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K18WG H＆Cダイヤモンド （リリーダイヤカット） 
アコヤ真珠 ピアス 
D 約0.04ct（LI） P 約3.5-5.0mm
重量：約１.５ｇ 縦：約８.５ｍｍ 横：約９.５ｍｍ

5014987 ¥30,000-1
PT950 コンクパール レインボーマベパール 
ダイヤ ペンダントブローチ 
CP 1.52ct P 5.0-5.8mm D 1.55ct
重量：約１５.３ｇ 縦：約５７.３ｍｍ 横：約２６.７ｍｍ 高さ：約１０.５ｍｍ 
バチカン内径：約４.５×２.０ｍｍ

5014249 ¥1,280,000-2
PT950 モモサンゴ リング 
COR 約2.00ct 
重量：約５.１ｇ 最大幅：約９ｍｍ 最小幅：約２ｍｍ 高さ：約４.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5030478 ¥49,800-3
PT950 コンクパール ＆ ナチュラルレインボーマベパール 
アレキサンドライト ダイヤ ペンダントブローチ
CP 約1.03ct P 約5.5-6.0㎜ D 約0.84ct D 約0.47ct AL 約0.36ct 
重量：約１２.３ｇ 縦：約４９ｍｍ 横：約２３.０ｍｍ 高さ：約７.８ｍｍ 
バチカン内径：約５.０×２.０ｍｍ

5015850 ¥1,000,000-4

※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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K18WG/GG メレラニミントガーネット ダイヤ ピアリング 
GA 約1.50ct D 約0.70ct
重量：約７.２ｇ 縦：約１５ｍｍ 横：約７.５ｍｍ

8 5022545 ¥168,000-

フレッシュな色合いのメレラニミントガーネットと、定番
のダイヤモンドの両面でお使いいただける大振りの
ピアリング。華やかで上品な雰囲気で、おでかけや
普段の装いにもお楽しみいただけます。

PT950 ホワイトカルセドニー 
H&Cダイヤ ピアス 
D 約0.10ct 
重量：約３.９ｇ 縦：約１８.５ｍｍ 
横：約１５.０ｍｍ

6 5030746 ¥39,800-

『貴婦人』シリーズの中から登場した『白い貴婦人』のコレクション。陶磁器のような真っ白のメノウの肌が荘厳な雰
囲気を醸し出しています。安定感のある白の部分とダイヤモンドのアクセントが、シンプルな美しさの中に気品をた
たえており、身につけるととても見栄えが良いジュエリーです。

PT950 ホワイトカルセドニー 
H&Cダイヤ リング D 約0.17ct 
重量：約８.１ｇ 最大幅：約１５ｍｍ 
最小幅：約３ｍｍ 高さ：約５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

7 5028215 ¥99,800-

PT950 ホワイトカルセドニー 
H&Cダイヤ ペンダントトップ 
D 約0.16ct
重量：約３.７ｇ 縦：約２７ｍｍ 横：約１８.５ｍｍ 
高さ：約８ｍｍ バチカン内径：約３.５×３.０ｍｍ

5 5028214 ¥39,800-
─サンシャインガーデン─

Sunshine Garden

─白の貴婦人─

Lady White

PT950/K18GG マルチカラーストーン ダイヤ 
& イエローダイヤ ペンダントトップ
CB 約0.95ct GA 約0.70ct D 約0.32ct PS 約0.30ct 
AQ 約0.30ct MO 約0.20ct YD 約0.18ct
重量：約５ｇ 縦：約１８.５ｍｍ 横：約２８ｍｍ 
高さ：約７.５ｍｍ バチカン内径：約４.０×１.８ｍｍ

9 5032289 ¥129,000-

10
PT950/K18GG マルチカラーストーン 
ダイヤ ＆ イエローダイヤ リング 
CB 約0.85ct GA 約0.60ct D 約0.34ct PS 約0.27ct 
AQ 約0.25ct MO 約0.20ct YD 約0.16ct
重量：約９.９ｇ 最大幅：約１３ｍｍ 最小幅：約２ｍｍ 高さ：約６ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5032288 ¥199,000-

お庭で受ける眩しい太陽の光を、パロットクリソベ
リルとダイヤモンドから放たれる煌めきで表現し
たのが、この「サンシャインガーデン」。みずみず
しい草花や柑橘系のフルーツのようなフレッシュ
なイメージ、このジュエリーで感じてください。
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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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─ハルモニア─
Harmonia

─トワイライト─
Twilight

12
PT950 ブラウンダイヤモンド 
フェザータッチイヤリング BRD 約0.76ct
重量：約５ｇ 縦：約１４ｍｍ 横：約７.５ｍｍ

5028541 ¥79,800-11
PT950 ダイヤモンド 
フェザータッチイヤリング D 約0.74ct
重量：約５.４ｇ 縦：約１５ｍｍ 横：約８ｍｍ

5028540 ¥118,000-

13
PT950/K18YG 白蝶貝 オニキス 
ダイヤ ペンダントトップ 
D 約0.50ct
重量：約６.０ｇ 縦：約１４.０ｍｍ 横：約２０.５ｍｍ 
高さ：約５.０ｍｍ バチカン内径：約４.０×１.７ｍｍ

5034009 ¥99,800- 14
PT950/K18YG 白蝶貝 オニキス 
ダイヤ リング D 約0.50ct
重量：約７.１ｇ 最大幅：約１３.０ｍｍ 
最小幅：約２.０ｍｍ 高さ：約２.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5034008 ¥99,800-

17
純プラチナ ダイヤモンド 縁起物 カエル ペンダ
ントトップ D 約0.04ct
重量：約２.３ｇ 縦：約１７.０ｍｍ 横：約１４.５ｍｍ 
高さ：約６.０ｍｍ バチカン内径：約４.０×２.０ｍｍ

