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厳選された宝石　普遍なる美への追求

6
K18WG ルビー 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 約1.40ct D 約0.35ct（LI）
重量：約４．３ｇ 最大幅：約１６．５ｍｍ 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

5049537 ¥298,000-4
K18WG ルビー ダイヤ（リリーダイヤカット）
ミステリーセッティング ピアス
RB 約3.00ct D 約0.30ct（LI）
重量：約４．０ｇ 縦：約２７．５ｍｍ 横：約１０．０ｍｍ
イヤリング：５０４９５４０（＋１２０００円）

5049539 ¥398,000- 5
K18WG ルビー ダイヤ（リリーダイヤカット）
ミステリーセッティング ペンダントトップ
RB 約1.40ct D 約0.23ct（LI）
重量：約２．３ｇ 縦：約２４．５ｍｍ 横：約１５．０ｍｍ
高さ：約５．５ｍｍ バチカン内径：約４．５×２．０ｍｍ

5049538 ¥199,000-3
PT950 ダイヤモンド（リリーダイヤカット） 
ミステリーセッティング リング 
D 約0.90ct（LI）
重量：約５．０ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ 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

5048984 ¥328,000-1
K18WG ルビー 
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 ペンダントブローチ 
RB 約12.00ct D 約0.85ct（LI）
重量：約１５．４ｇ 縦：約４２．０ｍｍ 横：約４６．０ｍｍ 
高さ：約１４．５ｍｍ バチカン内径：約6．０×５．０ｍｍ

5032667 ¥998,000- 2
PT950 ダイヤモンド（リリーダイヤカット） 
ミステリーセッティング ペンダントトップ 
D 約0.60ct（LI）
重量：約１．９ｇ 縦：約１０．５ｍｍ 横：約１１．５ｍｍ 
高さ：約４．５ｍｍ
バチカン内径：約５．０×１．７ｍｍ

5048985 ¥198,000-

ふんわり柔らかリボンが
胸元をエレガントに演出

シャープでクールな
ダイヤモンドの大人ハート

二輪のお花が寄り添って
可憐に華やぐルビージュエリー
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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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─ホーリースネーク─

Holly Snake

神聖でゴージャスな
Holly（ヒイラギ）×白蛇モチーフ

─スプラウト─

Sprout

ムーンストーンを合わせて
瑞 し々く力強い新芽をデザイン

─ピエロ─
Pierrot

セピアカラーの
愛嬌たっぷりクラシカルピエロ

MARI COLLECTION

10
K18YG ブラウンダイヤモンド ピエロ 
ペンダントトップ BRD 約0.35ct
重量：約２．６ｇ 縦：約２２．５ｍｍ 横：約１７．５ｍｍ
高さ：約５．５ｍｍ バチカン内径：約４．５×２．０ｍｍ

5059138 ¥89,800- 11
K18YG ブラウンダイヤモンド アコヤ真珠 白蝶貝 
玉乗りピエロ ペンダントトップ 
BRD 約0.37ct P 約6.5mm
重量：約２．９ｇ 縦：約２９．５ｍｍ 横：約１９．５ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
バチカン内径：約５．０×２．５ｍｍ

5059137 ¥89,800-

9
K18WG ダイヤモンド Holly Snake 
楽ラスプ バングル Mサイズ
D 約0.80ct
重量：約２０．９ｇ 長さ：約１６ｃｍ 幅：約４．０－９．０ｍｍ

5049000 ¥548,000-7
K18WG ダイヤモンド Holly Snake 
ペンダントトップ D 約0.65ct
重量：約７．０ｇ 縦：約１４．０ｍｍ 横：約５８．０ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ バチカン内径：約６．５×３．０ｍｍ

5048999 ¥238,000- 8
K18WG ダイヤモンド Holly Snake 
ピアス D 約0.50ct
重量：約５．１ｇ 縦：約３３．５ｍｍ 横：約６．０ｍｍ
イヤリング：５０４８９９８（＋１２０００円）

5048997 ¥198,000-

K18YG ムーンストーン ダイヤ Sprout ペンダントトップ
MO 約0.55ct D 約0.20ct
重量：約２．５ｇ 縦：約１８．５ｍｍ 横：約１８．５ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ 
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

12 5057887 ¥99,800-

K18YG ムーンストーン ダイヤ Sprout リング 
MO 約0.90ct D 約0.38ct
重量：約７．８ｇ 最大幅：約１９．０ｍｍ 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

13 5057886 ¥258,000-

※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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※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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PT950 ミャンマー産ヒスイ（特優） ダイヤ リング 
J 9.251ct D 2.00ct
重量：約９．９ｇ 最大幅：約１３．８ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ 
基本サイズ：１５号 リサイズ不可

5046069 ¥12,000,000-

とろみのあるグリーンが美しい
特別なヒスイリング

ヒスイ（翡翠）
JADE

PT950 ラベンダーヒスイ ダイヤ ペンダントトップ
J 4.257ct D 0.07ct
重量：約２．４ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約９．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

16 5058688 ¥598,000-

K18PG/PT950 ラベンダーヒスイ ダイヤ（リリーダイヤカット） 
& ダイヤ リング J 8.690ct D 0.36ct（LI） D 0.12ct
重量：約９．５ｇ 最大幅：約１７．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約８．５ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

17 5050361 ¥798,000-

PT950/PT850 ミャンマー産ヒスイ ダイヤ ネックレス
J 8.090ct D 0.39ct
重量：約７．３ｇ トップ縦：約２２．０ｍｍ トップ横：約１１．５ｍｍ トップ高さ：約９．０ｍｍ
バチカン内径：約７．０×２．０ｍｍ 長さ：約４５ｃｍ 幅：約０．７ｍｍ スライドアジャスター

15 5061609 ¥998,000-

古代より人々から愛され、近年、日本の国石に選ばれたヒスイ。

GSTVでは高品質なヒスイジュエリーを種類豊富に展開しております。

鮮やかラベンダーヒスイの
ペンダントトップ

腕のK18PGがモダンに
ラベンダーカラーと調和

大粒石をより華やかに魅せる
　　洗練されたシンプルデザイン

希少で高品質な
ミャンマー産ヒスイ（特優）

1414

※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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PT950 ミャンマー産 非加熱 パッション・レッドルビー（特優） ダイヤ リング
RB 3.253ct D 0.788ct（E VS2） D 0.786ct（F SI1） D 0.22ct
重量：約１０．２ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5050161 ¥7,980,000-
PT950/K18YG マダガスカル産サファイア
ダイヤ & ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
SA 8.673ct D 1.18ct D 1.13ct（LI）
重量：約１２．９ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

21 5050311 ¥2,980,000-

マダガスカル産
サファイア

石そのものをお楽しみいただける
シンプルデザインリング ボタニカルな表情が印象的

PT950 タイ産ルビー ダイヤ（リリーダイヤカット）
ペンダントトップ RB 3.041ct D 1.07ct（LI）
重量：約６．６ｇ 縦：約３０．５ｍｍ 横：約２２．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
バチカン内径：約３．０×２．５ｍｍ

20 5050165 ¥2,480,000-

お花の形状がエレガントなペンダントトップ

PT950 ミャンマー産 ヴィヴィッドカラールビー 
ダイヤ（リリーダイヤカット） ネックレス
RB 12.907ct D 4.71ct（LI）
重量：約５１．８ｇ 長さ：約４４．５ｃｍ 幅：約１．９－１１．０ｍｍ

19 5040834 ¥4,680,000-

ハートとXマークがオメガ状に
たっぷり並ぶ圧巻フルネックレス

タイ産ルビー

ミャンマー産
ヴィヴィッドカラールビー

ミャンマー産 非加熱
パッション・レッドルビー（特優）

格式高く、華やかでゴージャス。
ＧＳＴＶのスーパーバイヤーが選ぶ特別なハイジュエリー。

SUPERBUYER SELECT
― スーパーバイヤーセレクト ―

※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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18
PT950 ミャンマー産 非加熱 パッション・レッドルビー（特優） ダイヤ リング
RB 3.253ct D 0.788ct（E VS2） D 0.786ct（F SI1） D 0.22ct
重量：約１０．２ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5050161 ¥7,980,000-
PT950/K18YG マダガスカル産サファイア
ダイヤ & ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
SA 8.673ct D 1.18ct D 1.13ct（LI）
重量：約１２．９ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

