
生放送

http://www.gstv.jp

8：00～26：00（翌 2：00）

WEBでも同時放送！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
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

宝石専門チャンネルGSTV 番組ガイド ： 2022年2月号
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K18PG ブラウンダイヤモンド ショコラローズ リング
BRD 約3.00ct
重量：約１０．３ｇ 最大幅：約２３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約１１．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5 5033116 ¥268,000-

K18YG ブラウンダイヤモンド トレメンダス リング
BRD 約4.00ct
重量：約９．５ｇ 最大幅：約１５．０ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

4 5041224 ¥498,000-

K18WG ルビー ダイヤ ミステリー
セッティング リボン ペンダントトップ 
RB 約1.30ct D 約0.25ct
重量：約３．６ｇ 縦：約２３．０ｍｍ 横：約１９．０ｍｍ
高さ：約７．０ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ

2 5033728 ¥188,000-

K18YG モザンビーク産ヴィヴィッドカラー 
非加熱ルビー ブラウンダイヤ リング
RB 約0.70ct BRD 約0.80ct
重量：約５．２ｇ 最大幅：約１５．５ｍｍ
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

3 5015648 ¥300,000-

K18WG ルビー ダイヤ ミステリー
セッティング リボン リング
RB 約1.28ct D 約0.25ct
重量：約６．１ｇ 最大幅：約２２．５ｍｍ
最小幅：約１．８ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

1 5033727 ¥248,000-

情熱の赤とビターなブラウンで、しっとり大人のバレンタインジュエリー情熱の赤とビターなブラウンで、しっとり大人のバレンタインジュエリー

※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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─クラシックファン─

Classic fan ─フラワーバスケット─

Flower Basket

─忘れな草─

Forget-me-not

─モルフォ蝶─

Morpho Butterfly

K18WG/YG/CG ブラウンダイヤモンド & ダイヤ 
ペンダントトップ BRD 約1.80ct D 約0.60ct
重量：約９．１ｇ 縦：約３７．５ｍｍ 横：約４８．５ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

6 5019236 ¥248,000-

K18WG/YG/CG ブラウンダイヤモンド & ダイヤ リング 
BRD 約1.15ct D 約0.60ct
重量：約１０．３ｇ 最大幅：約２３．５ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

7 5019237 ¥248,000-

「クラシックファン」
レースのハンカチーフのようにも見えるアール・デコ調扇デザイン。繊細な仕上げをご堪能いただくべく、透かし模様
とダイヤモンドの配置にこだわりました。大ぶりで、高級感あふれるイメージでお仕立てしています。

K18WG サファイア 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 IBS 約1.15ct SA 約0.55ct 
SA 約0.30ct D 約0.19ct（LI） D 約0.06ct
重量：約４．４ｇ 最大幅：約１７．０ｍｍ 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

8 5044750 ¥248,000-

K18WG サファイア 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 ペンダントトップ IBS 約1.15ct
SA 約0.55ct SA 約0.30ct D 約0.19ct（LI） D 約0.06ct
重量：約２．８ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約２２．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
バチカン内径：約５．５×１．４ｍｍ

9 5044751 ¥198,000-

「モルフォ蝶」
世界一美しいとされるモルフォ蝶よりインスピレーションを受けたシリーズ。ミステリーセッティングでお仕立ていたしました。
ブルーサファイアのカラーグラデーションと、上質なダイヤモンドの縁取りで、より一層の高級感を感じていただけます。

K18WG サファイア ダイヤ ペンダントトップ
SA 約3.90ct D 約0.45ct
重量：約６．４ｇ 縦：約３６．０ｍｍ 横：約２６．５ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

11 5043583 ¥189,000-

K18WG サファイア ダイヤ ペンダントブローチ 
SA 約8.60ct D 約0.60ct
重量：約８．６ｇ 縦：約４９．０ｍｍ 横：約３６．０ｍｍ 高さ：約８．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×３．０ｍｍ

10 5043584 ¥368,000-

「忘れな草」
アンティークジュエリーでよく取り入れられる「忘れな
草」をサファイアでデザインしたコレクション。風で揺れ
動くしなやかさを、絶妙なカーブラインで表現しました。
ブローチでは、どの向きでお着けになっても見た目が整
います。オメガチェーンに通すのもおすすめ。

「フラワーバスケット」
フラワーバスケットを贅沢なサファイア使いで表現した
ペンダントトップ。大きなカボッションカットの一粒が
揺れ動き、ネックレスとして身に着けた際の美しい
バランスが魅力です。華やかで存在感あるジュエリーを
お楽しみください。

7

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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12
パラジウムシルバー950 グリーンサファイア
ルビー クロコダイル リング
GS 約2.00ct RB 約0.06ct
重量：約６．９ｇ 最大幅：約１９．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約８．０ｍｍ 対応サイズ：８～３０号 リサイズ不可

5039387 ¥59,800-

13
K18YG ダイヤモンド Miniera リング
D 約0.45ct
重量：約６．８ｇ 最大幅：約９．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5033165 ¥158,000-

15
K18YG ロシアンブラウンダイヤモンド 
マーキスウェーブ ピンキーリング
BRD 約0.18ct（ロシア産）
重量：約２．３ｇ 最大幅：約６．０ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ
高さ：約２．５ｍｍ 対応サイズ：１～８号

5027195 ¥39,900-

14
PT950 ダイヤモンド ラピスラズリ
ブルーアラベスク リング D 約0.04ct
重量：約７．６ｇ 最大幅：約１５．０ｍｍ 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

5033571 ¥99,800-

K18YG マルチカラーストーン ダイヤ & 
ファンシーイエローダイヤ リング 
PS 約0.08ct EM 約0.05ct SA 約0.05ct D 約0.04ct
RB 約0.04ct AQ 約0.03ct YD 約0.02ct
重量：約３．８ｇ 最大幅：約４．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

16 5043892 ¥79,800-

K18YG 黒蝶貝 リング
重量：約４．０ｇ 最大幅：約７．６ｍｍ 最小幅：約２．２ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

17 5018444 ¥47,800-
K18WG サンタマリアアフリカーナアクアマリン タンザナイト 
カナリートルマリン ダイヤ リング AQ 約0.65ct
TA 約0.30ct T 約0.15ct D 約0.02ct
重量：約７．９ｇ 最大幅：約２１．２ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約４．３ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

18 5017156 ¥111,000-

お
気
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り
を
独
り
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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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お
気
に
入
り
を
独
り
占
め
。
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14
15

16

18
17

13

※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。



ロイヤルブルータイプのくっきりしたお色味が魅力のサファ
イアリング。センターストーンのペアシェイプの先端にリンク
するように、マーキーズカットのダイヤモンドを添えて華やぎ
を出しています。上品なたたずまいをご堪能ください。