5033605 ¥24,800-15
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16
純金 ダイヤモンド 縁起物 カエル ペンダント
トップ D 約0.04ct
重量：約１.９ｇ 縦：約１７.０ｍｍ 横：約１４.５ｍｍ 
高さ：約６.０ｍｍ バチカン内径：約４.０×２.０ｍｍ

5033604 ¥39,800-

15
PT950 メキシコオパール ファンシーカラー
サファイア ダイヤ ルビー リング 
OP 約0.20ct SA 約2.10ct D 約0.05ct 
RB 約0.05ct 
重量：約１１.５ｇ 最大幅：約１０.５ｍｍ 最小幅：約２.５ｍｍ 
高さ：約１０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可 

5029319 ¥198,000-

わ
た
し
の
ス
タ
イ
ル
は
、

 

わ
た
し
が
決
め
る
。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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光源により、レディッシュブラウンとイエロー
イッシュグリーンのカラーチェンジが現れる
スフェーンをリングにお仕立てしました。ス
フェーンの特徴でもある虹色ディスパージョ
ンも魅力的。スタイリッシュなイメージで
コーディネートが楽しくなりそうな逸品です。

20
PT950 パキスタン産クロムスフェーン
ダイヤ リング SH 2.238ct D 0.29ct
重量：約８.１ｇ 最大幅：約１３ｍｍ 
最小幅：約２ｍｍ 高さ：約５ｍｍ
基本サイズ：１３号

5030333 ¥238,000-

透明感と優しい色合いが魅力のモザンビー
ク産パライバトルマリン。緻密なミル打ち
作業から生まれたクラシックな装飾の上に
ダイヤモンドを入れ込み、エレガントなリン
グにお仕立てしました。深窓のレディの雰
囲気をたたえたようなジュエリーです。

22
PT950 モザンビーク産パライバトルマリン
H&Cダイヤ リング PRT 1.48ct D 0.65ct 
重量：約１２.３ｇ 最大幅：約１３.５ｍｍ 
最小幅：約３ｍｍ 高さ：約７ｍｍ
基本サイズ：１３号

5031819 ¥498,000-

色鮮やかでテリも合わせ持つ、ピン
キッシュレッドのルビー。シンプル
さとモダンさを兼ね備えた台座に
セッティングしました。装いのちょっと
したアクセント、差し色としても活躍
しそうなリングです。

21
PT950 モザンビーク産非加熱ルビー
ダイヤ リング RB 2.073ct D 0.60ct  
重量：約７.６ｇ 最大幅：約８.０ｍｍ 
最小幅：約２.５ｍｍ 高さ：約６.０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5033822 ¥998,000-

滅多に出ないとされる10ctにもなる血赤サンゴのリング。
プラチナ台にセッティングしたリリー社のホワイトダイヤ
モンドとサンゴの赤とのコンビネーションで、おめでたい
組み合わせと言えるジュエリーです。マダムにぴったり
の迫力あるリングをお楽しみください。

18
PT950 血赤サンゴ H&Cダイヤ 
& ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
COR 約10.00ct D 約1.60ct（LI） D 約0.20ct（LI）
重量：約１３.４ｇ 最大幅：約２２.５ｍｍ 最小幅：約３ｍｍ 高さ：約１０.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5018906 ¥698,000-

近年、高品質なサファイアが産出されたことで、改めて
世界から注目を集めているマダガスカル産サファイア。
ロイヤルブルーの高貴な色合いに似合うよう、ダイヤ
モンドのドレスをまとったようなデザインで、ゴージャス
なリングにお仕立てしました。

19
PT950 マダガスカル産インテンスブルーサファイア 
ダイヤ & H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
SA 5.161ct D 0.98ct D 0.32ct（LI） 
重量：約１０ｇ 最大幅：約１０.８ｍｍ 最小幅：約２ｍｍ 高さ：約８ｍｍ
基本サイズ：１３号

5031245 ¥1,298,000-

Selected Jewelry of  the Month  J anuary Selected Jewelry of  the Month  J anuary

※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。

20

21

22

18

19

光源により、レディッシュブラウンとイエロー
イッシュグリーンのカラーチェンジが現れる
スフェーンをリングにお仕立てしました。ス
フェーンの特徴でもある虹色ディスパージョ
ンも魅力的。スタイリッシュなイメージで
コーディネートが楽しくなりそうな逸品です。

20
PT950 パキスタン産クロムスフェーン
ダイヤ リング SH 2.238ct D 0.29ct
重量：約８.１ｇ 最大幅：約１３ｍｍ 
最小幅：約２ｍｍ 高さ：約５ｍｍ
基本サイズ：１３号

5030333 ¥238,000-

透明感と優しい色合いが魅力のモザンビー
ク産パライバトルマリン。緻密なミル打ち
作業から生まれたクラシックな装飾の上に
ダイヤモンドを入れ込み、エレガントなリン
グにお仕立てしました。深窓のレディの雰
囲気をたたえたようなジュエリーです。

22
PT950 モザンビーク産パライバトルマリン
H&Cダイヤ リング PRT 1.48ct D 0.65ct 
重量：約１２.３ｇ 最大幅：約１３.５ｍｍ 
最小幅：約３ｍｍ 高さ：約７ｍｍ
基本サイズ：１３号

5031819 ¥498,000-

色鮮やかでテリも合わせ持つ、ピン
キッシュレッドのルビー。シンプル
さとモダンさを兼ね備えた台座に
セッティングしました。装いのちょっと
したアクセント、差し色としても活躍
しそうなリングです。

21
PT950 モザンビーク産非加熱ルビー
ダイヤ リング RB 2.073ct D 0.60ct  
重量：約７.６ｇ 最大幅：約８.０ｍｍ 
最小幅：約２.５ｍｍ 高さ：約６.０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5033822 ¥998,000-

滅多に出ないとされる10ctにもなる血赤サンゴのリング。
プラチナ台にセッティングしたリリー社のホワイトダイヤ
モンドとサンゴの赤とのコンビネーションで、おめでたい
組み合わせと言えるジュエリーです。マダムにぴったり
の迫力あるリングをお楽しみください。

