宝石専門チャンネルGSTV 番組ガイド：2021年8月号

8

August 2021

生放送 8：00〜26：00（翌 2：00）
株式会社 GSTV

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

WEBでも同時放送！
http://www.gstv.jp

色とりどりマルチカラーのジュエリーは まるで夏の夜空を彩る花火のよう。
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1 5030760

¥99,800-

K18YG マルチカラーストーン Fireworks（花火）
ピアス PS 約0.30ct DTG 約0.26ct TS 約0.20ct
IBS 約0.14ct SA 約0.12ct RB 約0.10ct SA 約0.04ct
重量：約３．６ｇ 縦：約１５．０ｍｍ 横：約１４．５ｍｍ
イヤリング：5030761（+8,000 円）

2 5030759

¥69,800-

K18YG マルチカラーストーン Fireworks（花火）
ペンダントトップ PS 約0.30ct DTG 約0.10ct
TS 約0.10ct AM 約0.10ct IBS 約0.10ct RB 約0.07ct
SA 約0.03ct SA 約0.03ct
重量：約２．６ｇ 縦：約２１．０ｍｍ 横：約１７．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

※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。

3 5017516

¥89,800-

4 5017517

¥89,800-

K18YG ダイヤモンド ファンシー
カラーストーン リング D 約0.30ct
PE 約0.15ct SA 約0.15ct
T 約0.15ct TO 約0.15ct
AM 約0.10ct TS 約0.10ct
MO 約0.10ct RB 約0.10ct
TA 約0.10ct EM 約0.10ct
AQ 約0.10ct

K18WG ダイヤモンド ファンシー
カラーストーン リング D 約0.30ct
PE 約0.15ct SA 約0.15ct
T 約0.15ct TO 約0.15ct
AM 約0.10ct TS 約0.10ct
MO 約0.10ct RB 約0.10ct
TA 約0.10ct EM 約0.10ct
AQ 約0.10ct

重量：約３．５ｇ 最大幅：約５．５ｍｍ
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号

重量：約３．３ｇ 最大幅：約５．５ｍｍ
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号

5 5039834

¥89,800-

K18YG マルチカラーストーン
ダイヤ リング AQ 約0.20ct
GS 約0.18ct TO 約0.13ct
MO 約0.10ct RB 約0.09ct
PS 約0.09ct SA 約0.08ct
T 約0.07ct D 約0.02ct
重量：約４．３ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ
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

※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。
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Tsubomi
─ つぼみ─
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6 5038376

¥118,000-

K18YG ダイヤモンド ルビー
ペンダントトップ D 約0.80ct
RB 約0.35ct
重量：約２．８ｇ 縦：約２０．５ｍｍ 横：約１３．５ｍｍ
高さ：約５．５ｍｍ バチカン内径：約５．０×１．９ｍｍ

7 5038378

¥128,000-

8 5038375

¥198,000-

9 5011184

¥138,000-

10 5011183

¥218,000-

K18YG ダイヤモンド ルビー
ピアス D 約0.94ct RB 約0.50ct

K18YG ダイヤモンド ルビー
リング D 約1.15ct RB 約0.50ct

PT950/K18YG 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1.00ct

PT950/K18YG ダイヤモンド ミステリーセッティング
リング D 約1.30ct

重量：約２．８ｇ 縦：約１５．０ｍｍ 横：約１０．０ｍｍ
イヤリング：5038379（+8,000 円）

重量：約５．６ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ
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

重量：約４．１ｇ 縦：約１６．０ｍｍ 横：約９．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×１．４ｍｍ

重量：約７．７ｇ 最大幅：約８．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約４.0ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

「つぼみ」
生命誕生の力強さ、
これから花開く未来への希望に満ちたエネルギーを感じるつぼみ。その美しさの中に潜む真の強さを表現した
コレクション。どんな花が咲くかというワクワク感をふっくらとしたフォルムで表現し、
ルビーの華やかさで引き立てています。
※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。

コンテンポラリーアートを思 わ せるモ ダンジュエリーコレクション。 高 低 差を出してお 互 い の ダイヤ モンドが
隣 あった地 金に映り込むようにデ ザインしました。 男 女ともにお楽しみ いただけるアイテムです。
※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。

11

11 5025102

¥39,800-

K18YG ブラウンダイヤモンド チャーム
BRD 約 0.10ct
重量：約２．０ｇ 縦：約２６．０ｍｍ 横：約７．０ｍｍ
丸環内径：約７．０×４．０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

12

12 5012780

¥25,800-

K18YG ブラウンダイヤモンド ピアス
BRD 約 0.04ct
重量：約１．２ｇ 縦：約７．０ｍｍ 横：約５．５ｍｍ

13 5029910

¥288,000-

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 0.40ct（D VS2）D 約 0.33ct（LI）

