宝石専門チャンネルGSTV 番組ガイド：2022年1月号

1

January 2022

生放送 8：00〜26：00（翌 2：00）
株式会社 GSTV

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

WEBでも同時放送！
http://www.gstv.jp

花 ほ こ ろ ぶ
心 弾 み 、気 持 ちも 外 へ 。
肌 寒 い 季 節 の 中 でも
ほっこりと咲 く花 のような、
彩りジュ エリー を 厳 選しました 。
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3 5039914

1 5038587

¥138,000-

2 5038588

¥158,000-

K18YG 南洋白蝶真珠 ダイヤ エメラルド ルビー 白蝶貝
ロマンティックフラワー リング
P 約11.0mm D 約0.20ct EM 約0.15ct RB 約0.06ct

K18YG 南洋白蝶真珠 ダイヤ エメラルド ルビー 白蝶貝
ロマンティックフラワー ペンダントブローチ
P 約11.0mm D 約0.17ct EM 約0.15ct RB 約0.07ct

重量：約９．３ｇ 最大幅：約２９．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約１２．５ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

重量：約１２．２ｇ 縦：約４５．０ｍｍ 横：約３２．５ｍｍ 高さ：約１３．５ｍｍ

※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。

¥138,000-

4 5039913

¥198,000-

K18YG/PT950 アコヤ真珠 マルチカラーストーン ダイヤ
パールガーデン リング P 約6.0-8.0mm MO 約0.35ct
TS 約0.30ct PS 約0.30ct TA 約0.30ct CB 約0.27ct
RB 約0.15ct SA 約0.15ct D 約0.13ct

K18YG/PT950 アコヤ真珠 マルチカラーストーン ダイヤ
パールガーデン ペンダントブローチ P 約5.0-7.0mm
PS 約0.78ct SA 約0.57ct CB 約0.55ct TS 約0.55ct
MO 約0.55ct D 約0.35ct TA 約0.20ct RB 約0.15ct

重量：約５．５ｇ 最大幅：約１８．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約８．５ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

重量：約９．２ｇ 縦：約２８．０ｍｍ 横：約４３．５ｍｍ 高さ：約１２．５ｍｍ
バチカン内径：約４．５×２．５ｍｍ

5 5039915

6 5039916

¥99,800-

¥74,800-

K18YG/PT950 アコヤ真珠 マルチカラーストーン ダイヤ
パールガーデン ペンダントトップ P 約6.0-8.0mm
MO 約0.35ct TS 約0.30ct CB 約0.27ct TA 約0.27ct
PS 約0.26ct SA 約0.14ct RB 約0.13ct D 約0.10ct

K18YG アコヤ真珠 マルチカラーストーン ダイヤ
パールガーデン チャーム P 約7.0mm RB 約0.30ct
SA 約0.30ct CB 約0.26ct TS 約0.20ct
MO 約0.16ct D 約0.02ct

重量：約３．８ｇ 縦：約２２．０ｍｍ 横：約１７．５ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
バチカン内径：約９．０×１．７ｍｍ

重量：約２．９ｇ 縦：約２３．０ｍｍ 横：約９．５ｍｍ 丸環内径：約４．５×５．５ｍｍ
※ピアリングやピアス等に取り付けてお楽しみください。

※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。

Diamond Shower
─ ダイヤモンドシャワー ─

7

5041238

¥238,000-

PT950 ダイヤモンド ペンダントトップ D 約1.80ct
重量：約５．
４ｇ 縦：約２９．
５ｍｍ 横：約１６．
５ｍｍ 高さ：約４．
５ｍｍ
バチカン内径：約５．
０×１．
７ｍｍ

Shower of Light

7

─ 光 のシャワー ─

「ダイヤモンドシャワー 」
ダイヤモンドの光がシャワーのように瞬く姿を
表現したデザイン。規則正しく配置したダイヤ
モンドからランダムな配置へと広がりを持た
せ、モダンでスタイリッシュな印象を織りなし
ています。

8

5012091

Elegant Black

─ エレガントブラック─

11

¥119,000-

K18WG ダイヤモンド ピアス D 約0.80ct
重量：約３．５ｇ 縦：約３４．５ｍｍ 横：約９．０ｍｍ
イヤリング：５０１２０９２（＋８０００円）

8

「光のシャワー」
光のシャワーをイメージしてお仕立てしたピア
ス。流れるようなラインから、お顔の横に沿って
光がまっすぐ降り注ぐ様子が魅惑的。長さを出
したデザインで、揺れ感もお楽しみください。

9

5041245

¥598,000-

PT950 クリスカットダイヤモンド &
H&Cダイヤ
（リリーダイヤカット）リング
D 約0.50ct（LI）D 約1.20ct（LI）

12

重量：約７．
１ｇ 最大幅：約１７．
０ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ
高さ：約６．
０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号

「ファウンテン」
泉（ファウンテン）
から着想を得たジュエリー。湧
き上がる泉をダイヤモンドで表現しました。中心
のクリスカットのきらめきが周りのラウンドブリリ
アントカットへと移り変わり、
次々と光が溢れ出す
イメージにお仕立てしています。