18
PT950 血赤サンゴ H&Cダイヤ 
& ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
COR 約10.00ct D 約1.60ct（LI） D 約0.20ct（LI）
重量：約１３.４ｇ 最大幅：約２２.５ｍｍ 最小幅：約３ｍｍ 高さ：約１０.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5018906 ¥698,000-

近年、高品質なサファイアが産出されたことで、改めて
世界から注目を集めているマダガスカル産サファイア。
ロイヤルブルーの高貴な色合いに似合うよう、ダイヤ
モンドのドレスをまとったようなデザインで、ゴージャス
なリングにお仕立てしました。

19
PT950 マダガスカル産インテンスブルーサファイア 
ダイヤ & H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
SA 5.161ct D 0.98ct D 0.32ct（LI） 
重量：約１０ｇ 最大幅：約１０.８ｍｍ 最小幅：約２ｍｍ 高さ：約８ｍｍ
基本サイズ：１３号

5031245 ¥1,298,000-

Selected Jewelry of  the Month  J anuary Selected Jewelry of  the Month  J anuary

※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。8 GSTV GSTV 9



23

25 26

24

27 28

29 30

30
PT950 ロシア産デマントイドガーネット 
ダイヤ リング 
DTG 約0.35ct D 約0.08ct 
重量：約３.２ｇ 最大幅：約５ｍｍ 最小幅：約２ｍｍ 高さ：約３ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5026687 ¥79,800-29
K18GG ナミビア産 デマントイドガーネット 
ダイヤ リング 
DTG 約0.80ct D 約0.22ct
重量：約３.３ｇ 最大幅：約５ｍｍ 最小幅：約１.８ｍｍ 高さ：約４ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5032583 ¥89,800-

28
K18YG マリガーネット & ツァボライト 
& メレラニミントガーネット & デマントイドガーネット 
リング 
GA 約1.13ct TS 約0.52ct 
GA 約0.45ct DTG 約0.45ct
重量：約４.５ｇ 最大幅：約１４.５ｍｍ 最小幅：約１.９ｍｍ 
高さ：約５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5024340 ¥99,800-27
K18YG マリガーネット & デマントイドガーネット
& メレラニミントガーネット & ツァボライト 
ペンダントトップ 
GA 約1.10ct DTG 約0.60ct 
GA 約0.20ct TS 約0.20ct 
重量：約１.９ｇ 縦：約１３.５ｍｍ 横：約１２ｍｍ 高さ：約５ｍｍ
バチカン内径：約３.０×２.５ｍｍ

5024341 ¥79,800-

25
K18YG ロードライトガーネット ブラウンダイヤ 
ペンダントトップ GA 約1.50ct BRD 約0.03ct
重量：約０.９ｇ 縦：約１１ｍｍ 横：約６ｍｍ 高さ：約５.５ｍｍ 
バチカン内径：約４.０×１.９ｍｍ

5013524 ¥23,800- 26
K18YG ロードライトガーネット リング 
GA 約3.70ct 
重量：約６.８ｇ 最大幅：約８ｍｍ 最小幅：約２.５ｍｍ 
高さ：約５.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5014569 ¥108,000-

23
K18PG ローズロードライトガーネット 
ダイヤ チャーム 
GA 約2.00ct D 約0.02ct
重量：約１.４ｇ 縦：約１５ｍｍ 横：約６.０ｍｍ 
丸環内径：約５.０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5016275 ¥28,800- 24
K18YG ロードライトガーネット ピアス 
GA 約2.00ct
重量：約１.５ｇ 縦：約９.５ｍｍ 横：約９.５ｍｍ
イヤリング：５０２１０８２ （+８,０００円）

5021081 ¥29,800-

Garnet
The Birthstone of January

― 1月の誕生石 ガーネット ― 

ガーネットの石言葉は「貞操」「真実」「友愛」「忠実」。

その魅力は、カラーバリエーション豊富なこと。

色や輝き、あなたのお好みで選べる嬉しい宝石です。

誕生石をメインに、その他にも希少石についても熱く語ります！誕生石をメインに、その他にも希少石についても熱く語ります！

新連載スタート！

P24に掲載！

※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 ロシア産デマントイドガーネット 
ダイヤ リング 
DTG 約0.35ct D 約0.08ct 
重量：約３.２ｇ 最大幅：約５ｍｍ 最小幅：約２ｍｍ 高さ：約３ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5026687 ¥79,800-29
K18GG ナミビア産 デマントイドガーネット 
ダイヤ リング 
DTG 約0.80ct D 約0.22ct
重量：約３.３ｇ 最大幅：約５ｍｍ 最小幅：約１.８ｍｍ 高さ：約４ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5032583 ¥89,800-

28
K18YG マリガーネット & ツァボライト 
& メレラニミントガーネット & デマントイドガーネット 
リング 
GA 約1.13ct TS 約0.52ct 
GA 約0.45ct DTG 約0.45ct
重量：約４.５ｇ 最大幅：約１４.５ｍｍ 最小幅：約１.９ｍｍ 
高さ：約５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5024340 ¥99,800-27
K18YG マリガーネット & デマントイドガーネット
& メレラニミントガーネット & ツァボライト 
ペンダントトップ 
GA 約1.10ct DTG 約0.60ct 
GA 約0.20ct TS 約0.20ct 
重量：約１.９ｇ 縦：約１３.５ｍｍ 横：約１２ｍｍ 高さ：約５ｍｍ
バチカン内径：約３.０×２.５ｍｍ

5024341 ¥79,800-

25
K18YG ロードライトガーネット ブラウンダイヤ 
ペンダントトップ GA 約1.50ct BRD 約0.03ct
重量：約０.９ｇ 縦：約１１ｍｍ 横：約６ｍｍ 高さ：約５.５ｍｍ 
バチカン内径：約４.０×１.９ｍｍ

5013524 ¥23,800- 26
K18YG ロードライトガーネット リング 
GA 約3.70ct 
重量：約６.８ｇ 最大幅：約８ｍｍ 最小幅：約２.５ｍｍ 
高さ：約５.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5014569 ¥108,000-