13

14

重量：約７．５ｇ 最大幅：約８．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

14 5006584

¥228,000-

K18WG ブラウンダイヤモンド ブレスレット
BRD 約 2.00ct
重量：約１１．９ｇ 長さ：約１６．５ｃｍ 幅：約３.0ｍｍ

私 も ジュエリ ー も
もっと 自 由 に ︒

15 5040405

¥64,800-

15

K18WG サファイア & アイスブルーサファイア
& ライトブルーサファイア ダイヤ
ペンダントトップ SA 約 0.50ct
IBS 約 0.20ct SA 約 0.15ct D 約 0.12ct
重量：約１．７ｇ 縦：約１９．０ｍｍ 横：約１９．５ｍｍ
高さ：約５．０ｍｍ バチカン内径：約４．０×１．２ｍｍ

16 5040404

¥99,800-

K18WG サファイア & アイスブルーサファイア
& ライトブルーサファイア ダイヤ
リング SA 約 0.55ct IBS 約 0.22ct
SA 約 0.18ct D 約 0.10ct
重量：約３．
５ｇ 最大幅：約２２．
０ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ
高さ：約４．
０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

Tombo
─蜻蛉（とんぼ）─

16

※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。
※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。
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5042388

¥1,980,000-

18

5041242

¥4,980,000-

PT950 モザンビーク産パライバトルマリン ダイヤ
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）ネックレス PRT 2.784ct D 0.25ct（LI） （リリーダイヤカット）リング
PRT 1.82ct D 1.19ct（LI）
重量：約９．５ｇ トップ縦：約２８．０ｍｍ トップ横：約９．５ｍｍ

19

5007496

¥800,000-

K18WG 非加熱インテンスバイオレットサファイア ダイヤ
スピネル リング
SA 3.069ct D 0.72ct SP 0.22ct

20 5033138

¥1,680,000-

PT950 モザンビーク産非加熱ルビー 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
RB 2.191ct D 1.04ct（LI）D 0.46ct（LI）

トップ高さ：約６．５ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ
長さ：約４５ｃｍ 幅：約１．１〜５．５ｍｍ スライドアジャスター約５ｃｍ

重量：約１４．６ｇ 最大幅：約２２．５ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

重量：約６．４ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
基本サイズ：１３号

重量：約１０．８ｇ 最大幅：約９．０ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

大 粒 で 質 の 良 い ペ アシェイ プ の パ ライ バトル マリン
を使った、エレガントなペンダントネックレス。世 界 的
にモザンビーク産が主流となっていますが、発色が良く
色鮮やかな石を選出した貴重な逸品です。

今や最初に発見されたブラジルでの入手も困難なパライバ
トルマリン。その中でもしっかりと青の蛍光色を出している
こちらの石は、
まさに垂涎の的。身につける喜びを感じて
いただける贅沢なジュエリーです。

大ぶりのバイオレットサファイアが印象的なリング。
サイドから見える立ち上がり部分にはピンクスピネルを
セッティング。周囲とアーム部分にもダイヤモンドを敷き
詰め、
センターストーンの透明度を際立たせました。

自然が生み出した色のままの希少な非加熱ルビーを、
ヨーロッパハイジュエラーのラインナップにありそうな、
モダンでコンサバティブなスタイルのリングにお仕立て
しました。超絶技巧なミステリーセッティングもご堪能
いただけます。

※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。

※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。

The Birthstone of August

PERIDOT
― 8月の誕生石 ペリドット ―

23

ペリドットの石言葉は「夫婦の幸福」
「 和合」。
夜も明るい緑の光を放つこの石は
古代エジプト人には「太陽の宝石」

23 5000154

ローマ人には「夕べのエメラルド」
と呼ばれていました。

¥88,800-

K18YG ペリドット フェザータッチ
イヤリング PE 約7.00ct
重量：約５．０ｇ 縦：約１４．５ｍｍ 横：約８．５ｍｍ

24

24 5034828

¥39,800-

K18YG ペリドット シングルイヤーカフ
PE 約2.40ct
重量：約２．３ｇ 縦：約１６．０ｍｍ 横：約８．０ｍｍ

21 5000151

¥79,800-

K18CG ペリドット リング PE 約3.40ct

21

重量：約４．６ｇ 最大幅：約１１．０ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号

25 5035695

¥19,800-

K18YG ペリドット ブラウンダイヤ
ペンダントトッ
トップ
プ PE 約1.10ct BRD 約0.01ct

25

22 5024318

26 5035683

¥49,800-

¥39,800-

K18YG ペリドット リング PE 約0.70ct

K18YG アリゾナ産ペリドット リング
PE 約1.20ct
重量：約２．９ｇ 最大幅：約５．５ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号