10

9

Fountain
─泉─

10

Skyscraper

5041246

¥498,000-

11 5042765

¥74,800-

K18YG ツァボライト ダイヤ オニキス ペンダントトップ
TS 約0.70ct D 約0.10ct
重量：約５．
５ｇ 縦：約２９．
０ｍｍ 横：約２４．
５ｍｍ 高さ：約８．
０ｍｍ
バチカン内径：約２．
０×３．
０ｍｍ

12 5042764

¥89,800-

PT950 H&Cダイヤモンド（リリーダイヤカット）
リング D 約1.70ct（LI）

K18YG ツァボライト ダイヤ オニキス リング
TS 約0.70ct D 約0.10ct

重量：約１４．７ｇ 最大幅：約１５．０ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ
高さ：約５．０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

重量：約４．
４ｇ 最大幅：約１１．
５ｍｍ 最小幅：約３．
０ｍｍ 高さ：約８．
０ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

「摩 天楼」
天 まで そ び え 立 つ 高 層ビ ル をイメー ジした
モ ダンなリング。 建築物の規則的な構成の上
にダイヤモンドをセットすることで、複雑なきらめ
きがオーバーラップ。光が地金に反射して、都
会的な世界観を生み出しています。

「エレガントブラック」
ツァボライトの緑とオニキスの黒のコントラストが斬新
なシリーズ。オニキスにチェッカーボードカットを施し、
光の反射でシャープな迫力を出しました。ダイヤモン
ドをプラスし高級感もアップ。たっぷりとしたボリュー
ム感をスタイリッシュにお楽しみください。

─摩天楼─

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

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。
（注）
対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。

¥26,800-

パラジウムシルバー 950/K18YG
天然ホワイトジルコン リング ZI 約 1.30ct
重量：約６．８ｇ 最大幅：約１１．０ｍｍ 最小幅：約１１．０ｍｍ
高さ：約２．０ｍｍ 対応サイズ：８〜３０号 リサイズ不可

13

16 5014401

16

¥378,000-

K18PG ブラックダイヤモンド（トリート）
シトリン エメラルド リング BLD 約 3.50ct
CI 約 2.00ct EM 約 0.10ct

15

重量：約２１．８ｇ 最大幅：約３６．０ｍｍ 最小幅：約４．５ｍｍ
高さ：約１６．５ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号

14

14 5038365

¥69,800-

純プラチナ 十二支
フルエタニティーリング
重量：約４．６ｇ 最大幅：約４．０ｍｍ
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約２．０ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

15 5038366

17 5014402
¥89,800-

純金 十二支
フルエタニティーリング
重量：約４．０ｇ 最大幅：約４．０ｍｍ
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約２．０ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

重量：約１４．
７ｇ 縦：約３５．
５ｍｍ 横：約２６．
０ｍｍ
高さ：約１６．
０ｍｍ バチカン内径：約４．
５×２．
０ｍｍ

17

19 5041754

19

¥79,800-

K18YG/PG/PT950 サンストーン ＆
ムーンストーン アイオライト ペンダントトップ
SS 約 10.00ct MO 約 1.50ct
IO 約 0.50ct
重量：約５．
３ｇ 縦：約３４．
０ｍｍ 横：約１２．
５ｍｍ
高さ：約９．
５ｍｍ バチカン内径：約４．
０×１．
９ｍｍ

18

18 5041753

¥268,000-

K18PG ブラックダイヤモンド
（トリート）
シトリン エメラルド ペンダントトップ
BLD 約 3.00ct CI 約 2.00ct
EM 約 0.08ct

20 5041755

¥118,000-

PT950/K18YG/PG サンストーン ＆
ムーンストーン アイオライト リング
SS 約 7.00ct MO 約 1.50ct IO 約 0.50ct
重量：約６．
３ｇ 最大幅：約１６．
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

¥79,800-

K18YG/PG/PT950 サンストーン ＆
ムーンストーン アイオライト チャーム
SS 約 5.00ct MO 約 3.00ct IO 約 1.00ct

20

重量：約４．
８ｇ 縦：約３４．
０ｍｍ 横：約９．
０ｍｍ
丸環内径：約５．
０ｍｍ
※ピアリングやピアス等に取り付けてお楽しみください。

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

オ ト ナ の 遊 び 心 で 新 し い 私︒

13 5011283

Selected Jewelry

of

the Month

J anuary

Selected Jewelry

of

the Month

J anuary

21
23

24

22

21 5040270

¥698,000-

22 5015175

¥2,380,000-

23 5043986

¥398,000-

24 5037915

¥1,180,000-

PT950/K18YG コンクパール ダイヤ リング
CP 1.147ct D 0.47ct

K18WG ロウカンヒスイ ダイヤ リング
J 3.80ct D 1.17ct

PT950 カナリートルマリン ダイヤ リング
T 1.813ct D 0.78ct

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 13.737ct D 0.85ct（LI）

重量：約５．２ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

重量：約６．５ｇ 最大幅：約１６．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
基本サイズ：１２．５号

重量：約６．７ｇ 最大幅：約９．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

重量：約１３．
５ｇ 最大幅：約１６．
５ｍｍ 最小幅：約２．
５ｍｍ 高さ：約９．
５ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