23
K18PG ローズロードライトガーネット 
ダイヤ チャーム 
GA 約2.00ct D 約0.02ct
重量：約１.４ｇ 縦：約１５ｍｍ 横：約６.０ｍｍ 
丸環内径：約５.０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5016275 ¥28,800- 24
K18YG ロードライトガーネット ピアス 
GA 約2.00ct
重量：約１.５ｇ 縦：約９.５ｍｍ 横：約９.５ｍｍ
イヤリング：５０２１０８２ （+８,０００円）

5021081 ¥29,800-

Garnet
The Birthstone of January

― 1月の誕生石 ガーネット ― 

ガーネットの石言葉は「貞操」「真実」「友愛」「忠実」。

その魅力は、カラーバリエーション豊富なこと。

色や輝き、あなたのお好みで選べる嬉しい宝石です。

誕生石をメインに、その他にも希少石についても熱く語ります！誕生石をメインに、その他にも希少石についても熱く語ります！

新連載スタート！

P24に掲載！

※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。10 GSTV GSTV 11



31

32

5037342
K18YG/PT900 メノウカメオ ダイヤ 
ペンダントブローチ 
カメオ 約50×33mm D 約0.06ct 専用額付
重量：約２５.０ｇ 縦：約６３.０ｍｍ 横：約３６.０ｍｍ
高さ：約７.５ｍｍ バチカン内径：約８.０×３.０ｍｍ
￥888,000-

33

5037340
SV メノウカメオ ピンブローチ 
カメオ 約18×13mm
重量：約６.１ｇ 縦：約２９.０ｍｍ 横：約２１.０ｍｍ
高さ：約３.０ｍｍ
￥99,800-

34
5037341
SV メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約18×13mm
重量：約４.８ｇ 縦：約３８.０ｍｍ 横：約２１.０ｍｍ
高さ：約３.０ｍｍ バチカン内径：約５.５×３.０ｍｍ
￥99,800-

35

K18WG/YG アメシスト ダイヤ ブラウンダイヤ ペンダントトップ
AM 約7.00ct D 約0.10ct BRD 約0.02ct 
重量：約２.１ｇ 縦：約２４.５ｍｍ 横：約１１ｍｍ 高さ：約８.５ｍｍ 
バチカン内径：約４.５×２.５ｍｍ

31 5011728 ¥99,800-

コロンとした丸みがなんとも愛らしいクマモチーフペン
ダントトップ。ダイヤモンドのネックレスでおめかしした
クマさんを、お出かけのお供に連れていってあげてくだ
さい。

Matthias Postlerマティアス・ポストラー

1969年　ハインツ氏の息子として生まれる
1986年　ポストラー工房で3年間宝石彫刻の職業訓練を受ける
1995年　マイスター試験合格
1996年　年間最優秀マイスターとして表彰される
2016年　ポストラー工房の当主として、様 な々作品制作に取り組む

K18YG ルチルクォーツ アイスイエローダイヤ リング 
QU 約18.00ct IYD 約0.01ct
重量：約９.７ｇ 最大幅：約１７ｍｍ 最小幅：約２.５ｍｍ 高さ：約１５.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

32 5013839 ¥238,000-

ぽっちゃりとしたおなかがキュートなルチルクォーツの
クマのリング。クマさんがカーニバルで天使に仮装した
姿をイメージした作品です。首元にはダイヤモンドの
ネックレスでおめかししてオシャレなクマさん！

33
『友だち』

34
『跳ね馬』

35
『跳ね馬』

─ マティアス・ポストラー作 ─

※商品画像は原寸です。

Gerhard Schmidt

ゲルハルド・シュミット原型

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

現在もなお芸術家として活動中。
オリジナルの芸術作品を
製作しています。

Selected Jewelry of  the Month  J anuary

※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
イーダーオーバーシュタイン

31

32

5037342
K18YG/PT900 メノウカメオ ダイヤ 
ペンダントブローチ 
カメオ 約50×33mm D 約0.06ct 専用額付
重量：約２５.０ｇ 縦：約６３.０ｍｍ 横：約３６.０ｍｍ
高さ：約７.５ｍｍ バチカン内径：約８.０×３.０ｍｍ
￥888,000-

33

5037340
SV メノウカメオ ピンブローチ 
カメオ 約18×13mm
重量：約６.１ｇ 縦：約２９.０ｍｍ 横：約２１.０ｍｍ
高さ：約３.０ｍｍ
￥99,800-

34
5037341
SV メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約18×13mm
重量：約４.８ｇ 縦：約３８.０ｍｍ 横：約２１.０ｍｍ
高さ：約３.０ｍｍ バチカン内径：約５.５×３.０ｍｍ
￥99,800-

35

K18WG/YG アメシスト ダイヤ ブラウンダイヤ ペンダントトップ
AM 約7.00ct D 約0.10ct BRD 約0.02ct 
重量：約２.１ｇ 縦：約２４.５ｍｍ 横：約１１ｍｍ 高さ：約８.５ｍｍ 
バチカン内径：約４.５×２.５ｍｍ

31 5011728 ¥99,800-

コロンとした丸みがなんとも愛らしいクマモチーフペン
ダントトップ。ダイヤモンドのネックレスでおめかしした
クマさんを、お出かけのお供に連れていってあげてくだ
さい。

Matthias Postlerマティアス・ポストラー

1969年　ハインツ氏の息子として生まれる
1986年　ポストラー工房で3年間宝石彫刻の職業訓練を受ける
1995年　マイスター試験合格
1996年　年間最優秀マイスターとして表彰される
2016年　ポストラー工房の当主として、様 な々作品制作に取り組む