重量：約１．
１ｇ 縦：約１３．
０ｍｍ 横：約８．
５ｍｍ 高さ：約４．
５ｍｍ
バチカン内径：約３．
５×１．
８ｍｍ

22

重量：約２．
３ｇ 最大幅：約７．
５ｍｍ 最小幅：約１．
５ｍｍ
高さ：約５．
０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号

26

好評連載

中！

P26に掲載！

※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。

※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。

Selected Jewelry

of

the Month

A ugust

Hans-Dieter Roth

ムンシュタイナー

ハンス・ディーター・ロート作
手 彫 り 作 品 （器型）

27

28

27

5038514

¥168,000-

K18YG/PG/PT950 ムンシュタイナーカット シトリン
マルチカラーストーン ピンクダイヤ ペンダントトップ
CI 約 5.00ct AQ 約 0.17ct TS 約 0.17ct
RB 約 0.15ct PD 約 0.02ct HA 約 0.01ct
重量：約４．
０ｇ 縦：約２９．
０ｍｍ 横：約１４．
０ｍｍ 高さ：約６．
０ｍｍ
バチカン内径：約５．
５×１．
９ｍｍ

ムンシュタイナーカットの筆頭に挙げられるマジックアイ
のペンダントトップ。シトリンからは湧き上がる泉のよう
なイメージを彷彿とさせます。ルビーとツァボライトの
原色がポイントカラーで、マジックアイとの相乗効果を
お楽しみください。

28 5037960

¥1,280,000-

K18YG ムンシュタイナーカットトルマリン
メキシコオパール リング
T 3.60ct OP 3.81ｃ
ｔ
重量：約１２．
０ｇ 最大幅：約１４．
５ｍｍ 最小幅：約５．
０ｍｍ 高さ：約７．
５ｍｍ
基本サイズ：１３．
５号 リサイズ不可

グリーンとレッド系の遊色効果がしっかり現れている
オパールと、グリーントルマリンのシャープなカットと
の 対 比 が 強 調されたリング。印 象 画と現 代アートが
融合したような作品です。

※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。

29 『ギリシャ神話 海神ポセイドン』
5043731

手彫り メノウカメオ
置物 カメオ 約 19×21×8.5cm
重量：約７１３．０ｇ 縦：約１９ｃｍ 横：約２１ｃｍ 奥行：約８．５ｃｍ

￥27,800,000-

ハンス・ディーター・ロート
・1948 年生まれ
・3 年間、リチャード・ハーンの工房で
宝石彫刻を学ぶ
・25 歳でマイスター資格を取得
・30 歳でアトリエ開設
・58 歳で芸術家に認定
代表作に 「石の聖書」
「シェークスピア戯曲」
「古代カメオ・コレクション」 など

※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。

GSTV COORDINATE

GSTV COORDINATE

Ring
ジューシーライムグリーン

30

南国のオウム（パロット）の羽のような鮮やか
カラ ー の パ ロットクリソベリル を、珍し い
グリーンゴールドに合わせました。

30 5008049

¥50,000-

K18GG パロットクリソベリル リング CB 約 1.65ct
重量：約２．４ｇ 最大幅：約６.0ｍｍ 最小幅：約１．９ｍｍ 高さ：約４.0ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号

31

Ring
柑橘カラーを指元に
ゴ ロっと 大 粒 オレンジ カラー の シトリンを
シンプルなリング に お 仕 立 て。見るたび に
元 気が出そうなアイテムです。

31 5014886

¥79,800-

K18YG シトリン ダイヤ リング CI 約 5.00ct D 約 0.23ct
重量：約５.0ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約２.0ｍｍ 高さ：約８.0ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号

暑い日が続いてなんだか元気が出ない…
そんな時はビタミンカラーを身につけて元気をもらおう！

Charm
２トーンイエロー
濃 淡2ト ーン の イエ ロ ー を 楽し め るカ ナリー
トルマ リン の チ ャ ー ム 。 揺 れ 感 デ ザ イ ン で
きら め き を 楽 し んで 。

32 5020467

¥26,800-

32

K18YG/WG カナリートルマリン チャーム T 約 0.70ct
重量：約０．９ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約３．０ｍｍ 丸環内径：約４．５ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

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

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。
（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。
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8月の番組チェック！
8/13㊎〜15㊐まで

お盆スペシャル

3DAYS

3DAYS期間中は

バラエティに富んだMC、コメンテータが
魅力たっぷりのジュエリーをご案内します。
MCのご紹介（五十音順）
宝石専門チャンネルならではの専門知識を有するMC陣は、
みなさまに楽しいショッピングをしていただくための
ご案内係です。それぞれの個性が躍動する番組をお楽しみください。