21 5050311 ¥2,980,000-

マダガスカル産
サファイア

石そのものをお楽しみいただける
シンプルデザインリング ボタニカルな表情が印象的

PT950 タイ産ルビー ダイヤ（リリーダイヤカット）
ペンダントトップ RB 3.041ct D 1.07ct（LI）
重量：約６．６ｇ 縦：約３０．５ｍｍ 横：約２２．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
バチカン内径：約３．０×２．５ｍｍ

20 5050165 ¥2,480,000-

お花の形状がエレガントなペンダントトップ

PT950 ミャンマー産 ヴィヴィッドカラールビー 
ダイヤ（リリーダイヤカット） ネックレス
RB 12.907ct D 4.71ct（LI）
重量：約５１．８ｇ 長さ：約４４．５ｃｍ 幅：約１．９－１１．０ｍｍ

19 5040834 ¥4,680,000-

ハートとXマークがオメガ状に
たっぷり並ぶ圧巻フルネックレス

タイ産ルビー

ミャンマー産
ヴィヴィッドカラールビー

ミャンマー産 非加熱
パッション・レッドルビー（特優）

格式高く、華やかでゴージャス。
ＧＳＴＶのスーパーバイヤーが選ぶ特別なハイジュエリー。

SUPERBUYER SELECT
― スーパーバイヤーセレクト ―

※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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23

冬の空
W I N T E R

澄み切った空気にはっとする瞬間。

冬のひと時をジュエリーの輝きで表現しました。

26
K18YG ラピスラズリ ブラウンダイヤ
猫 ペンダントトップ
LA 約19.00ct BRD 約0.14ct
重量：約７．２ｇ 縦：約３３．０ｍｍ 横：約１９．０ｍｍ
高さ：約９．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5048854 ¥99,800-24
K18YG ダイヤモンド ラピスラズリ
白蝶貝 サントリー二島 ペンダントトップ 
D 約0.07ct
重量：約５．０ｇ 縦：約２６．５ｍｍ 横：約２０．０ｍｍ
高さ：約５．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5048599 ¥128,000- 25
K18YG ダイヤモンド ラピスラズリ
白蝶貝 サントリーニ島 リング
D 約0.07ct
重量：約５．６ｇ 最大幅：約９．５ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5048600 ¥138,000-

K18YG ブラウンダイヤモンド ルビー ツァボライト
ラピスラズリ シャウエン リング
BRD 約0.17ct RB 約0.02ct TS 約0.01ct
重量：約６．０ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

22 5050141 ¥148,000-

K18YG ツァボライト ルビー ピンクサファイア ラピスラズリ 
シャウエン ペンダントトップ
TS 約0.07ct RB 約0.07ct PS 約0.02ct
重量：約４．３ｇ 縦：約２７．０ｍｍ 横：約１７．５ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×１．４ｍｍ

23 5050142 ¥89,800-

モロッコにある青い街の情景を表現

「シャウエン」

指先で感じるギリシャの風景

「サントリーニ島」

幸運のシンボル

鍵しっぽ

「猫」

※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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冬の空
W I N T E R

澄み切った空気にはっとする瞬間。

冬のひと時をジュエリーの輝きで表現しました。

26
K18YG ラピスラズリ ブラウンダイヤ
猫 ペンダントトップ
LA 約19.00ct BRD 約0.14ct
重量：約７．２ｇ 縦：約３３．０ｍｍ 横：約１９．０ｍｍ
高さ：約９．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5048854 ¥99,800-24
K18YG ダイヤモンド ラピスラズリ
白蝶貝 サントリー二島 ペンダントトップ 
D 約0.07ct
重量：約５．０ｇ 縦：約２６．５ｍｍ 横：約２０．０ｍｍ
高さ：約５．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5048599 ¥128,000- 25
K18YG ダイヤモンド ラピスラズリ
白蝶貝 サントリーニ島 リング
D 約0.07ct
重量：約５．６ｇ 最大幅：約９．５ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5048600 ¥138,000-

K18YG ブラウンダイヤモンド ルビー ツァボライト
ラピスラズリ シャウエン リング
BRD 約0.17ct RB 約0.02ct TS 約0.01ct
重量：約６．０ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

22 5050141 ¥148,000-

K18YG ツァボライト ルビー ピンクサファイア ラピスラズリ 
シャウエン ペンダントトップ
TS 約0.07ct RB 約0.07ct PS 約0.02ct
重量：約４．３ｇ 縦：約２７．０ｍｍ 横：約１７．５ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×１．４ｍｍ

23 5050142 ¥89,800-

モロッコにある青い街の情景を表現

「シャウエン」

指先で感じるギリシャの風景

「サントリーニ島」

幸運のシンボル

鍵しっぽ

「猫」

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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PT950 ブラジル産 アレキサンドライト クリスカットダイヤ & 
ダイヤ & H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング
AL 2.234ct D 0.63ct（LI） D 0.58ct（LI） D 0.57ct（LI）
重量：約８．５ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

27 5040148 ¥3,980,000-

PT950 ブラジル産アレキサンドライト ダイヤ（リリーダイヤ
カット） ピアス AL 0.330ct AL 0.302ct D 0.42ct （LI）
重量：約２．８ｇ 縦：約１７．５ｍｍ 横：約６．５ｍｍ

28 5057126 ¥498,000- 31
PT950 レッドベリル アウイナイト
パライバトルマリン リング
BE 約0.20ct HA 約0.10ct PRT 約0.09ct
重量：約４．２ｇ 最大幅：約４．５ｍ 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

5037272 ¥298,000-29
PT950 スフェーン ダイヤ リング
SH 14.188ct D 0.59ct
重量：約１４．７ｇ 最大幅：約１５．８ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約１０．０ｍｍ 基本サイズ：１４号 リサイズ不可

5059220 ¥1,280,000- 30
PT950 スリランカ産クリソベリルキャッツアイ
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） & ダイヤ リング
CB 10.096ct D 0.30ct（LI） D 2.12ct
重量：約２２．０ｇ 最大幅：約２２．０ｍｍ 最小幅：約４．０ｍｍ
高さ：約９．５ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5050189 ¥2,980,000-

【白熱灯下での変色効果】

【白熱灯下での変色効果】 耳元で楽しむ

カラーチェンジ

石を引き立てる

取り巻きデザイン

大粒でファイアが強い

コレクター必涎の逸品

レアストーン
希少性が高く華やかな宝石たち。

心をより豊かに、装いをよりエレガントにしてくれる逸品です。

RARE STONE

ブラジル産アレキサンドライト

スフェーン

贅沢ボリュームのゴージャスリング

スリランカ産
クリソベリルキャッツアイ

彩りレアストーンの３色組み合わせ

レッドベリル・アウイナイト・
パライバトルマリン

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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PT950 ブラジル産 アレキサンドライト クリスカットダイヤ & 
ダイヤ & H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング
AL 2.234ct D 0.63ct（LI） D 0.58ct（LI） D 0.57ct（LI）
重量：約８．５ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

27 5040148 ¥3,980,000-

PT950 ブラジル産アレキサンドライト ダイヤ（リリーダイヤ
カット） ピアス AL 0.330ct AL 0.302ct D 0.42ct （LI）
重量：約２．８ｇ 縦：約１７．５ｍｍ 横：約６．５ｍｍ

28 5057126 ¥498,000- 31
PT950 レッドベリル アウイナイト
パライバトルマリン リング
BE 約0.20ct HA 約0.10ct PRT 約0.09ct
重量：約４．２ｇ 最大幅：約４．５ｍ 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