K18YG ルチルクォーツ アイスイエローダイヤ リング 
QU 約18.00ct IYD 約0.01ct
重量：約９.７ｇ 最大幅：約１７ｍｍ 最小幅：約２.５ｍｍ 高さ：約１５.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

32 5013839 ¥238,000-

ぽっちゃりとしたおなかがキュートなルチルクォーツの
クマのリング。クマさんがカーニバルで天使に仮装した
姿をイメージした作品です。首元にはダイヤモンドの
ネックレスでおめかししてオシャレなクマさん！

33
『友だち』

34
『跳ね馬』

35
『跳ね馬』

─ マティアス・ポストラー作 ─

※商品画像は原寸です。

Gerhard Schmidt

ゲルハルド・シュミット原型

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

現在もなお芸術家として活動中。
オリジナルの芸術作品を
製作しています。

Selected Jewelry of  the Month  J anuary

※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
イーダーオーバーシュタイン
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ちょっぴり雰囲気の良いお店でのディナーなら
いつもの装いに柔らかい輝きの白蝶貝をプラスしてみて。

やわらかフォルムの白蝶貝でやわらかフォルムの白蝶貝で

しっとり上品なしっとり上品な
レディースタイルレディースタイル

39

38

37

36

1
January Coordinate

36
K18YG 南洋白蝶真珠 ブラウンダイヤ 白蝶貝 
ペンダントブローチ 
P 約10.0mm BRD 約1.00ct
重量：約１６.１ｇ 縦：約３５ｍｍ 横：約４３ｍｍ 高さ：約２０ｍｍ
バチカン内径：約７.０×２.０ｍｍ

5016550 ¥230,000-

コサージュ見えの宝石ブローチ
見事にカービングされた白蝶貝にブラウン
ダイヤモンドを透け感デザインでセッティング。
上品で優しく美しいブローチです。

Brooch

37
K18YG 白蝶貝 ピアス 
重量：約４.９ｇ 縦：約１４ｍｍ 横：約４.５ｍｍ

5009283 ¥74,800-

定番デザインを白蝶貝で
程よいボリューム感の定番フープピアスも、白蝶
貝でおつくりすると上品見え！さりげないまろ
やかな輝きがお顔まわりを優しく演出します。

Pierce

38
K18YG ダイヤモンド 白蝶貝 リング 
D 約0.08ct
重量：約８.２ｇ 最大幅：約１８.５ｍｍ 最小幅：約２ｍｍ 高さ：約７.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5004361 ¥128,000-

指元で咲き誇る
迫力の2本差しリングも、白蝶貝のお花モチーフ
でデザインすると可憐なイメージに。花びらの
立体感にこだわっておつくりしました。

Ring

39
K18YG ブラウンダイヤモンド ピンキーリング 
BRD 約0.07ct
重量：約２.３ｇ 最大幅：約１１ｍｍ 最小幅：約２ｍｍ 高さ：約２.５ｍｍ
対応サイズ：１～８号

5028681 ¥36,800-

はずしテクニックで上級コーデ
あえて１本だけ白蝶貝を使わないピンキー
リングを合わせると、はずしテクニックで
オシャレ上級者！サークルモチーフが程よい
ボリュームのリングです。

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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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11月に募集した「～他人には理解してもらえない～
私だけの楽しみ」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！！
11月に
募集した

ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！

1月の

お題 大募集！

～他人には理解してもらえない～～他人には理解してもらえない～

私だけの楽しみ私だけの楽しみ

GSTV出演者の
　　オモシロあだ名を大募集します！

第1回

大賞

第2回

大賞

PN. YOSHIKI大好き♥63歳さん

仕事帰りに少し高額のアイスクリームを
家に着くまで車の中で食べること。

PN. ちぃ姉さん

プラチナマンが登場し最初に椅子に座るとき、
椅子の高さを調整する姿が可愛い。

PN. ポンひめさん

モデルさんの顔が出る前に、
そのモデルさんを当てること。

PN. わが家の猫にジュエリーは遊び道具さん保坂建二さん → 富士眉毛書く太郎前回大賞例）

PN. ピンポンマムさん菊地康雄さん → イタリア焼きのタヌキ前回大賞

GSTV的ニックネーム（あだ名）GSTV的ニックネーム（あだ名）
～セカンドシーズン～～セカンドシーズン～

PN. わが家の猫にジュエリーは遊び道具さん

辻さんと齋藤さんのワンパターンな
オープニングのやり取り。

※○○に似ているでもOKとします！

GSTV FAN／ January 2021

目黒佐枝 ─ Sae Meguro

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1級／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

─ クレオパトラ ─

イッツア目黒ワールド

it’s a MEGURO world

─ 第 25回 ─

　2021年の今年は、過去の映画やドラマなどに
出てくる印象的なジュエリーを見つけながら、時
代背景に関連する衣装のトレンドとジュエリーの
デザインの関わりや意味について、考察していき
たいと思います。

　1960年代のハリウッド映画、エリザベス・テイ
ラー演じる『クレオパトラ』をご覧になったことが
おありの方もいらっしゃると思います。
この映画の見どころは、豪華な衣装やジュエ
リーの数々を堪能できることでしょうか。世界三
大美女として名を残したクレオパトラ7世の人生
を描いていますから、歴史上の人物の装いを、エ
ジプトからローマにかけて映画でどう表現した
のかが興味深いですね。
　今回の注目は衣装とジュエリーの二つです。一
つは、ローマの女性達が着ているドレープのきい
たハイウェストスタイルに合わせたドロップ型の
パールジュエリー。二つ目は、ゴールドを主体とし
た蛇モチーフで、クレオパトラは大胆なジュエ
リーによって威厳を出し、美しさを際立たせてい
ます。大きく下がったドロップ型天然パールは羨
ましいほど素敵！ペルシャ湾や紅海、インド洋、
マナール湾で採られたパールは地中海貿易に
よってローマにもたらされていたのでしょう。
　古代から現代まで、蛇をかたどったジュエリー
がエジプトからシチリア島をはじめとして地中海
世界で好まれたのは、謎の多い生態、毒を持つ、