伊佐 美紀

石岡 麻奈美

石橋 茜

大松 彰

小川 よしの

辻 直樹

松本 真依

茂木 歩

森山 このみ

優

川野 美津子

田代 真弓

ポイント2倍

ポイント2倍対象期間：

8月12日㊍ 24:00（8月13日㊎ 0:00）
〜8月16日㊊ 7:59まで

ジュエリーコメンテータ （五十音順）
国内外で活躍するバイヤーやデザイナー、コーディネーターなど、ジュエリー業界の
最前線を知るGSTV自慢のコメンテータ陣。正確な知識と経験を元にしたコメント
を皆様にお届け致します。

＼GSTVポイント2倍／

アンコールDAY
8月4日㊌ 0

開催期間：

時〜26時まで

ポイント2倍
対象期間

赤﨑 堅一朗

淺川 昌彦

飯田 優人

五十嵐 公司

石井 珠代

大河原店長

大口 竜仁

大久保 絵弥

大久保 洋子

小田切 秀弘

小俣 友里

カピル・ミタル

菊地 岳史

菊地 康雄

桐戸 寿之

栗原 直矢

グレッグ・アーウィン

小山 泰治

齋藤 航

清水 雅弘

菅井 薫

鈴木 昭一

高井 清史

髙島 あやめ

高橋 美涼

田川 薫

ディレン・ガンディ

戸部 店長

内藤 秀治

夏井 和広

並木 孝之

西田 貴義

沼田 正美

塗野 聖一

野澤 明央

濱野 恵

林田 達也

平野 生馬

渕野 泉

古屋 聡

古屋 貴司

保坂 建二

MARI

三浦 友幸

三沢 一章

宮下 賢一

目黒 佐枝

やまやちほ

吉倉 太

吉田 真一郎

8月3日㊋ 24:00（8月4日㊌ 0:00）
〜 8月5日㊍ 7:59まで

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！
※17:00

アニマル＆モチーフアワーは休止

BS放送
特別追加枠

放送変更の
お知らせ

※21:00

みつかる！ GSTVFANアワーは休止

8月8日㊐ 11:00〜11:59
8月15日㊐ 12:00〜12:59
BS-TBS特別放送

「麗しの宝石ショッピング」

8月30日㊊ 08:00〜08:59
BSフジ特別放送
「ジュエリーライフSP」

8月13日㊎ 23:00〜23:59
BSフジ（ジュエリーナイト11）の放送はありません。（他のケーブル局等では通常放送）
※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。
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─
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第 32 回

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6月に募集した「私のプチ贅沢」の
大賞を発表します！

毎週水曜２１時〜

6月に
募集した

私のプチ贅沢

大賞をご紹介！
！

it’s a MEGURO world

映画 の中のジュエリー

─ オーシャンズ8 ─
（Ocean's Eight）

映画：オーシャンズ8（Ocean's Eight）

公開：2018年8月

Vol. 8

監督：ゲイリー・ロス

出演：サンドラ・ブロック、ケイト・ブランシェット、アン・ハサウェイ 他

この映画には、高級宝飾店で有名なカルティ
エが登場します。地下の奥深くにある金庫内
に保有するダイヤモンドのネックレス「トゥーサ
ン」を女性 8 人で結成した犯罪集団が盗むと

親子丼をイクラとサーモンでつくる

大賞

テーブルにこぼした飲み物を鼻セレブテッシュで拭く

PN.

孫子の代までさん

服役中、カルティエの 1 億 5000 万ドル（165

第1回

１０円ガム２個食い

PN.

いう話です。主 人 公デビー・オーシャンが
億円超え？）のネックレス「トゥーサン」を手に

GSっ子大阪代表のヨコバーさん

入れるために、綿密に計画を練り、それを出所
後に実行するというのがこの映画のストーリー

お寿司パックに大好きなネタがあったら食卓に出す前に先に食べちゃう

PN. ノエルママさん

大賞
第2回

ハイボールの氷を冷蔵庫の製氷から冷凍食品のかち割りに氷に変える

PN. リボンの騎士さん

大賞

になります。

※画像はイメージです。

実行の舞台は、セレブリティが集まる豪華
ファッションショーの MET ガラ。彼女達の連

大きな宝石を多く所有していました。古代か

携プレイが見事で、テキパキと自分の役割をこ

ら、大粒の物は国外に出さないようにしていた

なしていくキレの良さは圧巻です。さて、その

と言われています。フランスでは貴族文化が終

狙いを定めたネックレス
「トゥーサン」
とは・・・。 焉を迎えてから、一流宝飾店が存続し発展す

業務用のようかんを皿に出し切らずにダイレクトにスプーンで食べる

るためには、いかに中東各国やインドの王族

PN. アターシャ・キンスキーさん

第3回

映画の中に出てくるネックレスは、カルティエ
のアーカイブのデザイン画の中から選ばれ、

浴槽満杯にお湯を張り 一番風呂にはいる
PN.

