録をしていましたが、

そこにも表示されませんでした。これは完売
して購入ができないということでしょうか？
完売した商品は表示がされなくなります。
商品によっては電話で購入可能なものも
ございます。お問い合わせください。

皆様からの皆様からの

今月の今月の

受付時間｜12時30分～21時0120-170-243
GSTVお客様サービスセンター

◀WEBサイトでも
　ご覧いただけます。

GSTV 公式インスタグラムの詳細は、
本誌31ページをご覧ください。※ロウ付け…金属と金属を「ロウ」と呼ばれる合金を接着剤として溶接する工程

GSTV FAN／ April 2023



※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。

検 索JSM　ジュエリー

ジュエリーを売りたい方も・買いたい方も

そのジュエリーに
新しい出会いを

GSTVが提供する、ジュエリーとの新しい出会いの形・JSM（ジュエリーセカンダリーマーケット）。

お客様がお持ちの魅力あるジュエリーをお預かりし、JSMサイトにて出品。

新たなオーナー様にご購入いただけましら、お届けまでの過程を全て、責任をもって承ります。

身につけて楽しめるだけでなく、その資産性にも注目が集まっているジュエリー。

JSMはその資産価値をふまえて、お客様の大切なジュエリーを

次のオーナー様へわたす架け橋となるコンシェルジュ。

売りたい人も、買いたい人も、お互いがご満足できるかたちへ繋ぎます。

出 品 の 仕 方

そのお悩み、JSMにおまかせください。難しい手続きは不要です！
商品を送って販売価格を決めるだけ。あとは全てJSMが代行します。

ジュエリーかんたん出品眠っている

ジュエリーって

どうすれば
いいの？

step 1
＼商品を送る／

step2
＼販売価格を決める／

step3
＼掲載を待つ／

step4
＼商品が売れる／

JSMサイトにログイン。
出品申込みをして商品を送ります。

JSMで査定をして、販売価格をご提案。
提示価格を参考に
販売価格を決定します。

JSMが商品をクリーニング、
撮影をして掲載します。

掲載した商品が売れたらご入金。
銀行振込または
GSTVお買い物ポイントから選べます。

WEB

「ジュエリーのコンシェルジュ」  JSMが完全サポート

＼今これが出品どき／
JSMの人気カテゴリーを
チェックできます

※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。
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GSTVが提供する、ジュエリーとの新しい出会いの形・JSM（ジュエリーセカンダリーマーケット）。

お客様がお持ちの魅力あるジュエリーをお預かりし、JSMサイトにて出品。
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そのお悩み、JSMにおまかせください。難しい手続きは不要です！
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掲載した商品が売れたらご入金。
銀行振込または
GSTVお買い物ポイントから選べます。

WEB

「ジュエリーのコンシェルジュ」  JSMが完全サポート

＼今これが出品どき／
JSMの人気カテゴリーを
チェックできます

GSTV 51



今月のCOVER

K18WG 非加熱サファイア ダイヤ 
フラワーガーデン 楽ラスプ ネックレス 
SA 46.48ct D 8.77ct
重量：約６３．３ｇ 長さ：約４３．０ｃｍ 幅：約８．０－２２．０ｍｍ

ID：5059574 ￥3,980,000-

K18WG 非加熱サファイア ダイヤ 
フラワーガーデン リング 
SA 3.68ct D 0.92ct
重量：約９．５ｇ 最大幅：約３２．５ｍｍ 
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ 
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

ID：5059575 ￥798,000-

K18WG 非加熱サファイア ダイヤ 
フラワーガーデン ピアス 
SA 6.26ct D 1.22ct
重量：約１２．６ｇ 縦：約４５．５ｍｍ 横：約１９．５ｍｍ

ID：5059282 ￥698,000-
K18WG 非加熱サファイア ダイヤ 
フラワーガーデン ピアス 
SA 5.01ct D 0.76ct
重量：約７．１ｇ 縦：約１８．５ｍｍ 横：約１７．５ｍｍ