22
PT950 マダガスカル産サファイア ダイヤ & H&Cダイヤ
（リリーダイヤカット） リング SA 2.013ct D 0.30ct
D 0.20ct（LI）
重量：約５．６ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5044758 ¥398,000-

「赤い宝石」というと、筆頭に挙げられるのがルビー。こちらは、
ミャンマー産のルビーを使ったリングで、歴史的産地の一つから
選ばれた1ピースとなります。ソリティアスタイルの不動の
デザインに大きめダイヤモンドをセットした、風格ある逸品です。

21
PT950 ミャンマー産ピジョンブラッドルビー クリスカット
ダイヤ & ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
RB 3.080ct D 0.79ct（LI） D 0.39ct（LI）
重量：約７．５ｇ 最大幅：約８．７ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5042777 ¥7,980,000-

4ctを超える見事なパライバトルマリン。幾重にも
ダイヤモンドを配したゴージャスな台座の中央に
セットされ、相乗効果で迫力の存在感が生まれています。
透明度はもちろん、美しい青をお楽しみください。

19
PT950 モザンビーク産 パライバトルマリン 
ダイヤ（リリーダイヤカット） & ダイヤ リング
PRT 4.18ct D 1.80ct（LI） D 0.12ct
重量：約１１．４ｇ 最大幅：約１９．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5043508 ¥3,680,000-

主にグリーンとブルーの遊色効果が均等に現れている、
場面が大きく見事なブラックオパールのリング。台座は
お花の花弁を思わせるデザインで、身につけた際の
華やかさとボリューム感を大切にお仕立てしました。

20
PT950 ブラックオパール ダイヤ（リリーダイヤカット） & ダイヤ 
リング BO 3.178ct D 0.84ct（LI） D 0.42ct
重量：約１１．９ｇ 最大幅：約２４．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5043585 ¥798,000-

21

22

19

20

Selected Jewelry of  the Month February Selected Jewelry of  the Month February

※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。

ロイヤルブルータイプのくっきりしたお色味が魅力のサファ
イアリング。センターストーンのペアシェイプの先端にリンク
するように、マーキーズカットのダイヤモンドを添えて華やぎ
を出しています。上品なたたずまいをご堪能ください。

22
PT950 マダガスカル産サファイア ダイヤ & H&Cダイヤ
（リリーダイヤカット） リング SA 2.013ct D 0.30ct
D 0.20ct（LI）
重量：約５．６ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5044758 ¥398,000-

「赤い宝石」というと、筆頭に挙げられるのがルビー。こちらは、
ミャンマー産のルビーを使ったリングで、歴史的産地の一つから
選ばれた1ピースとなります。ソリティアスタイルの不動の
デザインに大きめダイヤモンドをセットした、風格ある逸品です。

21
PT950 ミャンマー産ピジョンブラッドルビー クリスカット
ダイヤ & ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
RB 3.080ct D 0.79ct（LI） D 0.39ct（LI）
重量：約７．５ｇ 最大幅：約８．７ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5042777 ¥7,980,000-

4ctを超える見事なパライバトルマリン。幾重にも
ダイヤモンドを配したゴージャスな台座の中央に
セットされ、相乗効果で迫力の存在感が生まれています。
透明度はもちろん、美しい青をお楽しみください。

19
PT950 モザンビーク産 パライバトルマリン 
ダイヤ（リリーダイヤカット） & ダイヤ リング
PRT 4.18ct D 1.80ct（LI） D 0.12ct
重量：約１１．４ｇ 最大幅：約１９．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5043508 ¥3,680,000-

主にグリーンとブルーの遊色効果が均等に現れている、
場面が大きく見事なブラックオパールのリング。台座は
お花の花弁を思わせるデザインで、身につけた際の
華やかさとボリューム感を大切にお仕立てしました。

20
PT950 ブラックオパール ダイヤ（リリーダイヤカット） & ダイヤ 
リング BO 3.178ct D 0.84ct（LI） D 0.42ct
重量：約１１．９ｇ 最大幅：約２４．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5043585 ¥798,000-

21

22

19

20

Selected Jewelry of  the Month February Selected Jewelry of  the Month February

※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
K18WG アメシスト ペンダントトップ
AM 約18.00ct
重量：約５.７ｇ 縦：約３１.０ｍｍ 横：約２３.０ｍｍ
高さ：約１０.０ｍｍ バチカン内径：約５.０×２.５ｍｍ

5042294 ¥69,800-

25

26 27

23 24

24
K18WG クリソベリルキャッツアイ ブラウンダイヤ
リング CB 約1.00ct BRD 約0.15ct
重量：約３.１ｇ 最大幅：約４.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約４.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5007074 ¥71,000-23
K18WG クリソベリルキャッツアイ リング
CB 約0.90ct
重量：約２.７ｇ 最大幅：約３.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約３.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5007075 ¥50,000-

26
K18PG アメシスト リング AM 約3.00ct
重量：約３.２ｇ 最大幅：約１１.５ｍｍ 最小幅：約１.７ｍｍ
高さ：約５.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5041626 ¥42,800- 27
K18YG アメシスト シトリン ローズクォーツ リング
AM 約2.45ct CI 約0.45ct RQ 約0.10ct
重量：約４.６ｇ 最大幅：約１０.５ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約６.０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5022379 ¥69,800-

THE BIRTHSTONE of

FEBRUARY

CHRYSOBERYL CAT’S EYE / AMETHYST

2月の誕生石 ［クリソベリルキャッツアイ］［アメシスト］

2021年12月、63年ぶりに日本の誕生石が改訂。
アメシストに加え、新たに2月の誕生石に選ばれたのはクリソベリルキャッツアイ。
カットによって、猫目のようなシャットヤンシー効果が現れるのが特徴です。

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

「誕生石」はこちらから

Amethyst
アメシスト

Chrysoberyl Cat’s Eye
クリソベリルキャッツアイ

※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
K18WG アメシスト ペンダントトップ
AM 約18.00ct
重量：約５.７ｇ 縦：約３１.０ｍｍ 横：約２３.０ｍｍ
高さ：約１０.０ｍｍ バチカン内径：約５.０×２.５ｍｍ

5042294 ¥69,800-
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24
K18WG クリソベリルキャッツアイ ブラウンダイヤ
リング CB 約1.00ct BRD 約0.15ct
重量：約３.１ｇ 最大幅：約４.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約４.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5007074 ¥71,000-23
K18WG クリソベリルキャッツアイ リング
CB 約0.90ct
重量：約２.７ｇ 最大幅：約３.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約３.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5007075 ¥50,000-

26
K18PG アメシスト リング AM 約3.00ct
重量：約３.２ｇ 最大幅：約１１.５ｍｍ 最小幅：約１.７ｍｍ
高さ：約５.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5041626 ¥42,800- 27
K18YG アメシスト シトリン ローズクォーツ リング
AM 約2.45ct CI 約0.45ct RQ 約0.10ct
重量：約４.６ｇ 最大幅：約１０.５ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約６.０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5022379 ¥69,800-

