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K18WG ダイヤモンド 白蝶貝
My Lotus ペンダントトップ D 約0.35ct
重量：約５．０ｇ 縦：約１９．５ｍｍ 横：約１４．０ｍｍ
高さ：約１２．０ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ

5058134 ¥158,000-3
K18WG ダイヤモンド 白蝶貝
My Lotus ピアス D 約0.40ct
重量：約７．０ｇ 縦：約１３．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ
イヤリング：５０５８１３６（＋１２０００円）

5058135 ¥189,000-

K18PG モモサンゴ ダイヤ 梅の花 リング
COR 約3.50ct D 約0.22ct
重量：約８．４ｇ 最大幅：約２８．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ 
基本サイズ：8～20号 リサイズ不可

1 5048094 ¥198,000-

K18PG モモサンゴ ダイヤ 梅の花 ペンダントブローチ 
COR 約8.00ct D 約0.35ct
重量：約１３．６ｇ 縦：約５８．０ｍｍ 横：約３３．０ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
バチカン内径：約２．５×２．０ｍｍ

2 5048093 ¥298,000- 5
K18WG ダイヤモンド 白蝶貝
My Lotus リング D 約0.40ct
重量：約７．２ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約１１．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5058133 ¥198,000-

清らかな心を持ち

自分だけの花咲かす“蓮”コレクション

「My Lo tus」
ことぶき

新年を晴れやかな気持ちで過ごしていただけますよう、

ほっこりとおめでたいジュエリーをご用意いたしました。

可憐で優雅、それでいて自然の恵みを感じさせてくれるお花たち。

胸元や指先で優しくほころび、皆様の新たな一年にさりげない華やかさを運びます。

1

2

春の訪れを想わせるモモサンゴのお花たち

「梅の花」

202 2年、GSTVは開局15周年という節目の年を迎えました。

これまでのご愛顧に改めて感謝いたします。

お客様をはじめGSTVにかかわるすべての皆様にとりまして、

2023年が素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

※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。※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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「四大宝石」と世界中から称される、ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルド。
希少性、硬度の高さ、そして唯一無二の輝きが長年人 を々魅了してきました。
GSTVならではの高品質で素晴らしい、四大宝石ジュエリーをご紹介。

8
PT950 モザンビーク産非加熱ルビー
アッシャーカットダイヤ（リリーダイヤカット） 
リング RB 3.52ct D 0.76ct （LI）
重量：約９．１ｇ 最大幅：約９．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5051039 ¥2,980,000-6
K18WG/YG ダイヤモンド サファイア
コロンビア産エメラルド ブラックダイヤ（トリート） 
ルビー 四大宝石白うさぎ ペンダントトップ 
D 約0.54ct SA 約0.20ct EM 約0.04ct 
BLD 約0.01ct RB 約0.01ct
重量：約３．９ｇ 縦：約２２．５ｍｍ 横：約１８．０ｍｍ 
高さ：約６．５ｍｍ バチカン内径：約４．５×２．０ｍｍ

5059267 ¥238,000- 7
PT950 ダイヤモンド（リリーダイヤカット）
ネックレス D 23.00ct（LI）
重量：約６３．２ｇ 長さ：約４４．５ｃｍ
幅：約６．５－９．０ｍｍ

5006407 ¥4,480,000-

PT950 コロンビア産エメラルド
クリスカットダイヤ & H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング
EM 1.760ct D 0.30ct（LI） D 0.15ct（LI）
重量：約５．６ｇ 最大幅：約８．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
基本サイズ：１３号

9 5050527 ¥1,680,000-

PT950 スリランカ産サファイア
ダイヤ ＆ ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
SA 5.147ct D 1.00ct D 0.47ct（LI）
重量：約１２．９ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

10 5057899 ¥1,280,000-

四大宝石で象った不思議の国の住民

美しく気品あふれる
深いグリーンのエメラルド

高級感にこだわった
大粒天然サファイアリング

シンプルながら華やかな
ドレスアップジュエリー

ルビーのお色味を
最大限に魅せるデザイン

「リリーダイヤモンド」

「四大宝石白うさぎ」

「モザンビーク産非加熱ルビー」

「コロンビア産エメラルド」

「スリランカ産サファイア」

FANTASTIC！
―四大宝石―

※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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─フラワーガーデン─