ID：5059571 ￥498,000-

「フラワーガーデン」
お花に見立てた非加熱サファイアに
リボンを巻いた
ブーケのようなコレクション。

リボンを首横の位置につけても
素敵です

5059574、5059575の
セットアップに
こちらもおすすめ

※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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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

株式会社GSTV（以下、「当社」といいます。）は、個人情報保護方針に基づき、ご本人からお預りする個人情報の取扱いについて、以下のように規定します。

■  1．個人情報の利用目的

（１）ショッピング会員様の個人情報※
ご本人から取得した個人情報について、以下の各項に記載の利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。

■  2．安全管理措置
当社は、個人データについて、漏えい、滅失又は棄損等の防止のために、適切な安全管理措置を講じています。当社が講じる安全管理措置の概要は以下の通りです。

■    3．個人情報保護管理責任者
総務部長　E-mail： PrivacyFeedback@corporate.gstv.jp

■    4．「開示等の求め」に応じる手続き

1. 当社の商品の発送、カタログやダイレクトメール、メールマガジンの送付のため。 2. 当社が提供する商品に関連するアフターサービス、新商品・サービス
などの各種情報を提供させていただくため。 3. 商品・サービスに関するアンケート調査、キャンペーン・イベントの企画及び実施、その他生活に関するお得な
情報を提供させていただくため。 4. 当社の通信販売に関する事業活動、店舗や催事に関するご案内・ご予約の確認のため。 5. 当社が適正と定めた企業の
カタログやダイレクトメール、試供品などの作成・送付のため。 6. 商品・サービスの改善または新たな商品・サービスの企画開発のため。 7. 当社とのお取引
に関する与信管理、回収管理、債権管理のため。 8. 商品、サービスに関するお問い合わせに対するご連絡のため。 9. お客様の利用状況や満足度調査等、商品
開発・サービスの向上に係る調査、問題解決、ヒアリング及び集計・統計・分析実施のため。10. 地金の下取り並びに古物の販売及びその受託のため。
11. 与信管理および債権回収のため。12. 経理上の処理のため。13. 電話でご注文を受け付けるため。

（基本方針の策定）
個人データの適正な取扱い確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「お問い合わせ、苦情・相談窓口」等についての基本方針を策定し、取得、利用、
加工、保管、廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者、担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。

（組織的安全管理措置）
個人データの取扱状況について、定期的に点検を実施するとともに、他部署の者による監査を実施しています。
（人的安全管理措置）
個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
（物理的安全管理措置）
個人データを取扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行う措置を実施しています。
（技術的安全管理措置）
アクセス制御を実施して、担当者及び取扱う個人情報データベース等の範囲を実施しています。

返品・交換をお受けできない場合

お客様のお手元に商品が到着してから8日以内であれば､返品をお受けいたしております（一部の商品を除く）｡
返品の可不可につきましては、各商品詳細ページやオンエアにて記載しておりますので、必ずご確認をいただきますようお願いいたします。

■  返品方法

■ 返品について

返品可能商品の返品は、商品到着後8日以内に商品（付属品を含む）を返品連絡票に必要事項をご明記の上、
記載されている返送先に「商品」および「同梱物」を同梱しご返送ください。

■  確認に必要な事項
1. 「お客様氏名」「ご住所」「電話番号」「注文番号」「商品番号」　
2. 返品を希望される理由

■  確認に必要な事項「お客様氏名」「ご住所」「電話番号」「注文番号」「商品番号」　商品の状態・様子

■  返金について

●商品をお受け取りいただいてから8日を経過した場合　
●リサイズ（リング）済み商品の場合
●セミオーダーやフルオーダー等のオーダーメイド商品の場合　
●ルースケースを開封した場合

●商品に付属する鑑定書、鑑別書、保証書を紛失された場合
●番組やWEB商品ページにて「返品不可」と表示した商品　
●通常、鑑別書が付属しない商品に鑑別書付属（作成）を希望された場合　
●店舗及び２日以上開催の催事でご購入された商品