THE BIRTHSTONE of

FEBRUARY

CHRYSOBERYL CAT’S EYE / AMETHYST

2月の誕生石 ［クリソベリルキャッツアイ］［アメシスト］

2021年12月、63年ぶりに日本の誕生石が改訂。
アメシストに加え、新たに2月の誕生石に選ばれたのはクリソベリルキャッツアイ。
カットによって、猫目のようなシャットヤンシー効果が現れるのが特徴です。

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

「誕生石」はこちらから

Amethyst
アメシスト

Chrysoberyl Cat’s Eye
クリソベリルキャッツアイ

※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。



K18YG ムンシュタイナーカット シトリン ダイヤ（リリーダイヤ
カット） リング CI 約4.00ct D 約0.20ct（LI）
重量：約７．３ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

28 5043025 ¥248,000-

光を受けたハチミツのような、優しい色のシトリン。まるで
マジックアイのカットから湧き上がる光が溢れてくるかの
ような美しさです。ダイヤモンドをこぼれた光に見立てて、
腕に配しました。魅力いっぱいのリングをご堪能ください。

K18YG ムンシュタイナーカット ロッククリスタル ピンブローチ 
QU 約9.00ct
重量：約２．６ｇ 縦：約２１．０ｍｍ 横：約１８．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ

29 5040660 ¥128,000-

無色透明のロッククリスタルにマジックアイを彫り込ん
だ、トム・ムンシュタイナー作品。少しアレンジを加え、
裏をすりガラス状に表現しつつ、上部はアンブレラのよう
な均整の取れたカットです。ピンブローチなので、男女
問わずお楽しみいただけます。

K18WG メノウカメオ ダイヤ ペンダントトップ 
カメオ 約18×18mm D 0.02ct
重量：約２．８ｇ 縦：約２７．０ｍｍ 横：約１８．８ｍｍ 高さ：約３．２ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

30 5045771 ¥198,000-

天使を象ったエルヴィン・パウリー氏の作品。優しく慈愛
あふれる表情が、厳かな印象も演出しています。さりげ
なく身に着けられるサイズ感も魅力。お守りジュエリー
として、日常生活のお供にぴったりです。

K18YG エルヴィン・パウリー 手彫り メノウカメオ
ペンダントブローチ カメオ 約38×23mm
重量：約１０．０ｇ 縦：約３９．５ｍｍ 横：約２４．０ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
バチカン内径：約５．５×３．５ｍｍ

31 5045865 ¥498,000-

希少なイエローのメノウでお仕立てしたカメオ。「チェレ
スタ」は“天国的な”という意味を持つ、フランス・パリ
生まれの楽器。可愛らしくも音がよく響く、その楽器の
音色を彷彿とさせるような、凛とした印象のアイテム。

28

29

ムンシュタイナー

光の魔術師 ムンシュタイナー／Munsteiner
ドイツ、イーダーオーバーシュタインの宝石彫刻の中でも
多くのファンを持つムンシュタイナー作品。

Erwin Pauly
エルヴィン・パウリー作

エルヴィン・パウリー／ Erwin Pauly
1934年 2月、イーダー・オーバーシュタインに生まれる
1949年 15歳から宝石彫刻を学び始める
1952年 リチャード・ハーン工房に入門
1957年 マイスター資格を取得
1958年 アトリエ開設　シンプルさを追求したカメオ

「パウリー・スタイル」を確立
1999年 国家十字勲章を受賞

30
「天使」

手彫り作品

31
「チェレスタ」

［手彫り作品］ ［手彫り作品］

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。

Idar-Oberstein
宝石彫刻の街 イーダー・オーバーシュタイン

K18YG ムンシュタイナーカット シトリン ダイヤ（リリーダイヤ
カット） リング CI 約4.00ct D 約0.20ct（LI）
重量：約７．３ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

28 5043025 ¥248,000-

光を受けたハチミツのような、優しい色のシトリン。まるで
マジックアイのカットから湧き上がる光が溢れてくるかの
ような美しさです。ダイヤモンドをこぼれた光に見立てて、
腕に配しました。魅力いっぱいのリングをご堪能ください。

K18YG ムンシュタイナーカット ロッククリスタル ピンブローチ 
QU 約9.00ct
重量：約２．６ｇ 縦：約２１．０ｍｍ 横：約１８．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ

29 5040660 ¥128,000-

無色透明のロッククリスタルにマジックアイを彫り込ん
だ、トム・ムンシュタイナー作品。少しアレンジを加え、
裏をすりガラス状に表現しつつ、上部はアンブレラのよう
な均整の取れたカットです。ピンブローチなので、男女
問わずお楽しみいただけます。

K18WG メノウカメオ ダイヤ ペンダントトップ 
カメオ 約18×18mm D 0.02ct
重量：約２．８ｇ 縦：約２７．０ｍｍ 横：約１８．８ｍｍ 高さ：約３．２ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

30 5045771 ¥198,000-

天使を象ったエルヴィン・パウリー氏の作品。優しく慈愛
あふれる表情が、厳かな印象も演出しています。さりげ
なく身に着けられるサイズ感も魅力。お守りジュエリー
として、日常生活のお供にぴったりです。

K18YG エルヴィン・パウリー 手彫り メノウカメオ
ペンダントブローチ カメオ 約38×23mm
重量：約１０．０ｇ 縦：約３９．５ｍｍ 横：約２４．０ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
バチカン内径：約５．５×３．５ｍｍ

31 5045865 ¥498,000-

希少なイエローのメノウでお仕立てしたカメオ。「チェレ
スタ」は“天国的な”という意味を持つ、フランス・パリ
生まれの楽器。可愛らしくも音がよく響く、その楽器の
音色を彷彿とさせるような、凛とした印象のアイテム。

28

29

ムンシュタイナー

光の魔術師 ムンシュタイナー／Munsteiner
ドイツ、イーダーオーバーシュタインの宝石彫刻の中でも
多くのファンを持つムンシュタイナー作品。

Erwin Pauly
エルヴィン・パウリー作

エルヴィン・パウリー／ Erwin Pauly
1934年 2月、イーダー・オーバーシュタインに生まれる
1949年 15歳から宝石彫刻を学び始める
1952年 リチャード・ハーン工房に入門
1957年 マイスター資格を取得
1958年 アトリエ開設　シンプルさを追求したカメオ

「パウリー・スタイル」を確立
1999年 国家十字勲章を受賞

30
「天使」

手彫り作品

31
「チェレスタ」

［手彫り作品］ ［手彫り作品］

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。

Idar-Oberstein
宝石彫刻の街 イーダー・オーバーシュタイン



32

33

34

34
K18WG マンダリンガーネット ダイヤ リング
GA 約1.30ct D 約0.04ct
重量：約２．７ｇ 最大幅：約４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5045667 ¥59,800-