Flower Garden

「蝶に誘われて暗い森深くを進むと、

日の光が差し込む場所が。

そこにはあたり一面に広がる美しいお花畑。

先が見えない道が嘘だったかのように、

希望に満ち溢れた幻想的な景色でした」―。

「蝶に誘われて暗い森深くを進むと、

日の光が差し込む場所が。

そこにはあたり一面に広がる美しいお花畑。

先が見えない道が嘘だったかのように、

希望に満ち溢れた幻想的な景色でした」―。

─シューティングジェム─

Shooting Gem

流星群をイメージし
迫力あるシルエットでお仕立て

MARI COLLECTION

15
K18WG ダイヤモンド
シューティングジェム リング
D 約0.35ct
重量：約５．８ｇ 最大幅：約２０．０ｍｍ 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

5040715 ¥178,000-13
K18WG ダイヤモンド
シューティングジェム ピアス
D 約0.30ct
重量：約３．５ｇ 縦：約３８．５ｍｍ 横：約７．０ｍｍ
イヤリング：５０４０７１８（＋１２０００円）

5040717 ¥128,000- 14
K18WG ダイヤモンド
シューティングジェム ペンダントブローチ
D 約0.75ct
重量：約７．３ｇ 縦：約５２．５ｍｍ 横：約２３．０ｍｍ
高さ：約７．０ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ

5040716 ¥248,000-

K18GG マラヤガーネット（オレンジピンク） ダイヤ
フラワーガーデン リング
GA 約2.30ct RH 約0.45ct SP 約0.40ct TO 約0.20ct 
D 約0.15ctGA 約0.12ct TS 約0.08ct PRT 約0.01ct
重量：約６．１ｇ 最大幅：約１８．５ｍｍ 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

11 5059576 ¥298,000-

K18GG/PT950 マラヤガーネット（オレンジピンク） ダイヤ 
フラワーガーデン リング
GA 約1.10ct SP 約0.80ct TS 約0.70ct PPS 約0.60ct 
D 約0.40ct GA 約0.20ct TO 約0.20ct PRT 約0.02ct
重量：約８．６ｇ 最大幅：約２５．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

12 5059577 ¥298,000-

色とりどりの花と蝶で
“人生における旅”を表現

※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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イヤリング：５０４０７１８（＋１２０００円）
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K18GG マラヤガーネット（オレンジピンク） ダイヤ
フラワーガーデン リング
GA 約2.30ct RH 約0.45ct SP 約0.40ct TO 約0.20ct 
D 約0.15ctGA 約0.12ct TS 約0.08ct PRT 約0.01ct
重量：約６．１ｇ 最大幅：約１８．５ｍｍ 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
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K18GG/PT950 マラヤガーネット（オレンジピンク） ダイヤ 
フラワーガーデン リング
GA 約1.10ct SP 約0.80ct TS 約0.70ct PPS 約0.60ct 
D 約0.40ct GA 約0.20ct TO 約0.20ct PRT 約0.02ct
重量：約８．６ｇ 最大幅：約２５．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

12 5059577 ¥298,000-

色とりどりの花と蝶で
“人生における旅”を表現

※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

17
K18WG ルベライト タンザナイト ダイヤ
アコヤ真珠 ピアス RT 4.61ct
TA 3.57ct D 0.44ct P 約5.0mm
重量：約９．７ｇ 縦：約３１．０ｍｍ 横：約１６．５ｍｍ

5062668 ¥327,000-

18

5060985の
セットアップにおすすめ

マティアス・ポストラー氏作の
芸術的な薔薇ジュエリー

「CHIGUSA」
絡まり合う蔦をエレガントに表現

―イーダーオーバーシュタイン―

16
K18WG タンザナイト ルベライト ダイヤ アコヤ真珠 ネックレス
TA 23.98ct R 26.68ct D 1.00ct P 約5.0mm
重量：約７４．８ｇ 長さ：約４２ｃｍ 幅：約３．０－２６．０ｍｍ

5060985 ¥1,960,000- PT950 マティアス・ポストラー タンザナイト ダイヤ リング
TA 23.84ct D 0.30ct
重量：約１１．７ｇ 最大幅：約１６．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約１３．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