商品の不具合によるご返送の場合
弊社提携の配送業者（佐川急便またはヤマト運輸）による着払いにてご返送ください。詳しくは弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

ご注意事項
※お掛けの際には事前に番号非通知拒否設定の解除をお願いいたします。
※事前のお電話なしに商品を返送いただいた場合、確認のお電話をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
※但し、返品を承れない場合がございます。上記の「返品・交換をお受けできない場合」および販売約款をご確認ください。

クレジットカードでお支払いいただいた場合
ご返品いただいた商品代金はクレジットカード会社経由でご返金の手続きを取らせていただきます。ご返金に関しましては、到着確認日や各クレジットカード会社の
〆日により異なりますので、恐れ入りますが、ご返品月の翌月15日以降、または翌々月15日以降に、ご利用のクレジットカード会社にお問い合わせください。

GSTVポイントを利用してご購入した場合
●ご注文のすべてを返品される場合：原則として、お支払いただいた金額とポイント額をそのままお返しいたします。（※販売約款および利用規約に従った返品に限ります。）
●ご注文の一部の商品を返品される場合：原則として、お支払いただいたポイント額を優先してお返しし、差額をお支払いただいた方法に準じてお返しいたし
ます。（※販売約款および利用規約に従った返品に限ります。）

代金引換、銀行振込にてお支払いいただいた場合 
GSTVに商品が到着後から２～３週間で、銀行口座へお振込の手続きを取らせていただきます。　※お客様都合によるご返品の場合、振込手数料はお客様負担となります。

■ 交換について
お届け商品に不具合があった場合、交換をする為の在庫を確認し、交換をさせていただきます。
お手数ではございますが、弊社お客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）までご連絡をいただいた後、返品交換連絡票に必要事項をご記入の上
「不具合商品」と「同梱物」を同梱し、弊社提携の配送業者（佐川急便またはヤマト運輸）による着払いにてご返送ください。商品を確認した後、交換商品の発送
手配をいたします。詳しくは弊社お客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）までお問い合わせください。

※確認の為、電話連絡をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
　【発信者番号通知のお願い】　非通知設定にされている方は、恐れ入りますが、はじめに「186」をつける等して、番号を通知しておかけください。

当社の保有する個人情報に対しての「開示等の求め」に、当社所定の方法によりご本人からの要請であることを確認し、迅速に対応します。ただし、開示に関し
ては当社が別途定める開示手数料をお支払いいただく場合があります。また、以下のいずれかに該当する場合は、開示等の対象としないことがあります。この
場合、ご本人に遅滞なくその旨を、理由の説明とともに通知します。　1. ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2. 当社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合　3. 法令に違反することとなる場合
「開示等の求め」に関しては、お客様サービスセンターまでお申し出ください。お客様サービスセンター：0120-170-243

■    7．その他
当社はGoogle社の提供するアクセス解析サービス「Google Analytics」を使用しています。「Google Analytics」は特定のデータ（IPアドレス・使用ブラウ
ザ等）収集のためにCookieを使用していますが、このデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はCookieを無効にする
ことで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認いただき、下記ページよりオプトアウトの手順に従ってください。
https://support.google.com/ads/answer/2662922
＊Cookieを無効にした場合、当社ウェブサイトが正常にご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、当社ではGoogle社を含
む広告配信事業者が提供する広告サービスを使用しています。このような広告配信事業者はお客様のブラウザに保存されているCookieを利用して当社の広
告を配信する場合があります。

■   ５．「個人情報に関する相談、苦情」に応じる手続き
この個人情報の取扱いの対応が不適切だと感じられた場合、その他個人情報に関するお問い合わせについては、以下相談窓口までご連絡ください。
株式会社GSTV　個人情報相談窓口　E-mail： PrivacyFeedback@corporate.gstv.jp

■  ６．当社は、下記の認定個人情報保護団体の対象事業者です。
　　同団体において対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けています。