ぬくもり一文字
優しいお色味のマンダリンガーネットリング。身につけ
るとまるで春の訪れのような、あたたかな印象を運んで
くれます。シンプルながらコーデのアクセントに◎。

Ring

冬にこそ身につけたい、あたたかみあるパステルカラーは
優しい彩りを持つオパールジュエリーと相性抜群♪
冬にこそ身につけたい、あたたかみあるパステルカラーは
優しい彩りを持つオパールジュエリーと相性抜群♪

幸せオパールが彩る
真冬のパステルカラー
幸せオパールが彩る
真冬のパステルカラー

32
K18YG ホワイトオパール 天使の羽 ペンダントトップ
OP 約0.75ct
重量：約１．９ｇ 縦：約２６．５ｍｍ 横：約１２．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約５．０×１．８ｍｍ

5036679 ¥49,800-

天使の羽
天からふんわりと舞い降りる天使の羽。
虹をくぐってその色味を閉じ込めたような
神秘的なアイテム。長めのチェーンで身に
つけると上品スタイリッシュ。

Pendant top

33
K18YG ホワイトオパール ダイヤ リング
OP 約1.40ct D 約0.37ct
重量：約５．６ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5041856 ¥138,000-

オーロラを指元に
ホワイトオパールのボリュームリング。様々なカットの
石を集め、七色にまたたく様子はまるでオーロラのよう。
柔らかなお色味は重ね付けでも活躍します。

Ring

※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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神秘的なアイテム。長めのチェーンで身に
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33
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OP 約1.40ct D 約0.37ct
重量：約５．６ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
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5041856 ¥138,000-

オーロラを指元に
ホワイトオパールのボリュームリング。様々なカットの
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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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アンコールDAYアンコールDAY
＼GSTVポイント2倍／＼GSTVポイント2倍／

GSTV
NEW

Commentator

◆座右の銘は？
─ 笑う門には福来る
◆あだ名は何ですか？
─ ゆかりん
◆今一番のマイブームは？
─ ダウンタウンの松本人志さん
─ インスタのリールを観ること
─ GSTVを観ること
◆気になるジュエリーを教えてください。
─ イエローダイヤモンド、ブラウンダイヤモンド、地金
チェーンネックレス、オパール、マンダリンガーネット、
ルビー etc.他にもいっぱいあります。
◆オンエア中にやってしまった一番大きな失敗は？
─ 初めての放送で、緊張のあまり途中意識が飛んだこと
─ フェニックスモチーフのチャームを「クリオネみたい」
と言ってしまったこと
◆GSTVに出演して、一番うれしかった・良かったことは
何ですか？
─ たくさんの美しい宝石に触れられること。
◆自分が出演する番組の見所を教えてください。
─ トレンド情報やパーソナルカラー、骨格タイプなど

ファッションと交えたお話をしたいと思っています。
◆GSTVの現場の雰囲気を教えてください。
─ 人見知りのためまだあまりコミュニケーションができてい
ませんが、皆さんお優しいので、少しずつ慣れてきています。
◆GSTVについて一言。
─ バラエティに富んだジュエリーや稀少な石をご紹介
できるのは宝石専門チャンネルならではだと思いま
す。しかも価格に驚くことも多々あり、さすがダイレクト
価格を実行されている会社だなと思いました。
◆ファンに向けてメッセージお願いします。
─ いつもご覧いただきありがとうございます。素敵な
ジュエリーを身につけた時の高揚感は格別だと思いま
す。おしゃれをすることで皆さまの毎日が潤いを増すよ
う、お手伝いをできたなら幸いです。至らない点が多々
あると思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

GSTV
番組プログラム

February
2022

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

※21:00　みつかる！GSTVFANアワーは休止

開催期間：2月2日㊌ 2月1日㊋ 24:00（2月2日㊌ 0:00）

　　　　～ 2月3日㊍ 7:59まで

ポイント2倍対象期間：

BS放送
特別追加枠

2月の番組チェック！
根本有加里（ねもと ゆかり）新コメンテータ

根本有加里（ねもと ゆかり）　●誕生日：7.18　●出身地：
兵庫県　●趣味・特技：趣味は歌舞伎鑑賞とショッピング、
特技は、どこでも寝られることと、人混みでも人にぶつから
ないで歩けること　●資格・免許：カラーアナリスト、
秘書検定準1級、普通自動車免許

新コメンテータの根本有加里さんにスペシャルインタビュー！

GSTV youtube 検　索

YoutubeYoutubeで開講で開講！！！！毎週金曜更新！
大好評配信中

＃４「ダイヤモンドの評価基準」 
＃５「カラーダイヤモンドの知識」
＃6「ルビーの歴史」
＃7「ルビーのメカニズム」
＃8  「最高峰のルビー」 
＃9  「サファイアの歴史と色」 
＃10「サファイアの産地」 

＃１「宝石とは？」 
＃２「世界四大宝石とは？」 
＃３「ダイヤモンド」 

＃11「最高峰のサファイア」 
＃12「宝石の加熱」
＃13「宝石の加熱方法」
（2021年12月31日時点）

スーパー
プロフェッサー
スーパー

プロフェッサー 助手
ジェムマンジロー

助手
ジェムマンジロー

宝石学を世界一!?
わかりやすく講義

素敵なジュエリーを
身につけた時の高揚感は格別

＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／

スマホでも PCでも
無料で見られる！

Special Int�viewSpecial Int�view

・2月19日㊏ 14:00～14:59BS-TBS特別放送
「麗しの宝石ショッピング」

※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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　ベネチアから西におよそ75km。イタリア最大のジュエリーショー「ヴィチェンツァ・オーロ」の
開催地でもあるヴィチェンツァ市はアレッツォに並ぶ、世界のゴールドジュエリーの生産拠点でも
あります。古くはベネチアで流通していた金貨や銀貨を作る街として知られていました。数百年
に及ぶその歴史と精錬の技術は後世に受け継がれ、世界に名だたるゴールドジュエリーの産地
として発展したのです。
　ヴィチェンツァのゴールドジュエリーは、過去40年ほどの間に劇的な変化を遂げています。
マシンチェーンメーカーの中から、オリジナリティを出すためにあえて手作業で複雑なネックレス
を生み出すメーカーが出始めました。その代表作がオメガネックレス。さらに数年後、半球を
ふたつ張り合わせたような様々な形のオリジナルパーツを作り、それらを繋ぎ合わせてネックレス
などを作るスタンピング技法のメーカーも躍進します。
　そして19年ほど前、とあるメーカーが独自の艶消しスタンピングパーツとカラーストーンの組み
合わせという、まったく新たな発想に基づくストーンジュエリーを開発。現在、世界のジュエリー
バイヤーたちから大いに注目を集めています。
　GSTVでご紹介している「クリシュナ」のジュエリーは、まさにこうしたヴィチェンツァでの長い歴史
の流れの中から産みだされた、偉大な産物と言わざるを得ません。