5037272 ¥298,000-29
PT950 スフェーン ダイヤ リング
SH 14.188ct D 0.59ct
重量：約１４．７ｇ 最大幅：約１５．８ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約１０．０ｍｍ 基本サイズ：１４号 リサイズ不可

5059220 ¥1,280,000- 30
PT950 スリランカ産クリソベリルキャッツアイ
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） & ダイヤ リング
CB 10.096ct D 0.30ct（LI） D 2.12ct
重量：約２２．０ｇ 最大幅：約２２．０ｍｍ 最小幅：約４．０ｍｍ
高さ：約９．５ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5050189 ¥2,980,000-

【白熱灯下での変色効果】

【白熱灯下での変色効果】 耳元で楽しむ

カラーチェンジ

石を引き立てる

取り巻きデザイン

大粒でファイアが強い

コレクター必涎の逸品

レアストーン
希少性が高く華やかな宝石たち。

心をより豊かに、装いをよりエレガントにしてくれる逸品です。

RARE STONE

ブラジル産アレキサンドライト

スフェーン

贅沢ボリュームのゴージャスリング

スリランカ産
クリソベリルキャッツアイ

彩りレアストーンの３色組み合わせ

レッドベリル・アウイナイト・
パライバトルマリン

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（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

ムンシュタイナー

34
PT950/K18YG ムンシュタイナーカット 
トルマリン スペサタイトガーネット リング 
T 4.31ct GA 1.56ct
重量：約１２．１ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5058554 ¥1,280,000-33
K18YG ムンシュタイナーカット
バイカラ－トルマリン ダイヤ
ペンダントトップ T 5.68ct D 0.20ct
重量：約６．０ｇ 縦：約４４．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ
高さ：約５．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×１．７ｍｍ

5058430 ¥798,000- 35
PT950 ベルント・ムンシュタイナーカット 
ファイアオパール リング FO 17.57ct
重量：約２４．５ｇ 最大幅：約３４．５ｍｍ 最小幅：約４．５ｍｍ
高さ：約９．０ｍｍ 基本サイズ：１５号 リサイズ不可

5059469 ¥698,000-

ベルント・ムンシュタイナー氏の
指を覆う大迫力リング

33

トム・ムンシュタイナー氏の２石を
モダンなリングにお仕立て

石を際立たせたデザインが
スタイリッシュなトム氏の作品

トルマリンで
咲き誇るお花の様子を表現

―イーダーオーバーシュタイン―

32
K18YG ピンクトルマリン ＆ グリーントルマリン ダイヤ ＆ H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） 
ネックレス T 116.51ct T 18.37ct D 6.20ct D 1.08ct（LI）
重量：約８７．０ｇ 長さ：約４２ｃｍ 幅：約７．５－４３．０ｍｍ

5033585 ¥2,980,000-

※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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ムンシュタイナー

34
PT950/K18YG ムンシュタイナーカット 
トルマリン スペサタイトガーネット リング 
T 4.31ct GA 1.56ct
重量：約１２．１ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5058554 ¥1,280,000-33
K18YG ムンシュタイナーカット
バイカラ－トルマリン ダイヤ
ペンダントトップ T 5.68ct D 0.20ct
重量：約６．０ｇ 縦：約４４．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ
高さ：約５．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×１．７ｍｍ

5058430 ¥798,000- 35
PT950 ベルント・ムンシュタイナーカット 
ファイアオパール リング FO 17.57ct
重量：約２４．５ｇ 最大幅：約３４．５ｍｍ 最小幅：約４．５ｍｍ
高さ：約９．０ｍｍ 基本サイズ：１５号 リサイズ不可

5059469 ¥698,000-

ベルント・ムンシュタイナー氏の
指を覆う大迫力リング

33

トム・ムンシュタイナー氏の２石を
モダンなリングにお仕立て

石を際立たせたデザインが
スタイリッシュなトム氏の作品

トルマリンで
咲き誇るお花の様子を表現

―イーダーオーバーシュタイン―

32
K18YG ピンクトルマリン ＆ グリーントルマリン ダイヤ ＆ H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） 
ネックレス T 116.51ct T 18.37ct D 6.20ct D 1.08ct（LI）
重量：約８７．０ｇ 長さ：約４２ｃｍ 幅：約７．５－４３．０ｍｍ

5033585 ¥2,980,000-

※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。



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20×15mm
重量：約２．８ｇ 縦：約２０．０ｍｍ 横：約１５．０ｍｍ 深さ：約５．５ｍｍ

39 5062346 ¥398,000-

ハンス・ディーター・ロート作  ［手彫り作品］

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30×22mm
重量：約６．８ｇ 縦：約３０．０ｍｍ 横：約２２．０ｍｍ 深さ：約７．０ｍｍ

40 5062347 ¥448,000-

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約25×25mm
重量：約３．７ｇ 縦：約３３．０ｍｍ 横：約２５．０ｍｍ
高さ：約２．５ｍｍ バチカン内径：約６．０×２．５ｍｍ

5031301 ¥69,800-

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約20×15mm
重量：約２．０ｇ 縦：約２８．０ｍｍ 横：約１５．２ｍｍ
高さ：約３．０ｍｍ バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

5062348 ¥36,800-

K18YG メノウカメオ ペンダントブローチ 
カメオ 約45×38mm
重量：約２１．０ｇ 縦：約５４．０ｍｍ 横：約４０．０ｍｍ
高さ：約９．０ｍｍ バチカン内径：約７．５×４．０ｍｍ

36 5038017 ¥398,000-

聖なる夜に寄り添う
神の子象るカメオ

まろやかで
優しい印象の作品

37
フラワーフェアリーズ
「クリスマスツリーの妖精」

38
アルフォンス・ミュシャ
「Zodiac(黄道十二宮)」

39
古代カメオの復刻シリーズ
「バラの花と蝶」

40
古代カメオの復刻シリーズ
「キリストの肖像」

36
アルフォンス・ミュシャ
「12月」

芸術作品を
胸元で楽しめるブローチ

ミュシャが描いた
西洋占星術の12星座

可愛らしく佇む
幻想世界の住人

37
ミシャエル・ポイスター原型  ［機械彫りカメオ］

38

※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

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20×15mm
重量：約２．８ｇ 縦：約２０．０ｍｍ 横：約１５．０ｍｍ 深さ：約５．５ｍｍ

39 5062346 ¥398,000-

ハンス・ディーター・ロート作  ［手彫り作品］

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30×22mm
重量：約６．８ｇ 縦：約３０．０ｍｍ 横：約２２．０ｍｍ 深さ：約７．０ｍｍ

40 5062347 ¥448,000-

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約25×25mm
重量：約３．７ｇ 縦：約３３．０ｍｍ 横：約２５．０ｍｍ
高さ：約２．５ｍｍ バチカン内径：約６．０×２．５ｍｍ

5031301 ¥69,800-

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約20×15mm
重量：約２．０ｇ 縦：約２８．０ｍｍ 横：約１５．２ｍｍ
高さ：約３．０ｍｍ バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

5062348 ¥36,800-

K18YG メノウカメオ ペンダントブローチ 
カメオ 約45×38mm
重量：約２１．０ｇ 縦：約５４．０ｍｍ 横：約４０．０ｍｍ
高さ：約９．０ｍｍ バチカン内径：約７．５×４．０ｍｍ

36 5038017 ¥398,000-

聖なる夜に寄り添う
神の子象るカメオ

まろやかで
優しい印象の作品

37
フラワーフェアリーズ
「クリスマスツリーの妖精」

38
アルフォンス・ミュシャ
「Zodiac(黄道十二宮)」

39
古代カメオの復刻シリーズ
「バラの花と蝶」

40
古代カメオの復刻シリーズ
「キリストの肖像」

36
アルフォンス・ミュシャ
「12月」

芸術作品を
胸元で楽しめるブローチ

ミュシャが描いた
西洋占星術の12星座

可愛らしく佇む
幻想世界の住人

37
ミシャエル・ポイスター原型  ［機械彫りカメオ］

38

※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



41

42

43

44

DRESS UP DIAMOND
ドレスアップダイヤモンド

ちょっとしたお呼ばれに、華やかなパーティーに。

身に着けたいのはきらめくダイヤモンド。

優雅なひとときをお楽しみください。

K18WG ダイヤモンド スネイク リング 
D 約0.95ct
重量：約７．４ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 
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