18 5059582 ¥398,000-

PT950 マティアス・ポストラー タンザナイト ダイヤ リング
TA 9.66ct TA 7.13ct D 0.56ct
重量：約１０．７ｇ 最大幅：約２４．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

19 5059583 ¥498,000-

つた

※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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TA 3.57ct D 0.44ct P 約5.0mm
重量：約９．７ｇ 縦：約３１．０ｍｍ 横：約１６．５ｍｍ

5062668 ¥327,000-
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5060985の
セットアップにおすすめ

マティアス・ポストラー氏作の
芸術的な薔薇ジュエリー

「CHIGUSA」
絡まり合う蔦をエレガントに表現

―イーダーオーバーシュタイン―
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K18WG タンザナイト ルベライト ダイヤ アコヤ真珠 ネックレス
TA 23.98ct R 26.68ct D 1.00ct P 約5.0mm
重量：約７４．８ｇ 長さ：約４２ｃｍ 幅：約３．０－２６．０ｍｍ

5060985 ¥1,960,000- PT950 マティアス・ポストラー タンザナイト ダイヤ リング
TA 23.84ct D 0.30ct
重量：約１１．７ｇ 最大幅：約１６．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約１３．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

18 5059582 ¥398,000-

PT950 マティアス・ポストラー タンザナイト ダイヤ リング
TA 9.66ct TA 7.13ct D 0.56ct
重量：約１０．７ｇ 最大幅：約２４．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

19 5059583 ¥498,000-

つた

※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 シモーネ・ポストラー 手彫り メノウカメオ 
ペンダントトップ カメオ 約24×18mm
重量：約３．８ｇ 縦：約３１．０ｍｍ 横：約１８．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

21 5061646 ¥238,000-

シモーネ・ポストラー作  ［手彫り作品］

幻想的に月浮かぶ
ユニコーンのいる景色

大きいリボンがキュートな
女の子ネコ

20
「ウサギ」

21
「ネコ」

22
「ユニコーン」

ウサギの柔らかな毛並みまで
丁寧に表現された彫刻置物

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約20×14mm
重量：約１．７ｇ 縦：約２８．５ｍｍ 横：約１４．２ｍｍ 高さ：約１．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

22 5062925 ¥59,800-

マティアス・ポストラー原型  ［機械彫りカメオ］

ラブラドライト彫刻 置物「ウサギ」
重量：約６６９．９ｇ 縦：約１０．０ｃｍ 横：約１２．０ｃｍ 奥行：約７．５ｃｍ

20 5063171 ¥1,980,000-

※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。

STONE CAMEO Idar-ObersteinIdar-Oberstein
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ペンダントトップ カメオ 約24×18mm
重量：約３．８ｇ 縦：約３１．０ｍｍ 横：約１８．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
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大きいリボンがキュートな
女の子ネコ
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21
「ネコ」
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ウサギの柔らかな毛並みまで
丁寧に表現された彫刻置物

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ 
カメオ 約20×14mm
重量：約１．７ｇ 縦：約２８．５ｍｍ 横：約１４．２ｍｍ 高さ：約１．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

22 5062925 ¥59,800-

マティアス・ポストラー原型  ［機械彫りカメオ］

ラブラドライト彫刻 置物「ウサギ」
重量：約６６９．９ｇ 縦：約１０．０ｃｍ 横：約１２．０ｃｍ 奥行：約７．５ｃｍ

20 5063171 ¥1,980,000-

※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。

STONE CAMEO Idar-ObersteinIdar-Oberstein



24

23

深い緑色の中石は

華やかながら優しい印象

太陽の輝きのような明るく美しい希少石
色、とりどり。

BIG  STONE

色味豊かで艶やかな大粒カラーストーンリング。

新しい年のお出かけにも、お家でまったりと石そのものを眺めていたい時にも。

お好きな色を指につけて、重厚な存在感をお楽しみください。

グリーントルマリン

オレンジサファイア

鮮やかさと照りが魅力的な
薔薇をおもわせる赤の色石

ルベライト

爽やかブルーの中石を引き立てる
スタイリッシュデザイン

サンタマリアアフリカーナ
アクアマリン

24
PT950 オレンジサファイア ダイヤ リング
OS 8.145ct D 1.20ct
重量：約１０．０ｇ 最大幅：約１６．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約８．５ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5057631 ¥1,480,000-