手足に頼らない素早い動きが可能ということから
「神秘」「パワー」「聡明」という解釈がなされ
ているそうです。
　そして天然パールの希少性について。当時
から今も天然真珠を持てることは特別なこと
です。その証拠に、2018年ジュネーブで行わ
れたオークションに、アングレーム公爵夫人*
を経た天然真珠のジュエリーが出ました。落
札額は大きなダイヤのブローチが約2億3千万
のところ、ドロップ型パールのブローチは、約
41億円で落札されました。いつの時代も天然
パールは注目なのですね。
＊アングレーム公爵夫人：マリーアントワネットの娘マリーテレーズ。唯一生
き延びることが出来た。革命当初に、アントワネットは一部のジュエリーをベ
ルギーに住んでいたアントワネットの姉に送った。それを後に娘が所有。晩
年、親類のパルマブルボン家に譲渡。2018年、パルマ家からアントワネットが
所有したジュエリーとしてオークションに出された。

※画像はイメージです。

映画の中のジュエリー Vol.1

映画：クレオパトラ（Cleopatra）　公開：1963年11月
監督：ジョーゼフ・L・マンキーウィッツ　主演：エリザベス・テイラー

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

GSTV FAN／ January 2021
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眠っているジュエリーを
JSMに出品しよう！

今これが
出品どき！
SOLD OUTやラストチャンスになったジュエリーや
人気のあのアイテムを探している人がいます！ 

＊出品には条件があります。また、必ずしもお取引が成立するとは限りません。

今これが出品どき！アイテムは他にも！
詳しくはこちら。 

QRコードで簡単アクセス！

https://www.gstv.jp/jsm/about_jsm
　　　　　　　/jsm_besttime_sell.html

JSMで人気の
カテゴリー

ピアリング

デザイナーズ
ジュエリー

馬蹄
モチーフ

WinterWinter

GSTV プチコレクション 検索

https://gstvfan.jp/coordinate/new-trend/2020winter

冬の装いにぴったりのアイテムをご紹介しております。 

GSTVプチコレクション GSTVFAN.j
pで

  大好評！

今すぐコーディネートに取り入れたいジュエリーが¥20,000から！
モチーフジュエリーから普段使いのアイテムまで

GSTV FAN／ January 2021

　今月は言わずと知れたガーネット！「ガーネット」されど「ガーネット」
大変に奥の深い、タンザナイトの鉱床くらい奥が深い宝石です。宝石業界ではうらやまし
がられる誕生石ですね。奥が深すぎるのでざっくりよく二つのグループに分けられます。

　これ以外にもいろいろな成分を含んだガーネットがあり、桃井ザクロ石や森本
ザクロ石など日本の研究者の名前が付いたものもあります。総じて屈折率も
高く、種類によっては屈折計でも測れない屈折レッドゾーンの宝石でもあります！

　そんなガーネットで今回、とんでもないレアガーネットがGSTVで登場して
います。それが、「アントヒルガーネット」！！
「アントヒル」は蟻塚の意味でして、地中から蟻さんが「あ～硬くて食べられな
いし、じゃまだな～」って地上に運んできて、よく蟻塚の周りに落ちているの
でそう呼ばれているとか。蟻さんが運べるぐらいだからほとんどが小粒とも
言われています。しかもそれが、今では珍しいパイロープガーネットだって
言いますから蟻さん、ナイスなんです。しかもクロムを含む場合があって、
その名（pyro「炎」の意）の通りの燃える赤をお楽しみいただけます。

今月から始まりました「宝石王子®大松彰の宝石ミニ図鑑」。
その月の誕生石をメインに、色々こじつけて希少石もご紹介いたしますので、
時間がありましたらぜひご一読ください！

今月から始まりました「宝石王子®大松彰の宝石ミニ図鑑」。
その月の誕生石をメインに、色々こじつけて希少石もご紹介いたしますので、
時間がありましたらぜひご一読ください！

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。

アントヒル
ジュエリーでみるアント
ヒルは筆者も初めて。
う、美しい。

マリガーネット
宝石界のなかでも随一の
かがやき（注：個人的な
感想です。）

レインボー
日本が誇る希少ガーネット。奈良県天川村の
レインボーガーネット。アンドラダイトに属する。

デマントイド
珍しいイタリア産のデマントイドガーネット。
白いのはホーステール。王子所蔵。

ガーネット原石（赤）
典型的なガーネットの原石。　　　　　　
「ザクロ石」の所以の形。王子所蔵

ウバロバイト
クロム起因のガーネット。なかなか結晶化
しないので宝石になりにくい。

リューコ
無色に近い透明なガーネット。無色
になればなるほど価値が高い。　　
グロッシュラーガーネットに属する。

＊本記事の作成には宝石の匠 五十嵐さんにもご協力いただきました。ありがとうございました！

ほとんどの色があり、さらに煌めくガーネット。好みのガーネットを探すのも宝石道の一つです！

（原石）

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

パイラルスパイト

パイロープ、アルマンダイト、スペッサータイト

ウグランダイト

ウバロバイト、グロッシュラー、アンドラダイト

GSTV FAN／ January 2021
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〒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

0120-570-423
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日

GSTV横浜元町ショールームは、横浜元町ショッピング
ストリートにございます。中華街もすぐ目の前ですので
お食事・お買い物・観光の際にもお立寄りいただきやす
い場所にございます。

ショールームでは毎月店内イベント等を行っており、
お客様に大変お喜びいただいております。イベント
リクエスト等もお聞かせください。イベント情報は
TVやWebサイトにてご案内しておりますのでご覧く
ださい。

「誠実で明るく楽しいお店」をモットーに、それぞれ個性
のあるメンバーでお客様のご要望・商品リクエスト・
修理、またスタッフとしてデザイナーも在籍しており
ますのでオーダージュエリー等のご相談にも対応し
ております。