第❷回

［1.a～c］ルネサンス期の建築家アンドレーア・パッラーディオが手掛けたヴィチェンツァ市街地。
　　　　世界遺産にも登録されている
［2］イタリア最大のジュエリーショー「ヴィチェンツァ・オーロ」
［3］ヴィチェンツァを代表するマシンチェーン
［4］クリシュナを生み出したBRIO社の工房

［1.a～c］ルネサンス期の建築家アンドレーア・パッラーディオが手掛けたヴィチェンツァ市街地。
　　　　世界遺産にも登録されている
［2］イタリア最大のジュエリーショー「ヴィチェンツァ・オーロ」
［3］ヴィチェンツァを代表するマシンチェーン
［4］クリシュナを生み出したBRIO社の工房

［1.a］［1.a］

［2］［2］

［3］［3］ ［4］［4］

［1.b］［1.b］ ［1.c］［1.c］
華やかで、身につけやすさも魅力なクリシュナのジュエリー

魅惑のイタリアンジュエリー
 ヴィチェンツァ のゴールドジュエリー

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

GSTV FAN／ February 2022

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12月に募集した「MVPマジ歌選手権～セカンド
シーズン～」の大賞を発表します！

番組へのリクエストやご意見はコチラ

「GSTV FANアワー宛」と明記してメールを送信してください。

jp-studio@gstv.jp
プロデューサーYo!からのお願い…

毎回募集するお題で大賞に選ばれた方には、
ご希望の出演者のサイン入り番組ガイド誌 
GSTV FANをプレゼント！

毎週水曜２１時～

大賞を
ご紹介！！

12月に
募集した

第1回

大賞

辻さんの♪口癖は♪「ホイでホイで」コレ大賞か♪
PN. プリンセス♡アヤナさん

パールの塗野さん♪お肌がツヤツヤ♪塗野さんの照りが最強♪
PN. ヨシコデラックスさん

第2回

大賞
PN. ３食カレーさん

保坂さん♪時間がかかる♪ハマるの最低５年♪

第3回

大賞
PN. White horseさん

三浦さん♪　one手間　two手間　♪その次なぜか３(さん)手間♪

第4回

大賞
PN. ゆきみだいふくさん

大松さん♪夏井さん♪並木さんで熟年ホスト♪

MVPマジ歌選手権MVPマジ歌選手権 ～セカンドシーズン～～セカンドシーズン～

2月のお題

ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！

私、時代に追いつけません!私、時代に追いつけません!
身近にあるアナタが時代に追いつけない事を教えてください！身近にあるアナタが時代に追いつけない事を教えてください！

・若手アイドルが同じ顔に見えて私、時代に追いつけません！
・ランドセルの色が多すぎて私、時代に追いつけません！
・赤、ピンク、青とかの髪色の若者に私、時代に追いつけません！

例）
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　GSTVでは2022年も、感染症対策を万全にしながら、お客様とともに楽しめるイベント
を開催していく予定です。是非会場にて、ジュエリーを直接手に取って、じっくり見ていた
だけましたら嬉しいです♪

ご出品されたい方は顔写真付き本人確認書類
をご準備の上、ご来場くださいませ。

JSMについては本ガイド誌P48・P49に詳しく
掲載しております。是非ご確認ください。

　GSTVは12月14日、ホテルグランヴィア京都において
「2021年 京都大感謝祭」を開催いたしました。11月に
開催された大感謝祭同様に、たくさんのご予約をいた
だき、熱気が溢れ、スタッフも驚くほど、番組の内容を
熟知されているお客様も多く、、（驚）　それぞれの
コーナーで、ジュエリーや宝石談議に花が咲き、お客様
とスタッフの笑い声が絶えない楽しい雰囲気の１日と
なりました。
　会場には、テレビでお馴染みの、三沢さん、五十嵐
さん、桐戸さん、ガンディーさん、古屋さん、平野さん
はじめ人気ゲスト陣も多数来場。特に今回は、保坂さん
も久しぶりに参加、テレビでのトークがそのまま飛び
出した保坂ワールドを展開。独特のトークで会場を
席捲していました。

お客様とスタッフの笑い声が絶えない楽しい雰囲気の１日…

GSTV

イベント
PICK UP!

各地で開催しております大感謝祭に
「ジュエリーセカンダリーマーケット」
通称「JSM」の出品受付コーナーを
出展しております！

INFORMATION

今回は
京都　 京都大感謝祭GSTV

レポートin ホテルグラン
ビア京都

3階 源氏の間潜入潜入
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　　  スピネルのブルーもほかの宝石同様に鉄分との戦いです。（と言っても鉄分のおかげで色が濃く、輝き
も増す場合があるので敵役ともいえませんが...）実際コバルトを含みながらもなかなかコバルトブルーを示し
てくれません。今回の逸品は色も明るい部分が多く、そもそも1ｃｔを超えると極端に良いものが少なくなる
スピネルにおいておよそ5ｃｔは驚異的な大きさです。インクルージョンも少なく、必見の逸品！

　　  来月3月の誕生石も賑やかになりましたが、
やはりアクアマリンは欲しいところ。ならばこちら
のムンシュタイナーカットはいかがでしょう。
アクアという名のイメージ通りで、まるでたゆたう
水をそっと手で掬って閉じ込めたかのよう。大胆
ながら静謐な美しさを持っています。直線的な
イメージが多かった中でフェミニンな優しさが
ある大ぶりのリングとなりました。ずっと眺めて
いたい。

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

青
の
帝
王
！？

青
の
帝
王
！？

ムンシュタイナーの極みを誕生石でムンシュタイナーの極みを誕生石で

「極みの宝石ショッピングアワー」　毎週土曜19時～

第2回

「極み」解説 ID： 5031792　PT950 ベトナム産コバルトスピネル 
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング SP 5.317ct D 2.92ct（LI）

ID： 5034568　PT950 ムンシュタイナーカット 
アクアマリン ダイヤ リング AQ 39.92ct D 0.32ct

ID： 5023347　PT950 ムンシュタイナーカット 
タンザナイト リング TA 18.83ct

「極み」解説 「タンザナイトは美しい」ということを改め
て感じさせる至高の一品。少しのカットのずれで色

が変わるタンザナイトですが、深すぎず、明るすぎず、さ
すがカットの魔術師。とは言え、さすがにタンザナイトを
カットされたのはまだ最近のことのように思いますので、苦
労されたのではないでしょうか。最初の作品はご自身がつ
けていてご満悦の表情だったのを覚えています。それにし
ても美しい。キラキラ感は少ないですが、前述のアクアマリ
ンと違うミステリアスな佇まいに本当に魅了されます。あえ
て言います、決して見ないでください、欲しくなりますから！