・認定個人情報保護団体の名称 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
・苦情解決の連絡先　　個人情報保護苦情相談室　〒106-0032　東京都港区六本木1-9-9　六本木ファーストビル内
　　　　　　　　　　  TEL：03-5860-7565、0120-700-779　※当社の商品・サービスに関するお問い合わせ先ではございませんのでご注意ください。

（２）従業者の個人情報※ 保険医療管理、社会保険加入、雇用管理、外国人雇用状況の届出等法令の定めのある業務のため。
（３）お取引先ご担当者様の個人情報※ 当社とのお取引業務のため。
（４）採用応募者の個人情報※ 当社への応募及び採用活動に関する判定のため。
（５）ご注文、お問い合わせ等の電話録音 対応品質向上、正確な内容把握のため。

返品・交換のご案内

個人情報の取扱いについて

※開示対象個人情報となります。

※商品不良などお客様都合ではない理由で8日を過ぎた場合は、事前にお客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）にご連絡ください。
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開発・サービスの向上に係る調査、問題解決、ヒアリング及び集計・統計・分析実施のため。10. 地金の下取り並びに古物の販売及びその受託のため。
11. 与信管理および債権回収のため。12. 経理上の処理のため。13. 電話でご注文を受け付けるため。

（基本方針の策定）
個人データの適正な取扱い確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「お問い合わせ、苦情・相談窓口」等についての基本方針を策定し、取得、利用、
加工、保管、廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者、担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。

（組織的安全管理措置）
個人データの取扱状況について、定期的に点検を実施するとともに、他部署の者による監査を実施しています。
（人的安全管理措置）
個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
（物理的安全管理措置）
個人データを取扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行う措置を実施しています。
（技術的安全管理措置）
アクセス制御を実施して、担当者及び取扱う個人情報データベース等の範囲を実施しています。

返品・交換をお受けできない場合

お客様のお手元に商品が到着してから8日以内であれば､返品をお受けいたしております（一部の商品を除く）｡
返品の可不可につきましては、各商品詳細ページやオンエアにて記載しておりますので、必ずご確認をいただきますようお願いいたします。

■  返品方法

■ 返品について

返品可能商品の返品は、商品到着後8日以内に商品（付属品を含む）を返品連絡票に必要事項をご明記の上、
記載されている返送先に「商品」および「同梱物」を同梱しご返送ください。

■  確認に必要な事項
1. 「お客様氏名」「ご住所」「電話番号」「注文番号」「商品番号」　
2. 返品を希望される理由

■  確認に必要な事項「お客様氏名」「ご住所」「電話番号」「注文番号」「商品番号」　商品の状態・様子

■  返金について

●商品をお受け取りいただいてから8日を経過した場合　
●リサイズ（リング）済み商品の場合
●セミオーダーやフルオーダー等のオーダーメイド商品の場合　
●ルースケースを開封した場合

●商品に付属する鑑定書、鑑別書、保証書を紛失された場合
●番組やWEB商品ページにて「返品不可」と表示した商品　
●通常、鑑別書が付属しない商品に鑑別書付属（作成）を希望された場合　
●店舗及び２日以上開催の催事でご購入された商品

商品の不具合によるご返送の場合
弊社提携の配送業者（佐川急便またはヤマト運輸）による着払いにてご返送ください。詳しくは弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

ご注意事項
※お掛けの際には事前に番号非通知拒否設定の解除をお願いいたします。
※事前のお電話なしに商品を返送いただいた場合、確認のお電話をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
※但し、返品を承れない場合がございます。上記の「返品・交換をお受けできない場合」および販売約款をご確認ください。

クレジットカードでお支払いいただいた場合
ご返品いただいた商品代金はクレジットカード会社経由でご返金の手続きを取らせていただきます。ご返金に関しましては、到着確認日や各クレジットカード会社の
〆日により異なりますので、恐れ入りますが、ご返品月の翌月15日以降、または翌々月15日以降に、ご利用のクレジットカード会社にお問い合わせください。