23
PT950 グリーントルマリン ダイヤ ブラジル産パライバトルマリン リング
T 14.268ct D 1.22ct PRT 1.08ct
重量：約１９．３ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 最小幅：約５．０ｍｍ 高さ：約１０．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5050187 ¥1,680,000-
PT950 サンタマリアアフリカーナアクアマリン ダイヤ 
リング AQ 7.972ct D 1.20ct
重量：約１０．６ｇ 最大幅：約２３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

26 5057364 ¥998,000-

PT950 ルベライト ダイヤ リング 
RT 7.007ct D 0.15ct
重量：約７．４ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

25 5059982 ¥698,000-

25

26

※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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鮮やかさと照りが魅力的な
薔薇をおもわせる赤の色石

ルベライト
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スタイリッシュデザイン
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アクアマリン
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基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5050187 ¥1,680,000-
PT950 サンタマリアアフリカーナアクアマリン ダイヤ 
リング AQ 7.972ct D 1.20ct
重量：約１０．６ｇ 最大幅：約２３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ
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PT950 ルベライト ダイヤ リング 
RT 7.007ct D 0.15ct
重量：約７．４ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
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25

26

※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。



2727

2828

3030

2929

27
PT950 アウイナイト ブラジル産パライバトルマリン
ダイヤ（リリーダイヤカット） リング
HA 0.282ct PRT 0.258ct D 0.47ct（LI）
重量：約５．２ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
基本サイズ：１３号

5058687 ¥998,000- 28
PT950 ブラジル産パライバトルマリン アウイナイト ダイヤ リング
PRT 0.221ct HA 0.198ct D 0.34ct
重量：約７．９ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5061082 ¥998,000- 29
PT950 アウイナイト ダイヤ リング 
HA 0.312ct D 0.61ct
重量：約５．９ｇ 最大幅：約６．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5059093 ¥698,000- 30
PT950 ブラジル産パライバトルマリン ダイヤ リング
PRT 0.287ct D 0.36ct
重量：約４．３ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ 最小幅：約１．６ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5059944 ¥498,000-

澄み切った空、広大な海、瑠璃色の地球――。

知的でエレガントな印象を与える青色アイテムは、幸福のシンボルとしても親しまれています。

ドイツが誇るアウイナイト、世界三大希少石のひとつ・パライバトルマリン。

そんな「青の希少石」の、特別なコレクション。

お色味が美しく調和した贅沢ハグリング

アウイナイト×ブラジル産パライバトルマリン アウイナイト
マニッシュにお仕立した
ユニセックスジュエリー

ブラジル産パライバトルマリン
中石周りの空間が浮き感を出し
大粒石をより際立たせたデザイン

青の希少石
B L U E

※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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基本サイズ：１３号 リサイズ不可
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澄み切った空、広大な海、瑠璃色の地球――。

知的でエレガントな印象を与える青色アイテムは、幸福のシンボルとしても親しまれています。

ドイツが誇るアウイナイト、世界三大希少石のひとつ・パライバトルマリン。

そんな「青の希少石」の、特別なコレクション。

お色味が美しく調和した贅沢ハグリング

アウイナイト×ブラジル産パライバトルマリン アウイナイト
マニッシュにお仕立した
ユニセックスジュエリー

ブラジル産パライバトルマリン
中石周りの空間が浮き感を出し
大粒石をより際立たせたデザイン

青の希少石
B L U E

※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。



豊かな表情が愛らしい幸福のシンボル

純金 エメラルド フクロウ リング EM 約0.06ct
重量：約８．３ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
対応サイズ：８～１８号 リサイズ不可 
同デザイン（純プラチナ：5041748）

31 5041747 ¥188,000-

AZUSA

2023年も良い１年でありますようにと願いを込めて。
新年にふさわしく運気アップのゴールドで、

幸福を祈る「縁起物」モチーフジュエリーをお仕立いたしました。

3131

3333

3434

35353232

福来郎（福が来る）・不苦労（苦労がない）

「フクロウ」

K18YG ブラックダイヤモンド(トリート) 福だるま ペンダントトップ 
BLD 約0.05ct
重量：約４．９ｇ 縦：約１７．５ｍｍ 横：約１２．０ｍｍ 高さ：約１１．０ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．８ｍｍ 
同デザイン（PT950：5058100）