「極み」解説

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

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

大松 彰 ─ Akira Omatsu　2015年秋 FGA（英国宝石学協会正会員）取得、ジュエリーコーディネーター１級、
天然石検定１級、真珠のプロSA（シニアアドバイザー）　※「宝石王子®」は大松彰の登録商標です。
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前回に引き続き、ドイツ、イーダー・オーバーシュタインにて昨年開催されたベルント・
ムンシュタイナー氏の特別展に際して行われたインタビューの内容と、「教会の窓」について
皆様にご紹介いたします。

ストーンカメオ講座（15）

ストーンカメオ研究家

三沢 一章

～第3章～

宝 石 彫 刻
イーダー・オーバーシュタインの

ベルント・ムンシュタイナー氏特別展  ─ 第三回 ─

あなたが住んでいる村の教会のために、息子さんと一緒に作った「教会の窓」について、
その窓の前に立っている時はどんな心情であったか教えてください。

【会期】
【場所】
【名称】

2021年8月13日より10月8日まで
ヤコブ・ベンゲル財団博物館（ドイツ、イーダー・オーバーシュタイン）
“Twin Peaks ‒ Art and Design | Impressionen in Achat von 
   Dieter Lorenz und Bernd Munsteiner”
「２つの頂点 ― アートとデザイン、メノウのインプレッション、
　ディーター・ローレンツとベルント・ムンシュタイナー」

　現在のような生活様式になって約2年が経過しました。その間、ベルント・ムンシュタナー氏、トム・ムン
シュタイナー氏とも、以前のようにお会いすることができない中で、このインタビューは私とって大変新鮮な
機会でした。彼に想いを馳せ、じっくりと彼の言葉に耳を傾けることで改めて彼の宝石と創作に対する想い
に触れることができたと思うのです。特に、インタビュー後半で紹介された「教会の窓」は、ご自身も非常に
貴重な作品と説明されていましたが、私も同感です。大変価値のある作品であり、後世に遺すべきものです。
そう考える私なりの理由をご説明します。

　一つ目は、この作品が約8,000枚の三角形と正方形のアゲートからなる非常に美しい作品であることです。
様々な天然模様のあるアゲートが透過した光によって妖艶に発色しますが、この色はアゲートならではで非
常に美しいです。これを実現するためには、アゲート特有のこの宝石にしかない美しい縞模様を引き出す芸
術的な感性、研磨技術、努力と情熱が求めれます。どれか一つが欠けても完成しえないものでしょう。

　二つ目は、この作品が親子共作であることです。私の憶測ですが、ベルント氏は一人でもこの作品を完成
させたでしょう。しかし、彼は原石選びから仕上げに至るまでを、息子トム氏とともに行いました。この壮大
なプロジェクトを通じて、彼はお互いが持つ様々な想いや考えを共有したかったのではないでしょうか。

　三つ目は、彼が手掛けるアゲートの芸術作品の創作において、古代カメオ（世界三大カメオ）が参考になっ
たと話してくれたことです。先進的で常に新しいことに取り組んでいるベルント氏が、ゲマ・アウグステア
（ウィーン美術史美術館所蔵、2020年4月号GSTVFAN参照）、タツァ・ファルネーゼ（ナポリ国立考古学博
物館所蔵、2020年6月号GSTVFAN参照）といった古代カメオから学びを得ていたのです。新しいものを作
り上げるその原点には古代カメオがあった、これは私にとっても衝撃的でした。古代の様式、技法、美を理解
している彼のバックグラウンドのうえに、数々の素晴らしい作品があるのだと思います。

　次回訪問が叶った際には、またゆっくりとこの教会の窓を眺めてみたいと思っています。その時は、また
様々な角度から写真を撮って皆様にもお見せしたいと考えています。

アゲートの縞模様と雰囲気は、私にとってパーフェクトです。私はこの分野で、まだまだ
できることがあると感じています。約10年にわたり、私はアゲート以外にも様々な素材で
試作を重ねてきました。ルチルクォーツやルビーもカットして、モザイク模様に取り入れ
ています。

A.

Q.

あなたは半透明の素材であるアゲートを活用して、新たな世界観を作り上げています。
あなたにとってアゲートは、特別なものでしょうか。

アゲートはカラフルで、ラインとストライプ
の結晶を内包しています。あなたはその
アゲートの中に入って見なければ、理解で
きないでしょう。ラインやストライプを見
つけることができた時、これは感動です。
もちろん、アゲートがさほど良い評価を得
ていないことを私は知っています。灰皿
に使われたりしますが、それはバカげている
と私は思います。なぜなら、私の作品は
灰皿よりもっと素晴らしいアゲートの完璧な
一面を得ることができるからです。

A.

Q.

特別展の概要

特別展に寄せたインタビューにて（続編）

インタビューを通して、私の想い

アトリエのアゲート作品の前で。（2019年夏撮影）
左からベルント氏、フィリップ氏、ユッタ氏、トム氏、筆者。アトリエに飾られた作品“Impressionen”

天然アゲート、ラピスラズリ、花崗岩、
オパールを用いて作られている。

上）教会で説明をして
くださったベルント・ムン
シュタイナー氏。
左）クロスをイメージした
もう一つの窓。
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見て、さわって楽しむ！GSTVを

0120-730-243
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

皆様の癒やしや寛ぎの空間になっていければ

左）渡邉、右）祁答院 左）井崎、右）森永 左）店長 太田、右）川越

ゆる～りのんびりジュエリーの癒し空間

お客様により快適な空間へリニューアル！

福岡ショールーム福岡ショールーム
〒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〒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・地下鉄空港線 「天神駅」4番出口から徒歩約1分

　福岡ショールームは、県内はもちろんの事、九州各県からご来店いただけるよう、
福岡市の中心街【天神】にございます。場所は福岡銀行本店隣のビル2階、天神への
お買い物の際にお立ち寄りいただいております。

　昨年11月、ショールームはリニューアルをし、お客様により楽しく快適にジュエリー
タイムを楽しんでいただける空間を設けました。ゆっくりと様々な商品を実際に手に

とってご覧いただく事ができます。
　居心地の良い・アットホームな雰囲気の
中で、それぞれ個性のあるスタッフがお客
様のご要望・ご相談等を親身に対応して
おり、皆様の癒しや寛ぎの空間になって
いければと思っております。

　これからも九州唯一の店舗として、GSTVの豊富なジュエリーを沢山のお客様に
ご紹介・ご提案して参りますので、是非、ご来店下さいませ。スタッフ一同、心より
お待ち申し上げております。