43 5047214 ¥298,000-

K18WG ダイヤモンド カフス D 約1.00ct
重量：約５．８ｇ 縦：約１３．５ｍｍ 横：約９．０ｍｍ

44 5060253 ¥298,000-

K18WG ダイヤモンド ラリエッティッシュ ピアス
D 約1.00ct
重量：約３．７ｇ 縦：約４０．０ｍｍ 横：約６．５ｍｍ

42 5057286 ¥238,000-

41
K18WG ダイヤモンド ラリエッティッシュ 楽ラスプ ネックレス D 約5.80ct
重量：約２６．１ｇ トップ縦：約４８．０ｍｍ トップ横：約１３．０ｍｍ トップ高さ：約４．０ｍｍ 長さ：約４４ｃｍ 幅：約３．５ｍｍ

5048149 ¥1,280,000-

ラリエットのようにリボンを絡めたデザイン

「ラリエッティッシュ」

幸福や永遠を表すという蛇モチーフリング

「スネイク」

角のテーパーカットの
シャープな輝きがアクセント

「ラリエッティッシュ」

※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。

41

42

43

44

DRESS UP DIAMOND
ドレスアップダイヤモンド

ちょっとしたお呼ばれに、華やかなパーティーに。

身に着けたいのはきらめくダイヤモンド。

優雅なひとときをお楽しみください。

K18WG ダイヤモンド スネイク リング 
D 約0.95ct
重量：約７．４ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 
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

43 5047214 ¥298,000-

K18WG ダイヤモンド カフス D 約1.00ct
重量：約５．８ｇ 縦：約１３．５ｍｍ 横：約９．０ｍｍ

44 5060253 ¥298,000-

K18WG ダイヤモンド ラリエッティッシュ ピアス
D 約1.00ct
重量：約３．７ｇ 縦：約４０．０ｍｍ 横：約６．５ｍｍ

42 5057286 ¥238,000-

41
K18WG ダイヤモンド ラリエッティッシュ 楽ラスプ ネックレス D 約5.80ct
重量：約２６．１ｇ トップ縦：約４８．０ｍｍ トップ横：約１３．０ｍｍ トップ高さ：約４．０ｍｍ 長さ：約４４ｃｍ 幅：約３．５ｍｍ

5048149 ¥1,280,000-

ラリエットのようにリボンを絡めたデザイン

「ラリエッティッシュ」

幸福や永遠を表すという蛇モチーフリング

「スネイク」

角のテーパーカットの
シャープな輝きがアクセント

「ラリエッティッシュ」

※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。



4545

4646

4747

4848
4949

ダイヤモンド・プレゼント

DIAMOND PRESENT

優しいきらめきが魅力のブラウンダイヤモンド。

大切な誰かに、今年一年頑張った自分自身に贈りたい、心に安らぎをもたらすジュエリーです。

スタイリッシュな印象も持ち合わせ、どんな装いにも似合うアイテムを厳選しました。

異なる素材が融合し
美しく調和したシリーズ

「クロスオーバー」
ステージ上の歌姫のように
どの角度からも輝くジュエリー

「ＤＩＶＡ」

K18WG/YG ブラウンダイヤモンド & ダイヤ DIVA
ペンダントトップ BRD 約1.00ct D 約1.00ct BRD 約0.20ct
重量：約３．２ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
バチカン内径：約４．５×２．０ｍｍ

48 5047251 ¥498,000-

K18WG/YG ブラウンダイヤモンド & ダイヤ DIVA
リング BRD 約1.00ct D 約1.30ct BRD 約0.23ct
重量：約５．５ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

49 5047250 ¥598,000-47
K18YG/PT950 ブラウンダイヤモンド & 
ダイヤ クロスオーバー ペンダントトップ 
BRD 約0.67ct D 約0.43ct
重量：約５．７ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約３８．０ｍｍ
高さ：約６．５ｍｍ バチカン内径：約５．５×１．８ｍｍ

5050616 ¥198,000-45
K18YG/PT950 ブラウンダイヤモンド & 
ダイヤ クロスオーバー リング
BRD 約0.57ct D 約0.43ct
重量：約７．３ｇ 最大幅：約１７．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約８．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5047055 ¥228,000- 46
K18YG/PT950 ブラウンダイヤモンド & 
ダイヤ クロスオーバー ピアス
BRD 約0.64ct D 約0.36ct
重量：約３．５ｇ 縦：約１５．５ｍｍ 横：約１０．０ｍｍ
イヤリング：５０５０６１８（＋１２０００円）

5050617 ¥168,000-

※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。

4545

4646

4747

4848
4949

ダイヤモンド・プレゼント

DIAMOND PRESENT

優しいきらめきが魅力のブラウンダイヤモンド。

大切な誰かに、今年一年頑張った自分自身に贈りたい、心に安らぎをもたらすジュエリーです。

スタイリッシュな印象も持ち合わせ、どんな装いにも似合うアイテムを厳選しました。

異なる素材が融合し
美しく調和したシリーズ

「クロスオーバー」
ステージ上の歌姫のように
どの角度からも輝くジュエリー

「ＤＩＶＡ」

K18WG/YG ブラウンダイヤモンド & ダイヤ DIVA
ペンダントトップ BRD 約1.00ct D 約1.00ct BRD 約0.20ct
重量：約３．２ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
バチカン内径：約４．５×２．０ｍｍ

48 5047251 ¥498,000-

K18WG/YG ブラウンダイヤモンド & ダイヤ DIVA
リング BRD 約1.00ct D 約1.30ct BRD 約0.23ct
重量：約５．５ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

49 5047250 ¥598,000-47
K18YG/PT950 ブラウンダイヤモンド & 
ダイヤ クロスオーバー ペンダントトップ 
BRD 約0.67ct D 約0.43ct
重量：約５．７ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約３８．０ｍｍ
高さ：約６．５ｍｍ バチカン内径：約５．５×１．８ｍｍ

5050616 ¥198,000-45
K18YG/PT950 ブラウンダイヤモンド & 
ダイヤ クロスオーバー リング
BRD 約0.57ct D 約0.43ct
重量：約７．３ｇ 最大幅：約１７．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約８．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5047055 ¥228,000- 46
K18YG/PT950 ブラウンダイヤモンド & 
ダイヤ クロスオーバー ピアス
BRD 約0.64ct D 約0.36ct
重量：約３．５ｇ 縦：約１５．５ｍｍ 横：約１０．０ｍｍ
イヤリング：５０５０６１８（＋１２０００円）

5050617 ¥168,000-

※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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51

52

50
PT950/K18PG ファンシーグレーヴァイオレットダイヤモンド & 
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング
D 0.083ct（SI2） D 0.65ct（LI）
重量：約４．７ｇ 最大幅：約９．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5050173 ¥1,280,000- 51
PT950 ファンシーブルーダイヤモンド &
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） & ダイヤ リング
BD 0.26ct（VS1） D 0.68ct（LI） D 0.37ct
重量：約６．３ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5059266 ¥7,980,000-

「くすみカラー」のモダンな印象を持ちながら、
美しいきらめきは鮮やかさを醸し出す、
特別なカラーダイヤモンドのリング。中石を
引き立てるためにK18PGで包みました。
クラシカルながらスタイリッシュなデザインで、
どんな装いにも似合います。

ダイヤモンドの中でも特に稀少なブルー
ダイヤモンド。クールで美しいお色味の
中石にダイヤモンドを開花する花のように
取り巻いて、一層存在感あるリングに
お仕立てしました。見る角度によって印象を
変える、繊細な様子をお楽しみください。