大賞
第4回

お風呂の中でアイスを食べる

PN.

パール２１号さん

お題

そんなに役に立たない

私のプチ自慢カーニバル!!

ご応募
す！
お待ちしてま〜

・匂いで隣の家の晩御飯を当てられる！
・石油王ロックフェラー、
三谷幸喜と誕生日が一緒！
例）・蜂が何故か寄ってくる！
・人からよく色白だね〜と言われる！
・カラオケで１００点を２回も取ったことがある！ ・仕事でよく記憶力いいね〜と言われる！
番組へのリクエストやご意見はコチラ

jp-studio@gstv.jp

プロデューサ
ー Yo!
からのお願い
…

「GSTV FANアワー宛」
と明記してメールを送信してください。

そのような経緯から、保存されていたデザイン

制作されたそうです。オリジナルは、1931 年

画があり、映画のためにそのネックレスが復刻
されたとは刺激的です。

たネックレスで、マハラジャの亡命後、そのネッ

Geminiとももかさん

たちを顧客に持つかにかかっていました。

にナワナガルのマハラジャ＊からの注文で作っ
クレスは失われてしまったようです。

8月の

インドでは、各地域にマハラジャが存在し、

映画に戻りますが、何よりかっこいいと感じ
たのは、8 人それぞれがプロフェッショナルな域

映画の中のダイヤモンドは、すべてカラーレス

に達していることでしょうか。どんな職業でも、

ダイヤモンドですが、マハラジャに納品したの

極めるって格好いいなぁと改めて感動しました。

は男 性 用で、ピンクとブル ー のファンシ ー

あ、いけない！これは、その能力を犯 罪に

カラーダイヤモンドがホワイトダイヤと共に使
用されていました。さすがですね。

使ってしまった一番いけない例でしたね。
＊マハラジャ：インドの各地域の藩王。イギリスの統治下にあっても、
自治権
を認められた支配者のこと。日本の
「藩」
のイメージに近い。

目黒佐枝 ─ Sae Meguro
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！

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スペシャリスト／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
※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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第8回

~ A u g u s t~

マンスリー・ファントム・ニュース

MONTHLY PHANTOM NEWS
こんにちは！ファントムことファントムなおやです。
いつもGSTVをご視聴いただきありがとうございます。

「ペリドット」

く ど

かんらんせき

夏の元 気 宝 石「ペリドット」。実は人 気の固 溶 体のタイプで苦 土 橄 欖 石（フォルステライト、
てつ かんらんせき

宝石でも見られます。）と鉄橄欖石（ファイアライト）を端成分として苦土（マグネシウム）優勢
（9割くらい）になる宝石です。隕石に含まれていたり（パラスティックペリドット）、スターや
キャッツアイなどの光学効果を楽しんだりと近年より再評価されています。基本的な品質評価
としては、黄色や茶色が少なく照りのあるものが良しとされていますが、
「通」な買い方はやはり
産地で選ぶことでしょう。

ファントムなおや 検 索

今回は、関東エリアにある銀座、有明、横浜の各店長がおすすめする品物を
ご紹介したいと思います。

GSTV関東エリアショールーム
コロンビア産
エメラルド

Dカラ
ダイヤ ー
モンド

ミャンマー
やはりペリドットも最高峰はミャンマー産があげられます。色の起因である
ニッケルが多いのでしょうかコクのある深い緑が魅力ですし、高額になり
ますが大粒も狙えます。スターやキャッツアイも大変人気です。
カシミール（パキスタン）
ミャンマー産に匹敵する品質を産出しているのがカシミールペリドット。
サファイアで有名なインドの方ではなくパキスタン側で採られますが、なん
といってもヒマラヤですので簡単に採掘はできません。
また、パキスタン産にはルドウィヒ石
（黒く太い針）
をインクルージョンとして
持つものもコレクターに大人気で、
「リリーパッド」
同様にインクルージョンも
ペリドット人気を押し上げる要因となっています。
ノルウェー
そしてより「通」なペリドットはノルウェー産かもしれません。色が重要な
ペリドットですが、ノルウェー産の魅力は「テリ」。ペリドットはフォールス
ネームで「イブニングエメラルド」と言われるくらいもともと輝く性質を持っ
ていますが、ノルウェー産の良いものは別格。白夜のごとく照らし続けます。
アメリカ
アメリカではハワイ、アリゾナが有名です。アリゾナは特に産出量が多いので