一粒の中にミルキーピンクからレディッシュピンクまで
様々なピンクが 凝 縮され、端には火 炎 模 様を呈した希
少 なコンクパ ー ル のリング。天 使 の 羽 のような 華やか
なデ ザインで、愛らしいコンクパ ー ルに豪 華さと格 式
をプラスしました。

まるでエメラルドを思わせるような色と透 明 度を誇る
最 高 品 質 のヒスイを、日 本 では「ロウカンヒスイ」と呼
びます。そのロウカンヒスイの非常に希少なピースを、
ダイヤモンドでシンプルに取り巻きました。とろけるよ
うな美しさをご堪能ください。

2000 年初頭、
アフリカ・マラウィとの国境に近いザンビア
で発見された、眩いイエローの輝きを呈するカナリートル
マリン。1ctを超えるものは非常に希少なため、
このサイズ
感は魅力的。
ジュエリーを一通りお持ちの方にもおすすめ
です。

力 強 い 色と照りを醸し出しているタンザ ナイトのリン
グ。中心のタンザナイトを頂き上げるように、正面と側
面の両方にダイヤモンドを豪華に配しました。両サイド
のプリンセスカットのダイヤモンドが星のように瞬き、
夜空と星のイメージを彷彿とさせます。

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

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。
（注）
対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。

THE BIRTHSTONE of

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

JANUARY

「誕生石」はこちらから

25 5027126

¥128,000-

K18YG ナミビア産デマントイドガーネット
ダイヤ クラシカルリング
DTG 約1.60ct D 約0.05ct

1月の誕生石 ［ガーネット］

重量：約５.４ｇ 最大幅：約１０.５ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約５.０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号

25

Demantoid Garnet
デマントイドガーネット

26

26 5043736

¥118,000-

K18YG ツァボライト ダイヤ リング
TS 約1.20ct D 約0.15ct

Tsavorite

Mali Garnet

ツァボライト

マリガーネット

Mandarin Garnet

Rhodolite Garnet

マンダリンガーネット

ロードライトガーネット

27

27 5044018

K18YG マリガーネット H&Cブラウンダイヤ
リング GA 約1.00ct BRD 約0.16ct

重量：約４.０ｇ 最大幅：約７.０ｍｍ 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

重量：約３.２ｇ 最大幅：約７.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約４.５ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号

28

GARNET

28 5038290

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。

※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。

¥89,800-

¥148,000-

PT950 ナミビア産 マンダリンガーネット
ダイヤ リング GA 約1.60ct D 約0.23ct
重量：約５.８ｇ 最大幅：約８.５ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約４.０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

29

29 5029347

¥44,800-

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2.00ct BRD 約0.17ct
重量：約１.８ｇ 縦：約１５.５ｍｍ 横：約１０.５ｍｍ
高さ：約５.５ｍｍ バチカン内径：約５.０×１.８ｍｍ

※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。

Idar-Oberstein
宝石彫刻の街 イーダー・オーバーシュタイン

Simone Postler

Erwin Pauly

シモーネ・ポストラー作

エルヴィン・パウリー作

手 彫り作 品

手 彫り作 品

33
「雄 牛」

30
31
32

ムンシュタイナー

「スフィンクス」

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。

34
「ギリシャ神話 エロース」

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 5042011

¥178,000-

31

5030383

¥698,000-

PT950 ムンシュタイナーカット ルチルクォーツ ダイヤ
ペンダントトップ QU 約 11.00ct D 約 0.10ct

PT950/K18WG エルヴィン・パウリー オパールカメオ ダイヤ
ブローチ OP 12.17ct D 0.57ct

重量：約７．
２ｇ 縦：約３３．
５ｍｍ 横：約１７．
５ｍｍ 高さ：約８．
０ｍｍ
バチカン内径：約６．
５×２．
０ｍｍ

重量：約１４．
０ｇ 縦：約５７．
５ｍｍ 横：約３０．
５ｍｍ 高さ：約８．
０ｍｍ

無色透明のルチルクォーツに施されたムンシュタイナー
カット。極細のルチル結晶が透明度を高め、プラチナと
デ ザインを合わせることで樹 氷 のような神々しい 姿に
なったペンダントトップです。

赤系、緑系のプレイ・オブ・カラーが出ているオパール
に、女性の横顔を彫刻したエルヴィン・パウリーの作品。
女性のシルエットが美しく見えるよう、有機的なラインを
繋げたデザインでお仕立てしました。

※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。

シモーネ・ポストラー／ Simone Postler
1971年 ハインツ氏の娘として生まれる
1987年 ポストラー 工 房で3年 半 宝 石 彫 刻の
職業訓練を受ける
2000年 マイスター試験合格
2002年 年間最優秀マイスターとして表彰される

32

5047598

¥228,000-

K18YG シモーネ・ポストラー 手彫り
ルビーインタリオ ペンダントトップ
インタリオ 約 15×15mm
重量：約２．
５ｇ 縦：約２４．
２ｍｍ 横：約１６．
２ｍｍ
高さ：約２．
９ｍｍ バチカン内径：約５．
５×２．
０ｍｍ

33

5047596

¥148,000-

K18YG シモーネ・ポストラー 手彫り
メノウインタリオ ピンブローチ
インタリオ 約 16×20mm
重量：約２．
３ｇ 縦：約１６．
５ｍｍ 横：約２０．
５ｍｍ
高さ：約３．
２ｍｍ