華やか
ファンシーブルーダイヤモンド

贅沢なノンオイルエメラルド

ファンシーグレー
ヴァイオレットダイヤモンド

52
PT950 ノンオイルエメラルド ダイヤ（リリーダイヤカット） & 
ダイヤ ミステリーセッティング リング
EM 3.155ct D 3.73ct（LI） D 0.02ct
重量：約１６．０ｇ 最大幅：約１６．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5047199 ¥14,800,000-

緑が深く、オイルを含有していない極めて
優れた貴重なエメラルドジュエリー。台座や
腕にあしらわれたダイヤモンドのミステリー
セッティングが華やかゴージャスに、中石の
存在を際立てています。

Selected Jewelry of  the Month D ecember Selected Jewelry of  the Month D ecember

※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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50
PT950/K18PG ファンシーグレーヴァイオレットダイヤモンド & 
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング
D 0.083ct（SI2） D 0.65ct（LI）
重量：約４．７ｇ 最大幅：約９．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5050173 ¥1,280,000- 51
PT950 ファンシーブルーダイヤモンド &
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） & ダイヤ リング
BD 0.26ct（VS1） D 0.68ct（LI） D 0.37ct
重量：約６．３ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5059266 ¥7,980,000-

「くすみカラー」のモダンな印象を持ちながら、
美しいきらめきは鮮やかさを醸し出す、
特別なカラーダイヤモンドのリング。中石を
引き立てるためにK18PGで包みました。
クラシカルながらスタイリッシュなデザインで、
どんな装いにも似合います。

ダイヤモンドの中でも特に稀少なブルー
ダイヤモンド。クールで美しいお色味の
中石にダイヤモンドを開花する花のように
取り巻いて、一層存在感あるリングに
お仕立てしました。見る角度によって印象を
変える、繊細な様子をお楽しみください。

華やか
ファンシーブルーダイヤモンド

贅沢なノンオイルエメラルド

ファンシーグレー
ヴァイオレットダイヤモンド

52
PT950 ノンオイルエメラルド ダイヤ（リリーダイヤカット） & 
ダイヤ ミステリーセッティング リング
EM 3.155ct D 3.73ct（LI） D 0.02ct
重量：約１６．０ｇ 最大幅：約１６．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5047199 ¥14,800,000-

緑が深く、オイルを含有していない極めて
優れた貴重なエメラルドジュエリー。台座や
腕にあしらわれたダイヤモンドのミステリー
セッティングが華やかゴージャスに、中石の
存在を際立てています。

Selected Jewelry of  the Month D ecember Selected Jewelry of  the Month D ecember

※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





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。
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番組表
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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／
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または
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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
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毎日
放送
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無料
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光
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無料

24
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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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～地球の奇跡・火成岩起源の宝石～

火成岩起源の宝石

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

第4回

　３万点とも言われている「近山晶の宝石コレクション」。どのような宝石試料が集められてきたのか、その
宝石はどのような地下環境で形成されたのか、どのような成長形で、どこで発見されたのか、なぜ異なる生成
条件で同じ宝石が生まれるのか…。博物館へ移動している際に、様々な視点から興味を持って、注意深く
観察してみました。
　地球の石は岩石や鉱物や生物起源の堆積物からできており、その85％は結晶でできています。酸素、
ケイ素、アルミニウム、カルシウム、鉄をはじめとするさまざまな元素が結合することにより、原子が特定の方向
で配列し、同じ法則で積み重なり、鉱物の結晶が形成されます。特に「宝石」になりうる結晶は特別な存在。
適切な成長条件で大きく成長した結晶で、とても美しく、大変希少であることが条件となります。残念な
ことにその多くは、結晶成長段階で生じる傷や人間の手によって採取される際に破壊されてしまうケースも
多く、天然、完全、透明、清澄といった奇跡的な姿の宝石結晶は、研磨された宝石よりもはるかに高価値です。
　地球深部のマグマの活動によって、一定に保たれた圧力・温度下で鉱物の結晶が形成されます。また、地表
に向かうマグマの熱水やガスなどによっても様々な鉱物が誕生します。地球規模のプレートの移動や造山
運動などによって、すでに存在した鉱物が融解し、再結晶化し別の鉱物に生まれ変わることもあります。
宝石も同様に様々な環境と地質作用により形成されますが、主に５つの形成プロセスが考えられます。
　近山先生が世界中の鉱山や国際ミネラルショーなどで集めたサンプルをこの５つのタイプに分類し、紹介
いたします。

理学博士・FGA：阿依 アヒマディ

1：ロシアのシベリアのMirnyダイヤ
モンド鉱山から産出されたダイヤモン
ドと母岩のキンバレー岩

―
2：多くのペリドットを含む橄欖岩
及びミャンマー産宝石品質のペリドット
結晶とカット石

―
3：アメリカから産出された頑火輝石
(エンスタタイト)の母岩とインド産の
単結晶とカボションカットにされた
４条スターエンスタタイト

―
4：日本の福井県から産出された
普通角閃石(Hornblende)とカボショ
ンカットされたスター角閃石

■ 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。

GSTVジェムミュージアムから発信

1.Type

1

2

3 4

　地下深部火成活動と火山活動によって岩石が融けてマグマとなり、マグマが地表に向かって

上昇する際に冷えて固化し、細かい粒子の組織を示す「火成岩」が形成されます。地表に噴火

したものは粗い粒子の組織を示す「火山岩」となります。マグマの溜りが徐々に冷却する過程

で、鉱物の種類によって凝固点が異なるため、凝固点の高い鉱物の順番で結晶化していきます。

　先に1500度以下では橄欖石やCaに富む斜長石(アノーサイト、ラブラドライト)、1400度以下

では輝石、1300 ～ 1200度以下では角閃石とNaに富む斜長石(アルバイト)、1100度以下では

雲母やカリ長石や石英に晶出し、沈殿していきます。

　このような過程で、特有な元素や鉱物が濃集して火成鉱床(正マグマ鉱床)が出来上がり、

その代表的な宝石はダイヤモンド、ペリドット、エンスタタイト、普通角閃石などです。

特にアフリカ大陸(南アフリカ、ボツワナ、コンゴ、タンザニア、エジプトなど)、アメリカ大陸

(アメリカ)、アジア大陸(ミャンマー、中国、スリランカ、パキスタン)などの国に多く産出されています。

近山晶コレクションより
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単結晶とカボションカットにされた
４条スターエンスタタイト

―
4：日本の福井県から産出された
普通角閃石(Hornblende)とカボショ
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■ 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。

GSTVジェムミュージアムから発信
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　地下深部火成活動と火山活動によって岩石が融けてマグマとなり、マグマが地表に向かって
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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10月に募集した「今年の夏の

ハプニング選手権」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. 森山このみLOVEさん
ウォータースライダーで溺れてしまい救助員に助けられたが　
海パンが脱げた状態でプールサイドに乗せられた