有明ショールーム

銀 座サロン

大粒のコロンビア産エメラルド、
なかなか見ること
のできないこのボリュームと、色、照り、形、
申し分
のない自信をもっておすすめできるアイテムです。

1ctのダイヤモンドにダイヤを取り巻き境界線
を作ることで、よりDカラーの大きさ、無色の良
さを引き出しています。

ID：5015076 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 5.844ct D 1.22ct（LI）

ID：5038703
PT950 Dカラーダイヤモンド & H&C
ダイヤ
（リリーダイヤカット）リング D 約1.00ct（D SI2
3EX）D 約2.20ct（LI）

ー産の
ミャンマ
スピネル
鮮やかな

横浜元町ショールーム

世界最高級のスピネルはミャンマー産です。
華やかなデザインと目が覚めるような蛍光性のスピネル
のお色をぜひお楽しみください。
ID：3335212

PT950 ミャンマー産 天然スピネル ダイヤ リング
SP 2.43ct D 約0.92ct

うまく選ぶとバランスの良いペリドットが手に入ります。ただ粒が大きくは
ないので大粒でバランス（特に色）が良いものに出会えたら、
「買い」です。
上記以外にも、各ショールームでは沢山の品物を展示・販売しており、TVでは見ることのできない
特別なジュエリーが沢山揃っております。是非ショールームまで足をお運びください。
スタッフ一同、ご来店を楽しみにお待ち申し上げております。

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。
※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

8月ショールーム詳細はP42〜45をご覧ください！

イーダー・オーバーシュタインの

宝 石 彫 刻
ストーンカメオ講座（12）

彫刻された非常に美しく歴史的価値の高い作品であり、手前には立派な兜を被った
騎士が彫刻されています。このように、皇帝や騎士モチーフのカメオは古代より数多く
見られます。写真技術のない時代に肖像画を宝石彫刻に残すことは、
ごく一部の限ら
れた人間にのみ許された権力の象徴でありました。

〜第 3 章〜

ストーンカメオＱ＆Ａ

─ 第三回 ─

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、前回に引き続きカメオの基礎
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。

ストーンカメオ研究家

三沢 一章

カメ オ ジ ュ エ リ ー と モ チ ー フ に つ い て

Q. カメオにはどのようなモチーフが彫られますか？

A. 最も代表的なジュエリーはペンダントです。他に、
ブローチ、
リング、
イヤリング、
ピンズ、
帯留め、
カフス、
タイチェーンとしても楽しまれています。また、大型のカメオ作品は、
額装して壁に飾ったり、
オブジェとして飾られたりもします。
カメオの長い歴史にあって、時代によって愛されるアイテムは様々に変遷してきました。
例えば、15世紀にサンドロ・ボッティチェリによって描かれた肖像画『若い女性の肖像』
には、短めのチェーンで肌の上に古代カメオのペンダントを装う美しい女性が描かれ
ています。また、18世紀になると華やかな宮廷文化の中で貴族の女性たちの間で
カメオのブローチが愛されるようになり、
フォーマルな装いにマッチする装飾品として
大流行します。以前このコーナーでご紹介しましたように、
ナポレオンも自身の王冠に
40ピースのカメオをセットしたほど、
カメオを愛していたこと
で有名です。

A. 横顔、風景、動物、植物、名画、神話、仏像といった
モチーフがあります。ギリシャ神話に登場する神々
や、騎士のカメオは古代から見られるモチーフです。
一方、花束、犬や猫のカメオは現代になって愛され
ているモチーフです。ゲルハルド・シュミット氏の
仏像シリーズや、ハンス・ディーター・ロート氏の
古代カメオシリーズ、
シモーネ・ポストラー氏の動物
シリーズなど、
この番組でも度々ご紹介しております。
また、世界に一つの特別なカメオとして、
ご希望の
写真からお作りするオーダーメイドカメオも人気が
あり、特 に愛 犬 のカメオは
多くのお客様に喜んでいた
だいております。

現代では、
よりカジュアルなファッションに合うアイテムとし
て、ペンダントやリングが再注目され、男性がジャケットの
胸元にピンズとして楽しむなど使い方の幅も広がってきた
印象があります。フランスやイタリアでは、革紐やベルベット
素材の紐で胸元や手首に身に着け楽しまれています。
また、四角形や横型のカメオは帯留めとしても使われ、和装
ならではのカメオの楽しみ方と言えるでしょう。