32 5058099 ¥99,800-

純金 ダイヤモンド 馬九行駆 フルエタニティーリング
D 約0.01ct ＃15-18
重量：約７．３ｇ 最大幅：約６．０ｍｍ 最小幅：約６．０ｍｍ 高さ：約１．７ｍｍ
対応サイズ：１５～１８号 リサイズ不可
同デザイン（純金／10～14号：5060339
純プラチナ／10～14号：5060341、15～18号：5060342）

33 5060340 ¥168,000-

K18YG 白蝶貝 ダイヤ Angel Wing
ペンダントブローチ D 約0.08ct
重量：約７．８ｇ 縦：約４８．５ｍｍ 横：約１４．５ｍｍ
高さ：約７．０ｍｍ バチカン内径：約７．５×２．０ｍｍ

34 5059403 ¥198,000-

純金 ダイヤモンド うさぎ ペンダントトップ D 約0.003ct
重量：約１．５ｇ 縦：約１２．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
バチカン内径：約５．０×１．５ｍｍ 
同デザイン（純プラチナ：5059002）

35 5059003 ¥39,800-

カービングで表現した
真白な天使の羽

運気上昇・飛躍・現状からの変化・新たな出会い

「羽」

遊び心満載な縁起物の代表格

厄除け・商売繁盛・開運出世・必勝祈願

「福だるま」

プチギフトにも最適な可愛い干支うさぎ

跳躍・社交運などの運気上昇・子孫繁栄・
健康長寿・避難回避

「うさぎ」

「右に出るものなし」な開運の左馬たち

９つの運気（商売繁盛・出世祈願・恋愛成就・
招福蓄財・勝負必勝・健康長寿・悪霊退散・
豊作祈願・家内繁栄）をあらわすという九頭馬

「馬九行駆」（うまくいく）
縁起物

バチカンがおみくじのように
出し入れ可能。
自立するので置物としても
お楽しみいただけます。

ポイント

※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。

豊かな表情が愛らしい幸福のシンボル

純金 エメラルド フクロウ リング EM 約0.06ct
重量：約８．３ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
対応サイズ：８～１８号 リサイズ不可 
同デザイン（純プラチナ：5041748）

31 5041747 ¥188,000-

AZUSA

2023年も良い１年でありますようにと願いを込めて。
新年にふさわしく運気アップのゴールドで、

幸福を祈る「縁起物」モチーフジュエリーをお仕立いたしました。

3131

3333

3434

35353232
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カービングで表現した
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運気上昇・飛躍・現状からの変化・新たな出会い

「羽」

遊び心満載な縁起物の代表格

厄除け・商売繁盛・開運出世・必勝祈願

「福だるま」

プチギフトにも最適な可愛い干支うさぎ

跳躍・社交運などの運気上昇・子孫繁栄・
健康長寿・避難回避

「うさぎ」

「右に出るものなし」な開運の左馬たち

９つの運気（商売繁盛・出世祈願・恋愛成就・
招福蓄財・勝負必勝・健康長寿・悪霊退散・
豊作祈願・家内繁栄）をあらわすという九頭馬

「馬九行駆」（うまくいく）
縁起物

バチカンがおみくじのように
出し入れ可能。
自立するので置物としても
お楽しみいただけます。

ポイント

※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。



36

38

39

40

37

立体感をもって星の軌道を表現
使いやすさにこだわった
豪華×ベーシックデザイン
使いやすさにこだわった
豪華×ベーシックデザイン耳元揺れるシンプル一粒石

贅沢な取り巻きで
中石をさらにランクアップ

重厚感と気品に満ちた
一文字リング

40
PT950 クリスカットダイヤモンド（リリー
ダイヤカット） リング
D 約1.70ct（LI）
重量：約４．１ｇ 最大幅：約５．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5021207 ¥698,000-38
PT950 クリスカットダイヤモンド & 
ダイヤ（リリーダイヤカット） ピアス
D 約0.60ct（LI） D 約0.20ct（LI）
重量：約２．６ｇ 縦：約６．５ｍｍ 横：約６．０ｍｍ
イヤリング：５０４２０４８（＋１６０００円）