0120-730-243何かございましたらお気軽にお電話下さいませ。 福岡ショールーム：

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

GSTVイベント情報
2022年2月開催

11：00～18：00開催時間
＊展示点数は会場規模により異なります。

ジュエリー
無料クリーニング
＆メンテナンス

オンエア
完売商品

蔵出し
アイテム

TVではご紹介できない

高額商品も!
展示点数

以上＊
4000点

2022年 大阪大感謝祭

大

阪

府

ホテルグランヴィア大阪
20階 名庭
ホテルグランヴィア大阪
20階 名庭
2月20日（日）～21日（月）2月20日（日）～21日（月）

JSM出品受付
いたします！

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

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、開催内容を急遽変更・中止する場合がございます。
ご来場の前に開催状況をご確認いただきます様、お願い申し上げます。

●JR「大阪駅」直結 中央口を出て右手すぐ

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1月時点）
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GSTVイベント情報
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11：00～18：00開催時間
＊展示点数は会場規模により異なります。

ジュエリー
無料クリーニング
＆メンテナンス

オンエア
完売商品

蔵出し
アイテム
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高額商品も!
展示点数

以上＊
4000点
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20階 名庭
ホテルグランヴィア大阪
20階 名庭
2月20日（日）～21日（月）2月20日（日）～21日（月）

JSM出品受付
いたします！

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

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、開催内容を急遽変更・中止する場合がございます。
ご来場の前に開催状況をご確認いただきます様、お願い申し上げます。

●JR「大阪駅」直結 中央口を出て右手すぐ
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※各店舗において新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行い営業しております。（2022年1月時点）



※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1月時点）

〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-43 T2号棟1階

0120-570-771
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

TOKYO

〒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

〒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 』
0120-570-423
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

誠実で明るく楽しいお店がモットーです

YOKOHAMA

〒650-0022 兵庫県神戸市中央区
元町通2-6-2

・JR線・阪神線 「元町駅」から
  徒歩約3分

『 神戸元町ショールーム 』
0120-420-243
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

ルースいっぱい 楽しさいっぱい 夢いっぱい 神戸元町SR

『 天王洲ショールーム 』
0120-570-126

KOBE

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神
2-13-18 天神ホワイトビル2階

・地下鉄空港線 「天神駅」4番出口から
  徒歩約1分

『 福岡ショールーム 』
0120-730-243
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

ゆる～りのんびりジュエリーの癒し空間

FUKUOKA

〒542-0085 大阪府大阪市中央区
心斎橋筋2-2-22 小大丸ビル１階

・御堂筋線・長堀鶴見緑地線 
  「心斎橋駅」から徒歩約5分

『 心斎橋ショールーム 』
0120-160-243
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

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

COMING SOON

2月上旬OPEN予定

定休日変更のお知らせ

2022年2月より全店 変更前：毎月1日 毎週水曜日変更後：

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1月時点）

〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-43 T2号棟1階

0120-570-771
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

TOKYO

〒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

〒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 』
0120-570-423
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

誠実で明るく楽しいお店がモットーです

YOKOHAMA

〒650-0022 兵庫県神戸市中央区
元町通2-6-2

・JR線・阪神線 「元町駅」から
  徒歩約3分

『 神戸元町ショールーム 』
0120-420-243
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

ルースいっぱい 楽しさいっぱい 夢いっぱい 神戸元町SR

『 天王洲ショールーム 』
0120-570-126

KOBE

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神
2-13-18 天神ホワイトビル2階

・地下鉄空港線 「天神駅」4番出口から
  徒歩約1分

『 福岡ショールーム 』
0120-730-243
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

ゆる～りのんびりジュエリーの癒し空間

FUKUOKA

〒542-0085 大阪府大阪市中央区
心斎橋筋2-2-22 小大丸ビル１階

・御堂筋線・長堀鶴見緑地線 
  「心斎橋駅」から徒歩約5分

『 心斎橋ショールーム 』
0120-160-243
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎週水曜日

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

COMING SOON

2月上旬OPEN予定

定休日変更のお知らせ

2022年2月より全店 変更前：毎月1日 毎週水曜日変更後：

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



station necklace

metal fittings

slide chain

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

スライドチェーンは写真のボール
部分が可動式になっています。

ビーンズ型クラスプ金具の片側が
押せるようになっています。

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

金具をつまんで押す。 金具を引く。

スライドさせたいボールと
その近くでチェーンを持つ。

ボール部分をおさえたまま
チェーンを平行に引く。

1 2 3

1 2 3

1

ネックレスの先端部分だけ、
小さいチャック袋に
入れて閉じる

1 2

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

2 3

スライドチェーンの長さの変え方

クラスプ金具 ～ビーンズ型の外し方～

ステーションネックレス の保管方法

クラスプ金具 ～差し込み型の外し方～

お客様から

「使い方がわからない」
という意見が多かった

アイテムのご利用方法です。ご利用ガイド
アイテム別使い方が

  わからない
…

！ 注意

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

！

ボールに対し
角度をつけて引っ張ると
破損する場合があります。

注意

bracelet

pierring

本体を耳たぶより広めに開く。 しっかりと挟み、
強めに押さえてとめる。

軽く引っ張り
とまっていることを確認する。

ブレスレットのプレートを
バディに挟む。

バディを逆手に持つ。

逆の手で引き輪をひらく。 引き輪を持ってる手を、
ぐるっと回して装着する。

1 2

1 2 3

3 4

ブレスレット
バディ

ピアリングの付け方

ブレスレットバディによるブレスレットの付け方
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青：ジュエラーズ・オブ・アメリカ　赤：日本オリジナル

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

エンドパーツスライドパーツ

「スライドアジャスター」
このパーツがあると長さが自由に調節できます。

ほとんどのチェーンは
ここに刻印が入っています。

マルカン

プレート

引き輪

飽きの来ないデザイン

キヘイチェーン

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

エレガントにきまる

ベネチアンチェーン

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

アズキチェーン

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

かわいいフォルム

カットボールチェーン

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

華やかさをプラス

スクリューチェーン

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

きちんと上品に

オメガネックレス

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

スタイリッシュに

テーパーチェーン

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

カジュアルにも

GSTVの
WEBサイトから
チェーンを検索!