PN. クリシュナラブさん
蛇の抜け殻と一緒にサマージャンボ宝くじを入れておいたら２等が当たった

PN. スターナイトさん
忍び込んだネコの仕業で
車のエンジンの所に柿が１個入っていた

PN. ノエルママさん
旦那にたこ焼きを「はい、あーん♡」と食べさせてもらったが
あまりの熱さに旦那の顔に吐き出してしまった

PN. るかひまゆさん
スーパーで３０年前から音信不通になっていた親友と再会した

PN. 淺川大好きママさん

ドライブ中に「この辺りに 道の駅 はありますか？」と尋ねられた母は
すかさず「そのような名前の(電車の)駅はないと思います」と
自信満々に答えた

PN. ノエルママさん
夏の日　出窓で寝ていたら片腕に髪の毛が被さっていて
ゼブラ柄のように日焼けしてしまった

10月に募集した

第1回第1回
大賞大賞

第2回第2回
大賞大賞

第3回第3回
大賞大賞

大賞を
ご紹介！！

MVPマジ歌選手権 ～サードシーズン～
MVP商品紹介の際にながれるBGMに合わせて歌詞を募集！MVP商品紹介の際にながれるBGMに合わせて歌詞を募集！

今年の夏のハプニング選手権

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！

※道の駅・・道路に設けられた休憩施設

過去
大賞
過去
大賞

PN. プリンセス♡アヤナさんPN. プリンセス♡アヤナさん

PN. 濱野さん大好きっこさんPN. 濱野さん大好きっこさん

PN. ３食カレーさんPN. ３食カレーさん

辻さんの♩ 口癖は♩「ホイでホイで」コレ大賞か♩辻さんの♩ 口癖は♩「ホイでホイで」コレ大賞か♩

疲れたら～♩ 思い出す～♩ 目黒さんの強めの「ガンバー」♩疲れたら～♩ 思い出す～♩ 目黒さんの強めの「ガンバー」♩

保坂さん♩ 時間がかかる♩ ハマるの最低５年♩保坂さん♩ 時間がかかる♩ ハマるの最低５年♩

スタッフ：嬉しいご意見、ありがとうございます！
GSTVは、YouTube配信にも力を入れております。
宝石大学やMCによるライブ配信など、バラエティ豊か
で楽しめる動画をお届けしています。ぜひ、チャンネル
登録をしていただき、お見逃しのないようご覧くだ
さい！GSTVのホームページに「GSTV公式SNS」
がありますので、その中の「YouTube」をクリック
していただくと、簡単にアクセスできます。
どうぞ、お楽しみください！

スタッフ：リングサイズは指回りの
長さだけではなく、関節などが人に
よって異なりますので、一度ジュエ
リー店でサイズをお調べいただくの
がおすすめです。GSTVの各ショー
ルームでも測定いただけます！
また、ご自宅にあるもので測定できる
方法を弊社オウンドメディアでも
詳しくご紹介しておりますので、そち
らもぜひ参考になさってください！

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

YouTubeも楽しく見ています。ルビーの解説動画がとても
丁寧で、内容も本格的で良かったです！次回作を期待して
いますし、いろいろな方の解説のバージョンも見てみたいです！

自分のリングサイズが分かりません。
どうやって調べれば良いでしょうか？

よくある質問よくある質問

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？

作製可能なものもありますので、GSTVお客
様サービスセンターへお問い合わせください。

皆様からの皆様からの

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、
GSTV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。ぜひこの機会にジュエ
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。ぜひお問い
合わせください。（ショールーム情報は44、
45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？
完売したアイテムは、取り下げております。
アイテム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。

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

GSTV オフィシャルYouTubeの詳細は、本誌31ページをご覧ください。 P31へ GSTV　リングサイズ測定方法 検索
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冬なのに寒々しいと言わないでくださいね。ブルーダイヤモンドは今、
紹介しないと二度とご紹介できなかもしれませんから！ 今回取り上げ

るのはいくつか入ってきたブルー系の中でも、あえてのグリーンブルーのタイプ。イエロー～グリーン
のダイヤモンドをフランスのお酒の名前にちなんで「シャルトリューズ」と呼んだりするように、グリーン
ブルーおよびブルーグリーンを「オーシャン」カラーとも言うようです。まさに今回のブルーダイヤは
さわやかな海のお色！海派の私としては今一番憧れの宝石となりました。落ち着きのある豪華な枠に
MARIさんがデザインしてくれましたので、男性も是非ご検討いただきたいのです。
砂浜の流木に腰かけて、大きなワンちゃんを傍らに、肩にセーター羽織って粋につけてください！

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12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：5059265　ファンシーグリーンブルーダイヤモンド　0.522ct

ID：5057329　ラベンダーヒスイ　19.283ｃｔ

ID：5060349 ＆ 5060350　
ルビー ハートシェイプ

「極み」解説

「極み」解説

「極み」解説
砂浜の流木に腰かけて、大きなワンちゃんを傍らに、
肩にセーター羽織って粋につけてください！

12月を締めくくるのは最高にロマン
ティックなジュエリー達です！なんとい
うことでしょう！見ているだけでも幸せ

になれそう、いや私は幸せです。な、な、なんとす
べてミャンマー産のハートシェイプのルビー。しか
もヴィヴィッドピンキッシュレッド。さらにリングは
平均0.3ｃｔ、ペントップは平均0.2ｃｔで透明感も
あります。こんなことがあっていいのでしょうか、
いや実際にあるんです！！はあ、はあ、すみません、

取り乱しました。デザインも一文字とクロスにする
ことで、可愛すぎず、センス良く魅力的に飾ってくれ
るでしょう。ヒスイ同様ミャンマーでルビーの産状
を見ている分、一つ一つが贅沢でこの上なく美しく
見えます。宝石の女王がお忍びでアイス食べたり、
バイク乗ったりするような大変威厳がありながら身
近に感じる可愛らしさを秘めた素敵なジュエリーと
なりました。是非、一度ご覧いただきたいです♡

いままでこのように濃いラベンダーヒスイ
をご案内できたでしょうか！？性質上、濃く

はなりにくい中で透明感を持ち、色もムラがな
く、カットも犠牲にするところがない、見事な
大粒のラベンダーヒスイ。和服も着られる年
始に是非おつけいただきたい逸品です。

ラベンダーカラーはマンガンと鉄とチタンの絶妙
な兼ね合いによると言われていますが、まだ謎が
多く、私がマンダレー（ミャンマーのヒスイの
集積地）を訪れたときは一つもこういった濃い色
のラベンダーには出会えませんでした。ヒスイ
全体がその成分の分類を含め注目されています
ので、お早めにご決断ください。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

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。

GSTV FAN／ December 2022 GSTV FAN／ December 2022

冬なのに寒々しいと言わないでくださいね。ブルーダイヤモンドは今、
紹介しないと二度とご紹介できなかもしれませんから！ 今回取り上げ

るのはいくつか入ってきたブルー系の中でも、あえてのグリーンブルーのタイプ。イエロー～グリーン
のダイヤモンドをフランスのお酒の名前にちなんで「シャルトリューズ」と呼んだりするように、グリーン
ブルーおよびブルーグリーンを「オーシャン」カラーとも言うようです。まさに今回のブルーダイヤは
さわやかな海のお色！海派の私としては今一番憧れの宝石となりました。落ち着きのある豪華な枠に
MARIさんがデザインしてくれましたので、男性も是非ご検討いただきたいのです。
砂浜の流木に腰かけて、大きなワンちゃんを傍らに、肩にセーター羽織って粋につけてください！

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12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：5059265　ファンシーグリーンブルーダイヤモンド　0.522ct

ID：5057329　ラベンダーヒスイ　19.283ｃｔ

ID：5060349 ＆ 5060350　
ルビー ハートシェイプ

「極み」解説

「極み」解説

「極み」解説
砂浜の流木に腰かけて、大きなワンちゃんを傍らに、
肩にセーター羽織って粋につけてください！

12月を締めくくるのは最高にロマン
ティックなジュエリー達です！なんとい
うことでしょう！見ているだけでも幸せ

になれそう、いや私は幸せです。な、な、なんとす
べてミャンマー産のハートシェイプのルビー。しか
もヴィヴィッドピンキッシュレッド。さらにリングは
平均0.3ｃｔ、ペントップは平均0.2ｃｔで透明感も
あります。こんなことがあっていいのでしょうか、
いや実際にあるんです！！はあ、はあ、すみません、

取り乱しました。デザインも一文字とクロスにする
ことで、可愛すぎず、センス良く魅力的に飾ってくれ
るでしょう。ヒスイ同様ミャンマーでルビーの産状
を見ている分、一つ一つが贅沢でこの上なく美しく
見えます。宝石の女王がお忍びでアイス食べたり、
バイク乗ったりするような大変威厳がありながら身
近に感じる可愛らしさを秘めた素敵なジュエリーと
なりました。是非、一度ご覧いただきたいです♡