お近く迄お越しの際は、是非お気軽にお立寄りいただき
GSTVの世界観をお楽しみください。

スタッフ一同お客様のご来店を心よりお待ち申し上げ
ております。

ダイヤモンドの美しさに魅せられジュエリー業界30年以上。
お客様とのふれあいをモットーに信用・信頼を第一にご案内致します。
修理、クリーニング、宝石に関するご相談、GSTVへのご要望、商品の
ご案内等ご提案させていただきます。

左から） 萱沼、串田

左から） 佐々木、横内、岩崎

「誠実で明るく楽しいお店」がモットー

店長：大河原 幸一（おおかわら こういち）

元町や中華街での観光も楽しめる

https://twitter.com/gstv_jp

GSTVのイベント情報やバズりそうなジュエリーも紹介中！

チャンネル登録
お願いします！

フォロー
＆

登録して
ね♪フォロー
＆

登録して
ね♪

GSTVのジュエリーをピックアップして紹介中！

ジュエリー情報通は
要チェック！

宝石の知識やコーディネート提案など話題の動画を配信しています！

GSTVが

本気で取組
む

YouTube!

動画コンテンツ続々配信中！

@GSTV_ jp

GSTV

GSTV
最新情報を
チェック！

GSTV SNS紹介公式GSTV SNS紹介公式
今や身近なコミュニケーションツールとして欠かせないSNS。

GSTVの公式SNSでも様々な情報やコンテンツを発信しています！
フォロー＆登録お待ちしております♪

今や身近なコミュニケーションツールとして欠かせないSNS。
GSTVの公式SNSでも様々な情報やコンテンツを発信しています！

フォロー＆登録お待ちしております♪

https://www.instagram.com/gstv_official/

https://
www.youtube.com
/c/GSTVofficial

ID： @gstv_official

GSTVofficial

Twitter Facebook

横浜元町ショールーム横浜元町ショールーム ジュエリー
写真が
たくさん！

www.facebook.com/gstv.jp

オススメ商品や
セール&イベント

情報も！

フォロー&いいね
お願いします！

GSTV FAN／ January 2021 GSTV FAN／ January 2021
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GSTV横浜元町ショールームは、横浜元町ショッピング
ストリートにございます。中華街もすぐ目の前ですので
お食事・お買い物・観光の際にもお立寄りいただきやす
い場所にございます。

ショールームでは毎月店内イベント等を行っており、
お客様に大変お喜びいただいております。イベント
リクエスト等もお聞かせください。イベント情報は
TVやWebサイトにてご案内しておりますのでご覧く
ださい。

「誠実で明るく楽しいお店」をモットーに、それぞれ個性
のあるメンバーでお客様のご要望・商品リクエスト・
修理、またスタッフとしてデザイナーも在籍しており
ますのでオーダージュエリー等のご相談にも対応し
ております。

お近く迄お越しの際は、是非お気軽にお立寄りいただき
GSTVの世界観をお楽しみください。

スタッフ一同お客様のご来店を心よりお待ち申し上げ
ております。

ダイヤモンドの美しさに魅せられジュエリー業界30年以上。
お客様とのふれあいをモットーに信用・信頼を第一にご案内致します。
修理、クリーニング、宝石に関するご相談、GSTVへのご要望、商品の
ご案内等ご提案させていただきます。

左から） 萱沼、串田

左から） 佐々木、横内、岩崎

「誠実で明るく楽しいお店」がモットー

店長：大河原 幸一（おおかわら こういち）

元町や中華街での観光も楽しめる

https://twitter.com/gstv_jp

GSTVのイベント情報やバズりそうなジュエリーも紹介中！

チャンネル登録
お願いします！

フォロー
＆

登録して
ね♪フォロー
＆

登録して
ね♪

GSTVのジュエリーをピックアップして紹介中！

ジュエリー情報通は
要チェック！

宝石の知識やコーディネート提案など話題の動画を配信しています！

GSTVが

本気で取組
む

YouTube!

動画コンテンツ続々配信中！

@GSTV_ jp

GSTV

GSTV
最新情報を
チェック！

GSTV SNS紹介公式GSTV SNS紹介公式
今や身近なコミュニケーションツールとして欠かせないSNS。

GSTVの公式SNSでも様々な情報やコンテンツを発信しています！
フォロー＆登録お待ちしております♪

今や身近なコミュニケーションツールとして欠かせないSNS。
GSTVの公式SNSでも様々な情報やコンテンツを発信しています！

フォロー＆登録お待ちしております♪

https://www.instagram.com/gstv_official/

https://
www.youtube.com
/c/GSTVofficial

ID： @gstv_official

GSTVofficial

Twitter Facebook

横浜元町ショールーム横浜元町ショールーム ジュエリー
写真が
たくさん！

www.facebook.com/gstv.jp

オススメ商品や
セール&イベント

情報も！

フォロー&いいね
お願いします！
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slide chain

bracelet

pierring

metal fittings

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。

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。

本体を耳たぶより広めに開く。

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。

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。

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

1

2

2

3

1 2 3

1 2 3

1 2 33 4

ブレスレット
バディ

スライドチェーンの長さの変え方

ピアリングの付け方

クラスプ金具 ～ビーンズ型の外し方～

クラスプ金具 ～差し込み型の外し方～

ブレスレットバディによるブレスレットの付け方

！

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

ご利用ガイド
アイテム別使い方が

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

エンドパーツスライドパーツ

「スライドアジャスター」
このパーツがあると長さが自由に調節できます。

ほとんどのチェーンは
ここに刻印が入っています。

マルカン

プレート

引き輪

飽きの来ないデザイン

キヘイチェーン

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

エレガントにきまる

ベネチアンチェーン

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

アズキチェーン

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

かわいいフォルム

カットボールチェーン

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

華やかさをプラス

スクリューチェーン

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

きちんと上品に

オメガネックレス

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

スタイリッシュに

テーパーチェーン

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

カジュアルにも

GSTVの
WEBサイトから
チェーンを検索!