34 5047597

¥178,000-

K18YG シモーネ・ポストラー 手彫り
メノウインタリオ ペンダントトップ
インタリオ 約 19×14mm
重量：約２．
３ｇ 縦：約２８．
２ｍｍ 横：約１４．
５ｍｍ
高さ：約３．
３ｍｍ バチカン内径：約５．
５×２．
０ｍｍ

シモーネ・ポストラー氏の古代インタリオ復刻作品。紀元前から、長い歴史を持つ沈み彫りの技法・インタリオ。古代ローマ時
代に繁栄し、その後も脈々と受け継がれてきた宝石彫刻です。
さまざまなモチーフが採用され、
ジュエリーとしてだけではなく、
お守りとしても親しまれてきました。永い時代を亘った技術・作品だからこそのシンプルな表現が、モダンでスタイリッシュ。
※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。

GSTV COORDINATE

GSTV COORDINATE

Pendant Broach
勝利の女神
ハンス・ディーター・ロート氏のカメオ作品・
勝 利 の 女 神「ニー ケ ー」。ギリシャ神 話 の
女神が馬を駆る様子を力強く華麗に表現。
少し上めの位置に着けるのが今時です。

35 5040037

¥998,000-

K18YG ハンス・ディーター・ロート 手彫り
メノウカメオ ダイヤ ペンダントブローチ
カメオ 約 30×39mm D 約 0.16ct
重量：約１９．０ｇ 縦：約３７．０ｍｍ 横：約４６．０ｍｍ 高さ：約１１．０ｍｍ
バチカン内径：約７．０×４．５ｍｍ

35

Pierce
＼ 本 年注目はブ ロー

優しいきらめき

チコーデ！／

スノードームよりインスピレーションを受け、
ダイヤモンド
を水晶で閉じ込めたジュエリー。角度によって変わる輝き
はまるで雪のよう。ロマンティックな冬の装いにぴったり。

首元に上品カメオを添えて
今時クラシックを凛と満喫♪
イマ ドキ

36 5041053

¥99,800-

K18YG ダイヤモンド クォーツドーム ピアス D 約 0.40ct

クラシカルな装いがトレンドの気配。
上品ワンピースにカメオを合わせて最旬コーデ！

36

重量：約５．９ｇ 縦：約１２．５ｍｍ 横：約１２．５ｍｍ イヤリング：５０４１１４２（＋８０００円）

Ring
幸せモチーフ独り占め
クローバーや星など、
8個のモチーフを配したフルエタニ
ティーリング。フェミニンなクラシカルデザインが甘すぎ
ず大人エレガント。お守りジュエリーとしても身につけて。

37 5042775

¥69,800-

K18PG ダイヤモンド エナメル ラッキー フルエタニティーリング
D 約 0.04ct

37

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

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

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。
（注）
対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。
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GSTV

番組プログラム

1月の番組チェック！

Januaryr

2022

あけましておめでとうございます

2022

2022年

1 1㊏ 〜 3㊊

＼GSTVポイント2倍／

アンコールDAY
1月12日㊌

開催期間：

ポイント2倍
対象期間

1月11日㊋ 24:00（1月12日㊌ 0:00）
〜 1月13日㊍ 7:59まで

月1回開催する、GSTVの
大人気 TVイベント「アンコールデー」。

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

伊佐 美紀

石岡 麻奈美

石橋 茜

大松 彰

小川 よしの

辻 直樹

松本 真依

茂木 歩

森山 このみ

優

川野 美津子

田代 真弓

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

赤﨑 堅一朗

淺川 昌彦

飯田 優人

五十嵐 公司

石井 珠代

大河原店長

大口 竜仁

大久保 絵弥

大久保 洋子

小田切 秀弘

小俣 友里

カピル・ミタル

菊地 岳史

菊地 康雄

桐戸 寿之

栗原 直矢

グレッグ・アーウィン

小山 泰治

齋藤 航

清水 雅弘

菅井 薫

鈴木 昭一

高井 清史

髙島 あやめ

高橋 美涼

田川 薫

ディレン・ガンディ

戸部 店長

内藤 秀治

夏井 和広

並木 孝之

西田 貴義

沼田 正美

塗野 聖一

野澤 明央

濱野 恵

林田 達也

平野 生馬

渕野 泉

古屋 聡

古屋 貴司

保坂 建二

MARI

三浦 友幸

三沢 一章

宮下 賢一

目黒 佐枝

やまやちほ

吉倉 太

吉田 真一郎

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

・1月3日㊊ 10:00〜11:59

BS放送

特別追加枠

・1月15日㊏ 13:00〜14:59

BS-TBS特別放送
「麗しの宝石ショッピング」

放送変更のお知らせ
・1月1日㊏ 10:00〜10:59
BS-TBS（麗しの宝石ショッピング）の放送は
ありません。（他のケーブル局等では通常放送）

※放送スケジュールはやむをえず変更させていただくことがございます。ご了承ください。
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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「思わず大き〜な声がでた出来事」
の大賞を発表します！

毎週水曜２１時〜

11月に
募集した

思わず大き〜な声がでた出来事

大賞を
ご紹介！
！

魅

イタリアン
惑の
ジュエリー

第❶回

この度、GSTVはイタリア大使 館貿易促 進部とパートナーシップを結び、イタリアの
ジュエリーならびにジュエリーメーカーのプロモーションを行うことになりました。
歴 史ある金 細工、洗 練されたデ ザイン、大 ぶりながら軽 やかさも併 せ持つ、魅 惑の
イタリアンジュエリー。そ の 魅 力を 皆 様 によりご 堪 能 いた だけるよう、イタリアン
ジュエリーにまつわる知見をご紹介いたします。

大賞

冬場 トイレの便座の暖房機能が切れているのに気がつかず座った

第1回

PN.