いままでこのように濃いラベンダーヒスイ
をご案内できたでしょうか！？性質上、濃く

はなりにくい中で透明感を持ち、色もムラがな
く、カットも犠牲にするところがない、見事な
大粒のラベンダーヒスイ。和服も着られる年
始に是非おつけいただきたい逸品です。

ラベンダーカラーはマンガンと鉄とチタンの絶妙
な兼ね合いによると言われていますが、まだ謎が
多く、私がマンダレー（ミャンマーのヒスイの
集積地）を訪れたときは一つもこういった濃い色
のラベンダーには出会えませんでした。ヒスイ
全体がその成分の分類を含め注目されています
ので、お早めにご決断ください。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

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。

GSTV FAN／ December 2022 GSTV FAN／ December 2022



　2年10か月ぶりの訪問が叶い、本誌8月号で
ご紹介したアトリエ・ムンシュタイナー。実は
今年2022年は、父ベルント・ムンシュタイナー
氏からトム・ムンシュタイナー氏が工房を引き
継いで25周年という節目の年です。アトリエで
盛大に開催されたレセプションと個展の最新
情報を入手しましたので、ご紹介いたします。

　2022年である今年は、ムンシュタイナー
工房にとって、そしてムンシュタイナーファミ
リーにとって非常に重要な1年でした。それ
は、父ベルント・ムンシュタイナー氏からトム・
ムンシュタイナー氏がアトリエを引き継いで25
年の節目の年であるからです。私たちは普段
「ムンシュタイナー工房」と呼んでいます。トム
氏が当主ではありますが、ベルント氏が設立
した当初から思想、哲学は一貫しており、継続
性のある工房であるからです。ただし、厳密に
は「Atelier Tom Munsteiner」。そこには、
当主はトム氏であるという明確なメッセージが
あり、経営能力にとどまらず、責任も統率力も
そして何より新しい発想を形にする力が求めら
れるからだと私は思っています。
　今回訪れることはできませんでしたが、5月
の再会時に25周年記念レセプションの話を聞
いた時から、私は本コーナーで読者の皆様

に紹介したいと考えていました。レセプション
が終わった後、トム氏にそのことを伝えてインタ
ビューすると、とても喜んで話してくれました。
　「私たちの25周年記念を記事として取り上
げていただき、とても素晴らしく思います。なぜ
なら、今回は過去のどれよりも素晴らしい展示
会だったと思うからです。著名なジュエリーブ
ロガーであるカタリーナ・ペレス氏の言葉で
開会し、共に作品を紹介する芸術家たちの作
品、そして、私たちの今日に至る25年間で製作
した数々のジュエリー作品をご覧いただくこと
ができました。これはとても光栄なことです。
モデルによるショーや、バイオリンとチェロによ
るミニコンサート、地元醸造所のワインの試飲
も行われました。移動の不自由さが残る昨今
でありながら、ドイツ国内外から200名を超え
る方々が訪問してくださいました。」

　2年に1度、いつも秋にアトリエで開催されて
きた展示会Atelier Exhibition（以下、「アトリ
エ展」）。1997年から1回をのぞき隔年で開催
されてきたアトリエ展は、今回で13回目。9月
30日に25周年記念レセプションを行い、その
後10月9日までの10日間にわたり開催されま
した。アトリエ展は、展示会というより様々な
芸術作品の「個展の集合体」という表現の方が
個人的にはぴったり合う感じがしています。そ
れは、巨大で無機質な見本市会場ではなく、普
段美しい宝石や芸術作品が生み出される職人
の息遣いが聞こえるような温かい空間で開催
されるものだからかもしれません。
　期間中は、ムンシュタイナー氏の作品に加え
て、他の分野の芸術家の作品も展示されるの

が特徴的です。絵画、プラスチック、陶器など
様々な芸術作品を紹介するのは、来場される
方々に幅広い芸術を味わっていただきたいと
いう願いからだそうです。今回も、ベルント氏、
トム氏、ユッタ氏に加えて、ヴィヴィエン・グラ
ンドュイラー氏、マクシミリアン・レッフラー氏、
シュテファニー・ルッチェッタ氏の作品が展示
されました。余談ですが、アトリエ展には多く
の著名人が訪れます。政治家や省庁の大臣、
経済界の人たちも来場されます。過去には
アップルの元CEOマイケル・スコット氏もゲスト
として来てくれたことがあるそうです。
　今回のアトリエ展、いつも以上に素晴らしい
空間での貴重な時間だったことでしょう。
彼が言った「このアトリエは私の人生のすべて
です」という言葉がとても印象的です。彫刻家
として芸術家として、強い覚悟と熱い想いが
そこにあるのです。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

アトリエ・トム・ムンシュタイナー
25周年記念レセプション

イーダー通信　［3］

ストーンカメオ研究家
三沢 一章

左）インヴィテーションレター
右）25周年にふさわしい展示品であり、
一際存在感のあるオブジェ「Crescendo（クレッシェンド）」
スモーキークォーツ8,494ct。2019年作。

レセプションの
様子

隔年で続けてきた展示会
「Atelier Exhibition」

25周年記念レセプション

左）2022年5月にギネス世界
記録に登録されたパライバ
トルマリンのネックレス
右）地元新聞の記事

from IDAR vol.3
REPORTING

　2年10か月ぶりの訪問が叶い、本誌8月号で
ご紹介したアトリエ・ムンシュタイナー。実は
今年2022年は、父ベルント・ムンシュタイナー
氏からトム・ムンシュタイナー氏が工房を引き
継いで25周年という節目の年です。アトリエで
盛大に開催されたレセプションと個展の最新
情報を入手しましたので、ご紹介いたします。

　2022年である今年は、ムンシュタイナー
工房にとって、そしてムンシュタイナーファミ
リーにとって非常に重要な1年でした。それ
は、父ベルント・ムンシュタイナー氏からトム・
ムンシュタイナー氏がアトリエを引き継いで25
年の節目の年であるからです。私たちは普段
「ムンシュタイナー工房」と呼んでいます。トム
氏が当主ではありますが、ベルント氏が設立
した当初から思想、哲学は一貫しており、継続
性のある工房であるからです。ただし、厳密に
は「Atelier Tom Munsteiner」。そこには、
当主はトム氏であるという明確なメッセージが
あり、経営能力にとどまらず、責任も統率力も
そして何より新しい発想を形にする力が求めら
れるからだと私は思っています。
　今回訪れることはできませんでしたが、5月
の再会時に25周年記念レセプションの話を聞
いた時から、私は本コーナーで読者の皆様

に紹介したいと考えていました。レセプション
が終わった後、トム氏にそのことを伝えてインタ
ビューすると、とても喜んで話してくれました。
　「私たちの25周年記念を記事として取り上
げていただき、とても素晴らしく思います。なぜ
なら、今回は過去のどれよりも素晴らしい展示
会だったと思うからです。著名なジュエリーブ
ロガーであるカタリーナ・ペレス氏の言葉で
開会し、共に作品を紹介する芸術家たちの作
品、そして、私たちの今日に至る25年間で製作
した数々のジュエリー作品をご覧いただくこと
ができました。これはとても光栄なことです。
モデルによるショーや、バイオリンとチェロによ
るミニコンサート、地元醸造所のワインの試飲
も行われました。移動の不自由さが残る昨今
でありながら、ドイツ国内外から200名を超え
る方々が訪問してくださいました。」

　2年に1度、いつも秋にアトリエで開催されて
きた展示会Atelier Exhibition（以下、「アトリ
エ展」）。1997年から1回をのぞき隔年で開催
されてきたアトリエ展は、今回で13回目。9月
30日に25周年記念レセプションを行い、その
後10月9日までの10日間にわたり開催されま
した。アトリエ展は、展示会というより様々な
芸術作品の「個展の集合体」という表現の方が
個人的にはぴったり合う感じがしています。そ
れは、巨大で無機質な見本市会場ではなく、普
段美しい宝石や芸術作品が生み出される職人
の息遣いが聞こえるような温かい空間で開催
されるものだからかもしれません。
　期間中は、ムンシュタイナー氏の作品に加え
て、他の分野の芸術家の作品も展示されるの