Q. なぜ女性の横顔が多く彫られるのですか。

『若い女性の肖像』
シュテーデル美術館所蔵
（ドイツ）

大 型のカメオオブジェは作 品
数が非常に少ないため見る機
会が限られていますが、山梨県
甲 府 市 にあるストーンカメオ
ミュージアムでは大型の様々な
カメオオブジェを見学いただけ
ます。

A. 女性の美へのあこがれや、装飾品としての美しさに起因
すると考えられています。また、縞メノウが 持つ二 層の
コントラストによって女性の横顔の輪郭が大変美しく表現
できることも、理由の一つです。
ただ、歴史的に見て、女性の横顔がカメオのモチーフとして
長らく主流であったわけではありません。現存する代表的
な横 顔 のポートレートに、紀 元1世 紀 前 半に彫られた
「プトレマイオス・カメオ」があります。13層の縞メノウに

Q. カメオのジュエリーにはどのようなものがありますか？

愛染明王
ストーンカメオミュージアム
プトレマイオス・カメオ
ウィーン美術史美術館収蔵

https://cameo-museum.com/

バラと藤

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。
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slide chain

使い方が
い…
わからな

アイテム別

お客様から

「使い方がわからない」
という意見が多かった

ご利用ガイド

アイテムのご利用方法です。

スライドチェーンの長さの変え方
1

2

3

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。

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。

pierring

ピアリングの付け方
1

2

3

！ 注意
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。

metal fittings

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。

bracelet

クラスプ金具 〜ビーンズ型の外し方〜
1

2

3

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。

金具をつまんで押す。

金具を引く。

ブレスレットバディによるブレスレットの付け方
1

2

ブレスレット
バディ

ブレスレットのプレートを
バディに挟む。

クラスプ金具 〜差し込み型の外し方〜

バディを逆手に持つ。

3

4

1

2

3

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。

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。
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GSTV chain necklace guide

一般的なチェーンネックレスの種類

GSTV chain necklace guide

チェーンの各部位の名称

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。

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

アズキチェーン
カジュアルにも

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。

キヘイチェーン
飽きの来ないデザイン

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。

スクリューチェーン
華やかさをプラス

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◎

ベネチアンチェーン

プレート

エレガントにきまる

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。

引き輪

スライドパーツ

エンドパーツ

カットボールチェーン
かわいいフォルム

「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。

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。

テーパーチェーン

Q 「バングル」って何？

スタイリッシュに

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。

宝飾業界において
「バングル」
とはブレスレットの中でも
着用時に着脱時との外観の形状が変わらないデザインの
ジュエリーのことを指します。より厳密に
「留め具がつい

オメガネックレス
きちんと上品に

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。

GSTVの
WEBサイトから
チェーンを検索!
https://www.gstv.jp/hitkeyword/chain.html

ていない」
という条件がつくこともあります。素材として
は金属の物が多いですが、べっ甲など金属以外の素材でも
作られます。ブレスレットは手首や腕を装うジュエリーの
総称で、
「 バングル」はその中の一種となります。また、
ブレスレットに近いアイテムとして、足首を装う「アンク
レット」というジュエリーもあります。

大振りなバングルは
装いのアクセントにもなります。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。
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見て、さわって楽しむ！
GSTVと

お客様を
つなぐ

5ショールーム
都市に常設

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。

ショールームサービス一覧

1 毎月2日はご購入ポイントが2倍！！ 4 ジュエリー無料クリーニング
ショールーム限定！
毎月 2 日はご購入ポイントが 2 倍！
！
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。

お手持ちのジュエリーを
無料でピッカピカに
クリーニング！
ショールームスタッフまで
お気軽にお声がけください。

2 ご来店ポイントカード配布中！

5 TVやガイド誌紹介商品のリクエスト承ります

ショールームにご来店いただけるだけで

TVや番組ガイド誌 GSTV FAN で

誠実で明るく楽しいお店がモットーです

横浜元町ショールーム
0120-570-423

●営業時間：11:00 〜19:00
●定休日：毎月1日

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

皆様との時間を大切に、お楽しみいただけるお店
横浜と言えば、港町・異国情緒・美しい景観・グルメ・お買い物etc …首都圏
屈指の観光地です。それらの中で観光スポットにもなっている横浜元町ショッ
ピングストリートにショールームがございます。
６月より新 たなスタッフと『誠 実で
明るく楽しいお店』をモットーに、皆様
との時間を大切に、お楽しみいただけ
るよう取り組んでおります。定期的に
店内イベントを開催しており、大 変ご