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

チェーンの各部位の名称

GSTV chain necklace guide GSTV chain necklace guide

「新しい誕生石」って何？Q

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

2月 3月 4月 6月

7月 8月 9月 12月

［クリソベリル・キャッツ・アイ］ ［ブラッドストーン］  ［アイオライト］ ［モルガナイト］ ［アレキサンドライト］

［スフェーン］ ［スピネル］ ［クンツァイト］ ［タンザナイト］  ［ジルコン］

2021年12月に63年ぶりに誕生石が改訂されました。日本で良く知られている
誕生石は1958年に全国宝石卸商協同組合が制定したもので、今回の改訂は
ジュエリー業界に混在してしまっている誕生石リストを統一するためのものです。
また、今回の改訂には現在の誕生石の基となったアメリカの宝石商組合（現ジュエ
ラーズ・オブ・アメリカ）が追加した4石、日本オリジナルで追加した5石、その他
1石の10石が新しく加わりました。 追加された誕生石
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JSMに届けられたジュエリーは、お客様からの大切なお預かり
もの。ジュエリーは１点１点丁寧に確認し、情報の登録や到着
時の状態を細かく記録します。

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

ジュエリーの価値を高めるセカンダリーマーケット

お預かりしたジュエリーは１点１点クリーニングを行います。

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

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

お客様からのジュエリーのお受け取り

ジュエリーの査定・鑑別

ジュエリーのクリーニング

写真撮影・掲載

販売・発送

対象商品

出品から販売まで

売買成立金をGSTVポイントでもっとオトクに！

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

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

ジュエリーを売りたい方も・買いたい方も
JSM WEBサイトへアクセス！

Jewelry Secondary Market Jewelry Secondary Market

検 索JSM　ジュエリー

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

▲ 受領した商品

▲ 熟練の職人による磨き ▲ クリーニング前 ▲ クリーニング後

▲ GSTV宝石学研究所
による宝石鑑別

▲ 宝石のプロによる査定

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

ご注意：他社で購入された商品は「鑑別料金＊」がかかります。

49,800円（税込）以上
購入価格1点あたり

100,000円（税込）以上

貴石・半貴石のジュエリー
K18以上またはPT850以上の

ルース※天然石に限ります。

売買成立金の
振替方法は、
出品時にご希望を
お伝えください

お振込なら GSTVポイントなら
GSTVポイント

販売単価50万以上で

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

お振込なら
販売額の

＊販売手数料 20％

があなたの元に！

GSTVポイントなら
販売額の85%
＊販売手数料 15％

（1ポイント1円として500ポイント単位でご利用いただけます）

があなたの元に！

販売手数料 15％ 販売手数料 12％なんと！なんと！

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

JSMに商品を送ったら、あとは売れるのを待つだけ！
売買
成立JSMに

商品を発送

support@jsm.gstv.jp
までご連絡ください。

まずは

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

JSMでクリーニング！
商品をサイトにアップ！

あのペンダント
もう 1年
使ってない…

これで新しい
ジュエリーが
買える！

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

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

80%

出品には本人確認書類が必要です。

https://www.gstv.jp/jsm/about_jsm/news_sellingprice.html
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いつも沢山のメッセージをありがとうございます。

今回掲載以外にも沢山のお声をいただいており、

今後のより良い運営に役立たせていただきますので、

是非、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください!

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

WEBサイトへのご意見・お問い合わせ
support@gstv.jp

皆様の声

スタッフ：お気に入りのジュエリーが使
えなくなってしまうのは、悲しいですよね
…。耳物の商品は、片側のみの金額で
再作製が可能な場合もございます。
ぜひ一度、お客様サービスセンターに
ご相談ください。お待ちしております！

先日購入したピアリングの片側をうっ

かり紛失してしまいました。とても気に

入っていたのに、残念な気持ちでいっ

ぱいです。新たに購入はできるので

しょうか。

スタッフ：このような嬉しいお言葉をいただ
き、スタッフ一同大変励みになります！また
有料（＋300円）にはなりますが、プレゼント
に最適なラッピングボックスもございます。
ぜひ、ご利用ください。お孫様に喜んでいた
だけることを、心よりお祈りしております！

1日の終わりに、ついつい番組を見てしまい

ます。今回の購入品は、孫が高校を卒業

する記念になにかプレゼントを！と以前か

ら探していました。 渡したら喜んでくれる

かな。

スタッフ：いつも番組をご覧いただきましてありがとうございます。ピアリングやチャームは、
両耳につけた状態で、全体のバランスを確認されたいですよね。頂いた貴重なご意見は、今
後の番組制作の参考にさせていただきます。これからのGSTVにどうぞご期待ください！

番組でピアリングを知り、チャームにも興味を持っています。

周りの人からどう見えるのか、着用したイメージを確認したいので、両耳に装着した正面か

らの映像が見たいです。

編集部より 10代で友達と開けたピアス穴。開けた後の処理が
悪く早々に膿んでしまい、泣く泣く塞ぐことに。また
開けたいなあと思いつつもイマイチ勇気が出ず、
「イヤリングもあるし」と長年自分に言い聞かせて
きました。しかし、昨今の耳モノトレンドは大ぶり。
マスク生活も相まって、耳元の存在感あるアイテム

が、本当に、可愛い。ところが私の耳は小さめ。大き
いイヤリングはスルッと落ちてしまう…。ということ
で、最近ようやくまたピアス穴を開けました！大きめ
アイテムをつけたいというのもありますが、青春時
代のやり残しの、やり直し。穴が落ち着いたら何を
買おうかな～と、弊社のジュエリーも物色中です♪

GSTV FAN／ February 2022

商品に関するお問い合わせなど

受付時間｜12時30分～21時

（一般電話・携帯電話　通話料無料）

＊自動応答によるご注文は、24時間受け付けております。
＊自動応答ではご注文いただけない商品がございます。ご了承をお願いいたします。

0120-170-243

ご注文はこちらから

番組ガイド「GSTV FAN」定期購読のお知らせ

お電話でのオーダー

オペレーター受付時間｜8時～26時 （翌2時）

0120-570-243

インターネット

株式会社GSTV

定期購読をご希望の方は
下記のいずれかの方法にてご登録をお願いいたします。

WEBサイトから

お電話から

※1年以内にご購入がない場合には発送を停止させていただくことがございますので、予めご了承をお願いいたします。

Information

「マイページ」 ▶ 「基本ご登録内容の確認・変更」 ▶ 「番組表定期購読」から「定期購読する」を選択

GSTVお客様サービスセンターへご連絡ください。 （右下欄参照）

GSTVお客様サービスセンター

GSTV 検索

＊キャンセルについての詳細は45ページをご覧ください。

今月のCOVER

ID：5040342
PT950 タンザナイト（特優） ダイヤ ペンダントトップ 
TA 11.987ct D 1.12ct    
重量：約１１．８ｇ 縦：約３１．０ｍｍ 横：約２４．５ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ 
バチカン内径：約４．５×３．５ｍｍ
￥998,000-

ID：5040790
PT950 タンザナイト（特優） ダイヤ（リリーダイヤカット） 
リング TA 10.371ct D 0.74ct（LI）    
重量：約１３．２ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 
高さ：約１０．０ｍｍ 基本サイズ：１４号
￥998,000-