5042047 ¥398,000- 39
PT950 クリスカットダイヤモンド & 
H&Cダイヤ & 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 D 約0.50ct（LI） 
D 約0.50ct（LI） D 約0.50ct（LI）
重量：約６．５ｇ 最大幅：約６．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5041136 ¥698,000-

PT950 クリスカットダイヤモンド & ダイヤ & 
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） スターライン ピアス
D 約0.40ct（LI） D 約0.84ct（LI） D 約0.26ct（LI）
重量：約８．５ｇ 縦：約２１．０ｍｍ 横：約１５．０ｍｍ
イヤリング：５０５０１４７（＋１６０００円）

36 5049832 ¥568,000-

PT950 クリスカットダイヤモンド（リリーダイヤカット） チャーム 
D 約0.36ct（LI）
重量：約０．８ｇ 縦：約１２．０ｍｍ 横：約３．０ｍｍ 丸環内径：約４．０ｍｍ
※ピアリングやピアスなどに取り付けてお楽しみください。

37 5058995 ¥158,000-

クリスカット×リリーダイヤモンド
Crisscut      Lily Diamond

世界でも名だたるダイヤモンドの研磨技術を持つイスラエルのLily（リリー）社。

GSTVでは厳選した石を特別に研磨してもらい、当社限定のカットなどに仕上げています。

85面のカットが施されたクリスカット×リリー社の、きらめくダイヤモンドジュエリーをお楽しみください。

※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。※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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Crisscut      Lily Diamond

世界でも名だたるダイヤモンドの研磨技術を持つイスラエルのLily（リリー）社。

GSTVでは厳選した石を特別に研磨してもらい、当社限定のカットなどに仕上げています。
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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。



41

43 4442

K18YG スリーピングビューティーターコイズ ファンシーカラーサファイア 
ブルージルコン フラワーカービング ペンダントトップ
TQ 約8.00ct SA 約0.30ct ZI 約0.07ct
重量：約７．７ｇ 縦：約２７．０ｍｍ 横：約２６．２ｍｍ 高さ：約７．７ｍｍ
バチカン内径：約５．０×２．６ｍｍ

41 5016331 ¥128,000-

K18YG/PT950 ホワイトオパール ダイヤ 
ブラジル産パライバトルマリン 女王蜂 ペンダントブローチ
OP 14.056ct D 0.89ct PRT 0.38ct
重量：約１２．２ｇ 縦：約３７．０ｍｍ 横：約３５．０ｍｍ 高さ：約１３．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×２．０ｍｍ

42 5050185 ¥998,000-

K18PG ピンクトルマリン ブラウンダイヤ リング
T 約7.00ct BRD 約0.32ct
重量：約７．４ｇ 最大幅：約１１．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

43 5059661 ¥178,000-

K18YG グリーントルマリン & カナリートルマリン
ファンシーイエローダイヤ & ダイヤ ペンダントトップ
T 7.75ct T 2.12ct YD 0.24ct D 0.16ct
重量：約７．９ｇ 縦：約３６．５ｍｍ 横：約３２．５ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

44 5051780 ¥398,000-

ターコイズを囲む花々が
印象的に華やかさをプラス

大粒ホワイトオパールの
存在感抜群な女王蜂

愛が溢れるトルマリンの
特別なピンクグラデーション

太陽のエネルギーを表す
生き生きとした輝きのジュエリー

リゾート
RESORT

穏やかであたたかな、優しい時間が流れるところ。

華やかながらホッとできるリゾート地をイメージして、休日にぴったりなジュエリーを集めました。

とろみあるカボションカットの色石は心に癒しを届けます。

リラックス、若々しさ、バランス感

を表すライトグリーン。

輝きが大きく広がるイメージで

イエローダイヤモンドとダイヤ

モンドを散りばめました。

恋愛、幸せ、受容、思いやりを表す

ピンクに、継続を意味するブラウン

ダイヤモンドを合わせ、永続的な

愛を表現しています。

※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。※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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愛が溢れるトルマリンの
特別なピンクグラデーション