が特徴的です。絵画、プラスチック、陶器など
様々な芸術作品を紹介するのは、来場される
方々に幅広い芸術を味わっていただきたいと
いう願いからだそうです。今回も、ベルント氏、
トム氏、ユッタ氏に加えて、ヴィヴィエン・グラ
ンドュイラー氏、マクシミリアン・レッフラー氏、
シュテファニー・ルッチェッタ氏の作品が展示
されました。余談ですが、アトリエ展には多く
の著名人が訪れます。政治家や省庁の大臣、
経済界の人たちも来場されます。過去には
アップルの元CEOマイケル・スコット氏もゲスト
として来てくれたことがあるそうです。
　今回のアトリエ展、いつも以上に素晴らしい
空間での貴重な時間だったことでしょう。
彼が言った「このアトリエは私の人生のすべて
です」という言葉がとても印象的です。彫刻家
として芸術家として、強い覚悟と熱い想いが
そこにあるのです。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

アトリエ・トム・ムンシュタイナー
25周年記念レセプション

イーダー通信　［3］

ストーンカメオ研究家
三沢 一章

左）インヴィテーションレター
右）25周年にふさわしい展示品であり、
一際存在感のあるオブジェ「Crescendo（クレッシェンド）」
スモーキークォーツ8,494ct。2019年作。

レセプションの
様子

隔年で続けてきた展示会
「Atelier Exhibition」

25周年記念レセプション

左）2022年5月にギネス世界
記録に登録されたパライバ
トルマリンのネックレス
右）地元新聞の記事

from IDAR vol.3
REPORTING



見て、さわって楽しむ！GSTVを

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

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。

もちろんプレミアム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、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。

ご購入ポイントが2倍！！
今月は12月4日!! 無料で

ピッカピカに
クリーニング！

2022年12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

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。

ホテルグランヴィア京都
3階　源氏の間
ホテルグランヴィア京都
3階　源氏の間

12月5日月12月5日月

〔2022 年 冬〕

京都大感謝祭京都大感謝祭

JR「京都駅」直結JR「京都駅」直結 駐車場：有・無料駐車場：有・無料

JR「大宮駅」西口より 徒歩約3分JR「大宮駅」西口より 徒歩約3分
駐車場：有・無料駐車場：有・無料

MC優さんMC優さん
ご来場決定！！ご来場決定！！

横浜元町
ショールーム
横浜元町
ショールーム ソニックシティソニックシティ
12月16日金～18日日 12月24日土12月24日土

GSTVジュエリーフェア inGSTVジュエリーフェア in GSTVジュエリーフェア in 大宮GSTVジュエリーフェア in 大宮

横浜元町ショールームの詳細はP45をご覧ください。

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。（2022年11月時点）
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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

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

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TOKYO

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OSAKA

デザイナー
在籍

デザイナー
在籍

デザイナー
在籍

デザイナー
在籍

（045-873-2677） （06-6213-6205）

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SRKOBE

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FUKUOKA

（078-333-8000） （092-406-3230）

全 店 毎週水曜日定休日：

※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11月時点）

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント

（イメージ）

〒450-0012
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1F

・JR、名鉄、近鉄、地下鉄東山線・桜通線　「名古屋駅」より徒歩5分
　「国際センター」駅4番出口より徒歩2分
　地下街「ユニモール」13番出入口目の前

GSTV名古屋ショールーム

近日オープン名古屋ショールーム

たくさんのお客様からのご要望にお応えし、中京圏の中心地である名古屋に
ショールームが帰って参ります！
現在オープンに向けた準備を進めておりますが、広 と々開放感のある店内でオリジナル
ジュエリーをゆっくりとお楽しみいただくことが出来るお店となっております。
お客様のご要望に耳を傾け、形にすることに努めて参りますのでジュエリーに
関するご相談はお気軽にお申し付け下さい。
名古屋駅より徒歩5分の好立地！ご遠方よりお越しのお客様も
お気軽にお立ち寄りいただけます。
たくさんのお客様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ち申し
上げております。

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント



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！

JSMGSTVが運営するセカンダリーマーケット

ジュエリーの価値を高めるセカンダリーマーケット
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。

ジュエリーは新しいオーナーの元へ

JSMについての詳細はこちらから

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。

ジュエリー・
セカンダリー・マーケット

※別途、実費や売買成立後に販売手数料を頂いております。

JSMなら面倒な出品作業がありません！

対象商品

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。

＊ 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。）

※出品には本人確認書類が必要です。

［検品］ ［クリーニング］ ［鑑別］ ［撮影］ ［掲載］ ［発送］… 全部おまかせ！

▲ 熟練の職人による磨き▲ 地金の測定

↓JSMスタッフによる作業の一例

※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

@jsm_jewelry

インスタグラムでもアイテム紹介中！

GSTV GUIDE ／ JSMとは？

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、是非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のデザイナーが相談承ります。

ジュエリー制作

GSTVの工場にて、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44,45ページをご覧ください。
P44,45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
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ID：5044855
PT950 タンザナイト（特優） クリスカットダイヤ &
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） ネックレス 
TA 102.403ct D 1.23ct（LI） D 4.20ct（LI） 
D 7.00ct（LI） 化粧箱付 
重量：約１２４．９ｇ トップ縦：約５７．５ｍｍ トップ横：約２９．０ｍｍ
トップ高さ：約１８．５ｍｍ バチカン内径：約１３．０×５．５ｍｍ
長さ：約４３ｃｍ 幅：約４．０－９．５ｍｍ
￥12,800,000-

タンザナイト（特優）の
ゴージャスネックレス

ID：5039453
PT950 タンザナイト（特優） 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 TA 20.815ct D 3.09ct（LI） 
重量：約２１．４ｇ 最大幅：約１６．０ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約１２．０ｍｍ 
基本サイズ：１５号 リサイズ不可
￥1,980,000-

指を覆う大粒の
タンザナイト（特優）リング

ID：5040911
PT950 タンザナイト（特優） ダイヤ（リリーダイヤカット） 
ペンダントトップ TA 9.880ct D 0.34ct（LI）
重量：約７．４ｇ 縦：約２２．５ｍｍ 横：約１７．５ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×３．５ｍｍ
￥798,000-

高貴さたたえる
ハートシェイプジュエリー

ID：5042787
K18WG マベパ－ル サファイア & アイスブルーサファイア ダイヤ 
白蝶貝 蓮の花 ペンダントブローチ 
P 約58.0×52.0mm SA 3.64ct IBS 1.20ct D 0.43ct
重量：約５７．６ｇ 縦：約７０．５ｍｍ 横：約７０．０ｍｍ 高さ：約２３．０ｍｍ
バチカン内径：約８．５×３．０ｍｍ
￥698,000-

蓮の花咲く池を表現した
幻想的なマベパールブローチ

神秘的な色合いが魅力のタンザナイト。

ダイヤモンドとの取り合わせで、

洗練されたクールな印象をプラス。

身につけた時、確かな存在感をお楽しみいただけます。

5044855の
セットアップに
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．個人情報保護管理責任者
総務部長　E-mail： PrivacyFeedback@corporate.gstv.jp

■  ３．「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。

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

「GSTV」では以下の場合ご返品をお断りしております。
●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様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
会社様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様にお問い合わせ
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

■  ６．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。

■  ４．「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

■  ５．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

※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。

※開示対象個人情報となります。

衣装協力

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

■  ３．「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。

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

「GSTV」では以下の場合ご返品をお断りしております。
●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様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
会社様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様にお問い合わせ
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

■  ６．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。

■  ４．「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

■  ５．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

※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。

※開示対象個人情報となります。

衣装協力