スタンプ1個捺印！

紹介されたジュエリーの

好評をいただいております。横浜元町

10個たまると
3,000円のクーポン

リクエストを承ります！

周辺にお越しの際は、是非お立ち寄り

※発行から1年間有効、発行店のみでのご使用になります。

※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。

としてご利用いただけます。

実際にお手に取って
ご覧ください。

3 修理・リフォーム・オーダー相談 承ります

6 番組ガイド誌 配布中！

ジュエリー修理の窓口として、

GSTVが毎月発行している
番組ガイド誌「GSTV FAN」

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。

ショールームに行けば
必ず手に入ります！

くださいませ。スタッフ一同、皆様に
お 会 いで きますこと 楽しみにお 待ち
申し上げております。

後列左から）岩崎、桑原、横内 前列左から）副店長 串田、鈴木

店長：齋藤雄一（さいとう ゆういち）
いつもGSTVをご愛顧いただきまして、ありがとうございます。
お客様のご要望におこたえして、イベント企画や商品の品揃えに力を入れて
おります。また、修理・加工・商品のご相談にも対応させていただいており
ます。お気軽にお声がけくださいませ。

※過去の番組ガイド誌は
ご相談ください。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。
※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。（2021年7月時点）
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普 段 使いのジュエリーをたくさん

モデルさんがリングを中指につけている時、

紹介してくださるので、番組は楽しく

すごく素敵だな、
と憧れて見ています。

勉強になります。ジュエリーが身近

リングのサイズは20号までが 多 いですね。

になりました。

同じお値段なので購入者にとってありがたい

ワクチン接種が終わったら、
ショー

のですが、私 のように21号 以 上 のリングを

ルームにも行ってみようと思います！

追加料金でも購入したいと思うのは、他にも
いらっしゃるのではないでしょうか。

スタッフ：番組を楽しんでご覧いただ

スタッフ：リングの大きいサイズのお取り扱いに

いているとのこと、大変嬉しいです！

ついて、貴重なご意見をいただきまして、誠にあり

6月には銀座サロンもオープンしており

がとうございます。できる限りご要望にお応え

ます。お越しいただける日をスタッフ

できるように努めてまいります。今 後も、ぜひ

一同、心待ちにしております！

お気軽にリクエストをお寄せください！

ID：5039114
K18GG ペリドット メレラニミントガーネット
ダイヤ スターライン リング
PE 約 3.00ct GA 約 1.10ct D 約 0.26ct

ID：5039115
K18GG ペリドット メレラニミントガーネット
ダイヤ スターライン ペンダントトップ
PE 約 3.00ct GA 約 0.30ct D 約 0.08ct
重量：約４．
３ｇ 縦：約３０．
０ｍｍ 横：約１５．
０ｍｍ
高さ：約７．
０ｍｍ バチカン内径：約４．
５×１．
９ｍｍ

重量：約１０．
８ｇ 最大幅：約１８．
０ｍｍ 最小幅：約３．
５ｍｍ
高さ：約７．
０ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

￥99,800-

￥248,000-

Information

生まれて初めてパールのジュエリーを購入しました。
ステキなデザインと、
「上質な真珠」
というゲストからのお墨付きの言葉で、初めてパール

番組ガイド「GSTV FAN」定期購読のお知らせ

ジュエリーを身につけたいと思いました。皆さんのおかげで、
良いジュエリーを手にしやすい

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。

価格で楽しませていただいています。

※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。

スタッフ：生まれて初めてのパール！ 素 敵ですね。そのような貴 重な機 会にGSTVの

WEBサイトから

ジュエリーを選んでいただき、心より感謝申し上げます。わたしたちも、初めてのジュエリー

「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

を見た時の感動を忘れずに、
これからも番組作りに取り組んでまいります！

お電話から

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）
皆様の声

お待ちしております！

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!

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

ご注文はこちらから
お電話でのオーダー（一般電話・携帯電話

商品に関するお問い合わせなど
通話料無料）

0120-570-243
オペレーター受付時間｜8時〜26時（翌2時）

編 集 部 より

自粛ムードが続く世の中ですが、番組をご覧の皆様
もステイホームの時間の使い方がだんだんと上手に
なってきた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
筆者が今はまっているのが
「断捨離」。退社後、
まっ
すぐ家に帰ることが多くなり、溜まっていた納戸の
中を整 理したことがきっかけでした。それから

ジュエリーボックス
（に入れるほどジュエリーを持って
はいませんが）
を整理しはじめ・・・たはずが、見て
いたらますます新しいジュエリーが欲しくなる始末。
ジュエリーは知れば知るほど魅力が大きくなり、手元
に置きたくなりますね。厳選したジュエリーボックス
にしようと日々番組をチェックする毎日です。

＊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。

GSTVお客様サービスセンター

0120-170-243
受付時間｜12時30分〜21時

＊キャンセルについての詳細は41ページをご覧ください。

インターネット

株式会社GSTV

GSTV

検索