つっちーさんのファンさん

イタリアンジュエリーの聖地 アレッツォ
アレッツォは、
ゴールドジュエリーや革製品だけではなく、
ロベルト・ベニーニのアカデミー賞受賞

大賞
第2回

ピンポンダッシュが鳴りやまず
待ち伏せして「おい！こら！」と怒鳴ったら回覧板を持ってきた人だった
PN.

GSっ子大阪代表のヨコバーさん

映画
『ライフ・イズ・ビューティフル (La vita eʼ bella)』
の舞台になった町としても有名です。サン・
フランチェスコ広場に面して建っている石造りが美しい13世紀の終わり頃に建てられた古い教会が
おとぎばなし

名所であったりと、
歴史深い建物が現存する御伽噺そのもののような街。それがアレッツォです。
GSTVでは現在、アレッツォを拠点にしている６社と直接取引を行っています。機械を使用して
作るマシンチェーン、手作りの中空製品、どちらも見事に仕立てる精鋭のメーカーたちです。特に、

大賞

手作りの中空製品の製造方法のここ数年の発展には目を見張るものがあります。重厚感たっぷり

雲が「逆さ馬蹄」のようになっていた

なのに軽量なジュエリーは、お体にもお財布にも優しい素晴らしい作品を生み出す鍵となります。

PN. ゴブリンさん

第3回

今後もその技術的、芸術的な発展には目が離せません。

ダイヤ入りピアリングと真珠のチャームを落としてしまった

PN. ＧＳＴＶの商品全部好きさん

大賞
第4回

幼少の頃 腕の骨にひびが入ってしまい
お医者さんが「完全に折った方が治りも早いし骨が丈夫になる」という相談に
母は断ってくれると思ったら、母が迷いもなく「お願いします！」と言ったとき

PN. あぶデカマニアの直樹さん

1月の

お題

私、コレ嫌いです！

あなたが日常で地味にイラっとする事を教えてください！
・箱ティッシュの最初、２、３枚取れちゃうのがイヤ！
例）
・レジの列で後ろの人の距離が 近い時がイヤ！
番組へのリクエストやご意見はコチラ

jp-studio@gstv.jp

ご応募
〜す！
お待ちしてま

プロデューサ
ー Yo!
からのお願い
…

「GSTV FANアワー宛」
と明記してメールを送信してください。

上）
見た目よりも軽やかにお着けいただけるアレッツォ生まれのジュエリー
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！

左上）
プッブリコ・デル・プラート公園から見たアレッツォの街並み
左下）
シンボルの一つ「アレッツォ大聖堂」
中上）
ミリオリーニ社の工場
中下）
伝統的なものから最先端のデザインのものまでを最新の技術で仕上げ

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。
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関西 へ

第1回

GSTV

PICK UP!
イベント
T h e

K I W A M I

o f

K I W AMI

J EWEL R Y

今月からは毎週土曜日放送の
「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。
「極みの宝石ショッピングアワー」

まずは王子の好みから！

毎週土曜19時〜

GSTV 大阪大感謝祭
潜入レポート in

ビア大阪
ホテルグラン庭
2 0F 名

関西では約 1 年ぶりの開催！
多くのお客様との嬉しい再会！
GSTVは11月14、15日 の２日 間、ホ テル
グ ラ ンヴィア 大 阪 20階 名 庭 に お い て

連日大盛況！
ご来場いただき
有難うございました！

を開催いたしました。
「2021年 大阪感謝祭」
お客様にジュエリーを直接手に取って、じっ
ID： 5024525

説
「極み」解

マダガスカル産 ヴィヴィットパープルピンクサファイア 5.014ct

この色は、まさに
「華やか」の象徴のお色ではないかと思います。カットは若干テーブルの高低差、
パビリオンにインクルージョンをよけたところがありますが、ありあまる色の深みとテリ、そして大きさは
まさに息を飲む宝石らしい宝石です。ああこんな宝石になりたい！

くり見ていただける本イベント。12月号で
お伝えしたファイナルファクトリーセール
（10月28〜30日・TOC有明）
と同じく、
社会
情勢を鑑みての久々の開催となりました。
緊急事態宣言解除後とあって、過去最多

続いてはせっかくなのでコランダムを連続で

のご予約をいただき、たくさんの方にご来
場いただきました！関西では約１年ぶりに
お客 様のお話やご意 見を直 接うかがえる

平野さん！お似合いです！
三沢さん
お客様とご談笑

機 会で、GSTVスタッフ一 同も待ちに待っ
ていたイベントだったため、大 変ありがた
く、感慨深く…（涙）。
オープン前から多くのお客様にお並び頂く
ID： 5042466