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

チェーンの各部位の名称GSTV
で買える！
GSTV
で買える！

ジュエリー
まめちしき
ジュエリー
まめちしき

GSTV chain necklace guide GSTV chain necklace guide

おしえて！

「ファンシーカット」って何？Q

　ダイアモンドの形として多くの方が思い浮かべるカット

は、テーブル面の方向から見て外観が丸形の57～58面体

カットの「ラウンドブリリアントカット」が一般的です。

「ファンシーカット」とはそれ以外のシェイプやカッティン

グスタイルのことを指し示します。有名なカットとしては

「オーバルカット」や「ペアシェイプカット」、「マーキースカッ

ト」、「ハートシェイプカット」、「プリンセスカット」、「エメラ

ルドカット」などです。

　外観が丸形でもカッティングスタイルがブリリアント

カットではない場合も「ファンシーカット」に分類されます。

OVAL MARQUISE HEART

SQUARE CUSHIONPEAR-SHAPED

これらのカットも
全部「ファンシーカット」に類します。
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編集部より 明けましておめでとうございます。
世の中はコロナのせいで、まだまだストレスが続い
ていますが、年末にかけては某アニメ映画が空前の
盛り上がりを見せたり、ワクチン承認間近の知らせ
などもありで、少しは明るい話題もありましたね。
私たち編集部も「せっかくのニューイヤー、明るく

ハッピーに！！」というコンセプトのもとに、表紙を
飾ったのがカラフルなジュエリーたち。ちょっと欲
張った感じですけど、たくさんの色のキレイな宝石
に囲まれ、ハッピーな気持ちになっていただけれ
ば、と。この想いが皆様に届きますように。
今年もよろしくお願いします。

January 2021

スタッフ：ジュエリーで元気が出てきたというお話、
私たちも大変嬉しいです！宝石には昔から不思議な
力があると信じられています。残念ながら科学的
根拠はありませんが、宝石の美しさが、古代の人た
ちから変わらず、そう思わせるのでしょうね！
これからもお客様に寄り添い、元気を与えられる商品
をたくさんご紹介していきたいと思います！

最近、体調不良だったのですが、注文したリングが
届き、見ているだけで癒されて少し元気が出てきま
した。ジュエリーは美しいだけでなく、いろいろな
パワーがあるのだな、と感じました。

スタッフ：GSTVではほとんどの商品
がご注文をお受けしてから作成するた
め、お日にちをいただく場合が多いので
すが、もっと手軽にジュエリーを楽しめ
るよう「即納品」のご紹介も増やしてい
ます。今後もジュエリーをお手に取っ
た時の感動をすぐにお届けできるよう、
短納期の商品のご紹介にも力を入れ
ていきます。ご期待ください！

最近オンエアーで即納品が増えて
嬉しい反面、欲しいアイテムも増えて
しまいました。3日以内の配送も
ラッキーですね！

スタッフ：GSTVをご覧いただき誠にありがとうございます！
現在、商品のリクエストはお客様サービスセンターにて承って
おります。特定の商品でなくても地金や石など、紹介して
ほしいジュエリーのリクエストや、お客様の利便性向上に
つながるリクエストなども、ぜひお寄せください。
お客様のご要望にお応えできるよう努めてまいります！

SOLD OUTしてしまった商品のリクエスト用ページを
作ってほしい！最近GSTVを知りすっかりハマっています。
ずっと張り付いて観ていることができないので知らぬ間
に紹介されていて、知らぬ間にSOLD OUTになっていた
経験も・・・。リクエスト用のページに登録すると再入荷
やキャンセルが出た際にメールで連絡をいただけるような
システムをぜひ作ってください。

スタッフ：WEBサイトでは、すでに電話注文
の際に登録されている電話番号での新規会員
登録ができません。お手数ですがお客様サー
ビスセンターにお問い合わせください。WEB
での利用登録やお客様ID統合についてご案内
をさせていただきます。ご不明な点がございま
したら、お気軽にお客様サービスセンターへ
お問い合わせください。

WEB登録をしようとすると、電話番号で登録
されていますと表示され、登録ができません。
どうしたらWEBで登録ができますか。

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

GSTV FAN／ Information

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

番組表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

GSTV番組表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

今月のCOVER

GSTV 検索

＊キャンセルの受付については12時30分～23時59分となります。
＊キャンセルについての詳細は39ページをご覧ください。

1：5009793
K18YG モザンビーク産パライバトルマリン ダイヤ リング
PRT 約1.35ct D 約0.11ct
重量：約３.３ｇ 最大幅：約８ｍｍ 最小幅：約２ｍｍ 高さ：約２.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号　￥148,000-

2：5031955
K18YG アメシスト ネオンカラーアパタイト リング 
AM 約1.35ct APA 約0.90ct
重量：約３.４ｇ 最大幅：約７.０ｍｍ 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　￥49,800-

3：5014739
K18YG タンザナイト ピンクトルマリン ペリドット アクアマリン リング 
TA 約0.20ct T 約0.18ct PE 約0.15ct AQ 約0.11ct
重量：約３.４ｇ 最大幅：約１０ｍｍ 最小幅：約２ｍｍ 高さ：約３.５ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号　￥77,000-

4：5028599
K18YG ルビー リング RB 約0.80ct
重量：約２.２ｇ 最大幅：約２.５ｍｍ 最小幅：約１.９ｍｍ 高さ：約３.５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可　￥44,800-

5：5011948
K18YG ピンクトルマリン リング T 約0.75ct
重量：約３.５ｇ 最大幅：約４.５ｍｍ 最小幅：約１.８ｍｍ 高さ：約４ｍｍ
対応サイズ：８～２０号　￥56,800-

1

2

3
4

5
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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

生放送

http://www.gstv.jp

8：00～26：00（翌 2：00）

WEBでも同時放送！

宝石専門チャンネルGSTV 番組ガイド ： 2021年1月号

1
January 2021