GSTVポイントを利用してご購入した場合
●ご注文のすべてを返品される場合：原則として、お支払いただいた金額とポイント額をそのままお返しいたします。（※販売約款および利用規約に従った返品に限ります。）
●ご注文の一部の商品を返品される場合：原則として、お支払いただいたポイント額を優先してお返しし、差額をお支払いただいた方法に準じてお返しいたし
ます。（※販売約款および利用規約に従った返品に限ります。）

代金引換、銀行振込にてお支払いいただいた場合 
GSTVに商品が到着後から２～３週間で、銀行口座へお振込の手続きを取らせていただきます。　※お客様都合によるご返品の場合、振込手数料はお客様負担となります。

■ 交換について
お届け商品に不具合があった場合、交換をする為の在庫を確認し、交換をさせていただきます。
お手数ではございますが、弊社お客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）までご連絡をいただいた後、返品交換連絡票に必要事項をご記入の上
「不具合商品」と「同梱物」を同梱し、弊社提携の配送業者（佐川急便またはヤマト運輸）による着払いにてご返送ください。商品を確認した後、交換商品の発送
手配をいたします。詳しくは弊社お客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）までお問い合わせください。

※確認の為、電話連絡をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
　【発信者番号通知のお願い】　非通知設定にされている方は、恐れ入りますが、はじめに「186」をつける等して、番号を通知しておかけください。

当社の保有する個人情報に対しての「開示等の求め」に、当社所定の方法によりご本人からの要請であることを確認し、迅速に対応します。ただし、開示に関し
ては当社が別途定める開示手数料をお支払いいただく場合があります。また、以下のいずれかに該当する場合は、開示等の対象としないことがあります。この
場合、ご本人に遅滞なくその旨を、理由の説明とともに通知します。　1. ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2. 当社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合　3. 法令に違反することとなる場合
「開示等の求め」に関しては、お客様サービスセンターまでお申し出ください。お客様サービスセンター：0120-170-243

■    7．その他
当社はGoogle社の提供するアクセス解析サービス「Google Analytics」を使用しています。「Google Analytics」は特定のデータ（IPアドレス・使用ブラウ
ザ等）収集のためにCookieを使用していますが、このデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はCookieを無効にする
ことで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認いただき、下記ページよりオプトアウトの手順に従ってください。
https://support.google.com/ads/answer/2662922
＊Cookieを無効にした場合、当社ウェブサイトが正常にご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、当社ではGoogle社を含
む広告配信事業者が提供する広告サービスを使用しています。このような広告配信事業者はお客様のブラウザに保存されているCookieを利用して当社の広
告を配信する場合があります。

■   ５．「個人情報に関する相談、苦情」に応じる手続き
この個人情報の取扱いの対応が不適切だと感じられた場合、その他個人情報に関するお問い合わせについては、以下相談窓口までご連絡ください。
株式会社GSTV　個人情報相談窓口　E-mail： PrivacyFeedback@corporate.gstv.jp

■  ６．当社は、下記の認定個人情報保護団体の対象事業者です。
　　同団体において対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けています。

・認定個人情報保護団体の名称 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
・苦情解決の連絡先　　個人情報保護苦情相談室　〒106-0032　東京都港区六本木1-9-9　六本木ファーストビル内
　　　　　　　　　　  TEL：03-5860-7565、0120-700-779　※当社の商品・サービスに関するお問い合わせ先ではございませんのでご注意ください。

（２）従業者の個人情報※ 保険医療管理、社会保険加入、雇用管理、外国人雇用状況の届出等法令の定めのある業務のため。
（３）お取引先ご担当者様の個人情報※ 当社とのお取引業務のため。
（４）採用応募者の個人情報※ 当社への応募及び採用活動に関する判定のため。
（５）ご注文、お問い合わせ等の電話録音 対応品質向上、正確な内容把握のため。

返品・交換のご案内

個人情報の取扱いについて

※開示対象個人情報となります。

※商品不良などお客様都合ではない理由で8日を過ぎた場合は、事前にお客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）にご連絡ください。

「GSTV」では以下の場合ご返品をお断りしております。
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