非加熱ヨーゴサファイア 1.228ct

ミャンマー産 ピジョンブラッドルビー

「極み」解説

3.024ct

雰 囲 気の2日間となりました。会 場には、

虎の鼈甲も参加！

テレビでもお馴染みの、三沢さん、五十嵐さん、

「極み」解説

幻のサファイア、ヨーゴサファイアにしてスー

一目ぼれです。ピジョンブラッドという名は

パーバイヤーが昔に仕入れたファンタジーカットが

あとからついてくる感じで、
まずその色とテリの美しさ

施された、まさに絶品の逸品。アメリカの国の宝

に魅了されました。表現はしにくいのですが、
美しい

石はサファイアと言われているようですが、星条旗

成分が完全に溶け合って、
真珠ではないですが最後

のあの青はこのヨーゴサファイアの色ではないかと

に地球さんが化粧巻きをしたような、
偶然というより、

いう威厳と開拓精神をあらわすかのような革新的

望んで完全なるルビーを作り出したのではないかと

なカットはアメリカの石にふさわしいですね。

思わせる逸品です。
ＧＩＡのレポートも頷ける、
ぜひ
一度ご覧いただきたい
「極みのルビー」
です。

大松 彰 ─ Akira Omatsu

匠 五十嵐さん

ほど活気にあふれ、
笑い声が絶えない楽しい

ID： 5042465

2015年秋 FGA（英国宝石学協会正会員）取得、
ジュエリーコーディネーター１級、天然石検

定１級、真珠のプロSA（シニアアドバイザー） ※
「宝石王子®」は大松彰の登録商標です。
※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

清水さん、桐戸さん、ガンディーさん、古屋さん、
平野さんをはじめ人気ゲスト陣も多数来場。
楽しいトークを繰り広げていました。

ガンディさん＆清水さん

GSTVでは本年も、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。少しでも 気 に
なったら、
是非ご参加いただけましたら嬉し
いです♪

JSM受付コーナー
ジュエリーメンテナンス中
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GSTV

地域貢献
活動

GSTV甲府事業所「こども食堂」
開催！
安全・安心な食事を親子に提供するGSTVの新しい地域貢献活動

N.jpで
GST VFA ！
中
開
公

Petit Collection

Winter

ようこそ子ども
食堂へ
！

甲府事業所の食堂
天気は快晴

ム
大ボリュー
のメニュー

食後はカフェに。
お菓子などのお土産もたっ
ぷり

トレンドのパールアイテム、プレゼントにも最適なダイヤモンドジュエリーなど

ご褒美ジュエリーにお迎えしたいアイテム が
￥14,800（税込）から！
https://gstvfan.jp/coordinate/new-trend/2021winter
GSTV プチコレクション

11月号で展開をお知らせしていた通り、11

「お小遣い
GSTVの番組を見たお子様が、

月28日、GSTVの甲府事業所は「こども食堂」

でお母さんにジュエリーを買ってあげたい」

を開催いたしました。こども食堂とは、こど

と言ってくださったのも印象的でした。早速、

もが一人で訪れることができて、無料や低額

お母さんにジュエリーを作ってプレゼント

でごはんが食べられる食堂のこと。安全・安

するイベントも企画しています。

心な食堂を通じて、地域交流をしたり、心身

ジュエリーを作る会社としてGSTV にで

ともに健康になるよう働きかける活動です。

きる地域貢献とはなにか。模索をしながら、

今回は、
やまなし地域こども食堂グループ・

こども食堂及び地域貢献の活動を継続して

「にじいろのわ」
様にご指導をいた
NPO 法人

い き ま す。今 後 も GST V の 活 動 にご 期 待

だきながら、
10 組 27名の親子にGSTVの食堂

ください！

メニューを無償でお楽しみいただきました。

検索

ジュエリー
に着けなくなった
身
た
き
て
出
で
除
年末の大掃

？
か
ん
せ
ま
み
て
し
JSMに出品
全部おまかせ！

［鑑別］
［クリーニング］
［検品］
］
［発送 …
［掲載］
［撮影］

JSMなら面倒な出品作業がありません！

「いただきます！」と全員の掛け
12 時頃、
声で食事開始。この日のメニューはとりの唐
揚げ。
「美味しかった」とのご意見をたくさん
いただけて、とても嬉しいです！
にじいろのわ様、県や市職員の方々、ボランティアの皆様をはじめ、多数ご協力いただきました。

※別途、実費や売買成立後に販売手数料を頂いております。

GSTV

JSM

検索

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

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント

GSTVを

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント

見て、さわって楽しむ！

有明ショールーム
移転のお知らせ

2 0 2 2年1月開催

GSTVイベント情報

謹賀
新年

開催時間

あけまして
おめでとうございます

2022年

ジュエリー

無料クリーニング
＆メンテナンス

11：00〜18：00

オンエア
完売商品

蔵出し
アイテム

＊展示点数は会場規模により異なります。
展示点数

4000
点
以上
＊

名古屋大感謝祭

TVではご紹介できない

高額商品も!

JS M 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。

愛 知 県

名古屋マリオットアソシアホテル
16階 アイリス
1月29日（土）

この度GSTV有明ショールームは2022年1月21日を持ち
まして天王洲へ移転することとなりました。有明の地で開店
以来、永きにわたりご愛顧賜りましたこと心より感謝と御礼を
申し上げます。
また、天王洲でもご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

有明ファイナルセール開催のお知らせ

2022年

1月15日（土）〜 21日（金）

今までのご愛顧にお応えすべく、
たくさんの感謝を込めてお待ちしております。
ぜひお越しください！

●JR「名古屋駅」直結

GSTV全店舗合同企画

新春初売り

毎年恒例
ム
ショールー
限定

中身が見える

福袋

1月2日（日）〜7日（金）

開催時間 11:00〜19:00
※12/31・1/1は全店休業いたします。
※有明ショールームと心斎橋ショールームは1/4から営業いたします。

す！
ご用意しておりま

OPEN

GSTV本社移転に伴い有明ショールームから新たに生まれ
変わり天王洲ショールームがオープンいたします。
本社直結ということで、
これまでと同じくオンエアサンプルを
直接ご覧いただくこともできます。また、様々なご相談を承る
ことが可能です。オンエアとはひとあじ違ったGSTVの魅惑の
宝石を是非ご覧ください。

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

天王洲ショールーム

詳細はこちら

スタッフ一同心よりお待ちしております。

※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。
※各店舗において新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行い営業しております。（2021年12月時点）

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント
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TOKYO

OSAKA

優雅な気分で楽しいジュエリーデイを

心斎橋の 隠れ家 サロン

『 銀座サロン 』

『 心斎橋ショールーム 』

デザイナー在籍

0120-570-771

0120-160-243

●営業時間：11:00〜19:00
●定休日：毎月1日

●営業時間：11:00〜19:00
●定休日：毎月1日、第2水曜日

〒104-0061
東京都中央区 銀座１丁目 6-8 DEAR GINZA 1 階

〒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

・東京メトロ「銀座 1 丁目駅」から徒歩約 2 分

・御堂筋線・長堀鶴見緑地線
「心斎橋駅」から徒歩約 5 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

TOKYO

移転の為、2022年1月21日 閉店

KOBE

スタジオ直結 リクエスト品揃えNO.1

ルースいっぱい 楽しさいっぱい 夢いっぱい 神戸元町SR

『 有明ショールーム 』

『 神戸元町ショールーム 』

デザイナー在籍

0120-570-126

0120-420-243

デザイナー在籍

●営業時間：11:00〜19:00
●定休日：毎月1日、年末年始（TOCビル閉館日に準ずる）

●営業時間：11:00〜19:00
●定休日：毎月1日

〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7
TOC 有明 2 階

〒650-0022 兵庫県神戸市中央区
元町通 2-6-2

・りんかい線「国際展示場駅」から
徒歩約 5 分

・JR 線・阪神線「元町駅」から
徒歩約 3 分

YOKOHAMA

誠実で明るく楽しいお店がモットーです

『 横浜元町ショールーム 』
0120-570-423

FUKUOKA

ゆる〜りのんびりジュエリーの癒し空間

『 福岡ショールーム 』
0120-730-243

●営業時間：11:00〜19:00
●定休日：毎月1日

●営業時間：11:00〜19:00
●定休日：毎月1日

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

〒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

・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

・地下鉄空港線「天神駅」4 番出口から
徒歩約 1 分
※各店舗において新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行い営業しております。（2021年12月時点）
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slide chain

使い方が
い…
わからな

アイテム別

お客様から

「使い方がわからない」
という意見が多かった

ご利用ガイド

アイテムのご利用方法です。

スライドチェーンの長さの変え方
1

2

3

スライドチェーンは写真のボール
部分が可動式になっています。

スライドさせたいボールと
その近くでチェーンを持つ。

ボール部分をおさえたまま
チェーンを平行に引く。

pierring

ピアリングの付け方
1

2

3

！ 注意
ボールに対し
角度をつけて引っ張ると
破損する場合があります。

metal fittings

本体を耳たぶより広めに開く。

しっかりと挟み、
強めに押さえてとめる。

軽く引っ張り
とまっていることを確認する。

bracelet

クラスプ金具 〜ビーンズ型の外し方〜
1

2

3

ビーンズ型クラスプ金具の片側が
押せるようになっています。

金具をつまんで押す。

金具を引く。

ブレスレットバディによるブレスレットの付け方
1

2

ブレスレット
バディ

ブレスレットのプレートを
バディに挟む。

クラスプ金具 〜差し込み型の外し方〜

バディを逆手に持つ。

3

4

1

2

3

逆の手で引き輪をひらく。

引き輪を持ってる手を、
ぐるっと回して装着する。

留め具には押せる突起があります。

両側の金具を外す。

突起を押しながら引っ張る。

GSTV FAN ／ January 2022
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GSTV chain necklace guide

一般的なチェーンネックレスの種類

GSTV chain necklace guide

チェーンの各部位の名称

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

ほとんどのチェーンは
ここに刻印が入っています。
マルカン

アズキチェーン
カジュアルにも

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

キヘイチェーン
飽きの来ないデザイン

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

スクリューチェーン
華やかさをプラス

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

ベネチアンチェーン

プレート

エレガントにきまる

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

引き輪

スライドパーツ

エンドパーツ

カットボールチェーン
かわいいフォルム

「スライドアジャスター」

このパーツがあると長さが自由に調節できます。

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

テーパーチェーン

Q

スタイリッシュに

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

「 多 色 性 」って何？

宝石を見る角度を変えることにより、異なった色を
見ることができる光学的性質の特徴を「多色性」と呼ん
でいます。複屈折性鉱物がもつ性質で宝石により2色

オメガネックレス
きちんと上品に

ラインが美しいエレガントなネックレス。
形 が 崩 れ な い の で、落 ち 着 き の あ る
きちんとした印象を与えてくれます。

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

や3色、色変化の強弱などが変わります。また光源を
変 えることに より色 の 変 化 を 楽し むこと が で きる
「変色性」とは異なり、
「多色性」は光源に関わらず色の
違いを楽しむことができます。「多色性」で有名な宝石
としてはタンザナイトやベニトアイト、アイオライト、
アンダリュサイトなどがあげられます。

ベニトアイトの多色性

※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 2022

今月のCOVER

January 2022

先日、
ファクトリーセールに行き、大変楽しい時間を過ごさせていただきました。加工の
コーナーでは、形見のシルバーの石付きイヤリングを、
チャームに変更する相談に乗って
いただき、希望通りに加工してもらえることになりました。シルバー製品の加工が叶うとは
思っておらず、
またリーズナブルにできることがわかり、
とても嬉しかったです。今後の
イベントと、毎日の放送をこれからも楽しみにしています。
スタッフ：ファクトリーセールにご来場いただき誠にありがとうございます！

ID：5031637
PT950 血赤サンゴ ダイヤ リング
COR 約 4.00ct D 約 0.65ct

加工コーナーでは、お客様のご希望通りの加工を承ることができ、
ご満足いただけて大変
嬉しいです。今後も多くのお客様と接する機会を作り、
ジュエリーの素晴らしさをお伝えして
いきたいです。引続き、今後のGSTVにもご期待ください！

ID：5037715
PT950 血赤サンゴ
H&Cダイヤ
（リリーダイヤカット）ネックレス
COR 116.339ct D 10.23ct（LI）

重量：約１１．
７ｇ 最大幅：約１８．
０ｍｍ 最小幅：約２．
５ｍｍ
高さ：約６．
５ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号

￥298,000-

重量：約１１０．
９ｇ 長さ：約４４ｃｍ 幅：約１．
６−２４．
０ｍｍ

￥5,980,000-

番組の中で、
ピアスによっては最後に
「ピアスプラ

ピンキーリングのサイズは1号から、

ス16,000円」
と表示されているものがあります。

普通のリングのサイズは5号くらい

この金額は何を意味するものでしょうか？

から選べると嬉しいです。

スタッフ：ピアスによっては、同じデザインのイヤリング

スタッフ：リングサイズのご希望を

番組ガイド「GSTV FAN」定期購読のお知らせ

をご用意できる場合がございます。
ピアスのアイテム

いただきありがとうございます！

に
「ピアスプラス16,000円」
と表記されている場合、

規定外のサイズ加工が可能かどう

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。

ピアスのお値段にプラス16,000円で同デザインのイヤ

かなど、対面でのご相談を承ってお

リングをお作りできますという意味です。
イヤリングで

ります。催事や各ショールームなど

ご希望の際は、ぜひご参考になさってください。

で、
ご遠慮なくご相談くださいませ。

Information

※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。

WEBサイトから
「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
お電話から

GSTV お客様サービスセンターへご連絡ください。（右下欄参照）
皆様の声

お待ちしております！

いつも沢山のメッセージをありがとうございます。
今回掲載以外にも沢山のお声をいただいており、
今後のより良い運営に役立たせていただきますので、
是非、皆様のご意見、
ご感想をお聞かせください!

番組へのご意見・商品のリクエスト

jp-studio@gstv.jp

WEBサイトへのご意見・お問い合わせ

support@gstv.jp

ご注文はこちらから
お電話でのオーダー（一般電話・携帯電話

商品に関するお問い合わせなど
通話料無料）

0120-570-243
オペレーター受付時間｜8時〜26時（翌2時）

編 集 部 より

20代で譲り受けた祖母の形見リング。「デザインが
ゴテゴテすぎて着けられないよ」と、タンスの奥に
しまって、そのまま忘れておりました。先日ふと存在
を思い出し、せっかくだからG S T Vでデザインを
直してもらって使えるようにしようと決意。久々に
リングを引っ張り出しました。ところがいざ実物を

見ると、全然、デザインが、ゴテゴテじゃなーい！
むしろ…好き！！ 30代半ばになり、20代の自分が
求めていたものと価値観が変わったのだなあとしみ
じみ。形見リングは普段使いに昇華したので、デザ
イン直し用の予算をこちらに重ね付けやセットアップ
できるアイテム購入資金に回します。

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

GSTVお客様サービスセンター

0120-170-243
受付時間｜12時30分〜21時

＊キャンセルについての詳細は45ページをご覧ください。

インターネット

株式会社GSTV

GSTV

検索