太陽のエネルギーを表す
生き生きとした輝きのジュエリー
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穏やかであたたかな、優しい時間が流れるところ。

華やかながらホッとできるリゾート地をイメージして、休日にぴったりなジュエリーを集めました。
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恋愛、幸せ、受容、思いやりを表す

ピンクに、継続を意味するブラウン
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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。





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。

CS電源

地デジ BS CS

番組表

決定

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。
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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。
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「麗しの宝石ショッピング」
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＊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。
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近山晶コレクションより

～地球の奇跡・ペグマタイト起源の宝石～

ペグマタイト起源の宝石

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

第5回

　様々な環境と地質作用により形成される「宝石」。その形成プロセスは主に５つで、前号でご紹介
した火成岩起源の宝石に引き続き、今回は「ペグマタイト」起源の宝石を近山先生が世界中から
集めたサンプルとともにご紹介します。
　GSTV FAN読者で宝石好きな皆様でも、ペグマタイトから生まれた宝石はどういったものが
あるのか、ご存じないかもしれません。実は皆さんが購入してくださっている多くの宝石はこの
母岩から採掘されたものです。色が美しく、純度と透明度が高い、サイズが大きな石が採取され
やすいのがペグマタイトです。

理学博士・FGA：阿依 アヒマディ

1：ペグマタイトに含まれる代表的な鉱物；長石、スモーク水晶、雲母
2：世界最大のペグマタイトの名産地であるブラジルのミナスゼライス州から産出されたペグマタイト中
のアクアマリンとブラックトルマリン

3：マグマの冷却につれ、析出した成分から大きな結晶が成長します。モルガナイトはその一例で、
マンガンの二価電荷によりピンク色が形成されます

4：ブラジルのパライバ州のペグマタイト鉱床に含まれるパライバトルマリン
5：ブラジルのミナスゼライス州から産出されたウォーターメロンと呼ばれるトルマリンの結晶群
6：パキスタン北西部インダス流域に分布するペグマタイト鉱床から、美しい宝石質のインペリアルトパーズ
が産出されています

7：インカローズという愛称がつくアルゼンチンのcapillitas鉱山から産出されたロードクロサイト
（菱マンガン鉱）の原石

GSTVジェムミュージアムから発信

2.Type

　ペグマタイトは火成岩の一種。大きな結晶からなる岩石で、巨晶花崗岩とも呼ばれます。

マグマの温度がさらに低下していくと結晶分化作用が進み、SiO2の成分や揮発性成分が

多くなります。すると残留溶液の濃集により流動性が上がって残留したマグマの温度も

800度～500度に下がり、より多くの元素が拡散しやすくなります。そのおかげでイオン半径

の大きなフッ素やホウ素などの元素が集まって結晶が大きく成長できる空間もできるため、

残留溶液がゆっくりと冷えていく過程でより多くの大きな宝石結晶が形成されます。

このような濃集した鉱床がペグマタイト鉱床と呼ばれます。

　代表的なペグマタイト起源の宝石は、トルマリン、トパーズ、アパタイト、ベリル(アクアマリン、

モルガナイト)、ルチル、クリソベリル、クンツァイト、ガーネット(スペサルティン)、ジルコン、

ロードクロサイト、蛍石、長石、雲母(レピドライト)、石英。

　希少な宝石としては、ダンブライト、ユークレース、デュモルチェライト、ジェレメジェバイト、

シーライト、モンテブラサイトなどが挙げられます。ブラジル、マダガスカル、ナミビア、

モザンビーク、ナイジェリア、タンザニア、イタリア、ロシア、アメリカ、中国、パキスタン、

アフガニスタン、ミャンマーなどが名産地として知られています。

　日本にも三大ペグマタイト鉱床があり、福島県石川町の水晶山帯、岐阜県の苗木山帯と

長野県の木曽田立、滋賀県の田上山などからトルマリン、トパーズ、ベリル、水晶、アメシスト

などが産出されていました。また、ペグマタイトに放射線元素や希土類元素が濃集する

ため、その影響で、本来は無色の水晶がスモーク水晶、黒水晶、紅水晶となります。

桃色の長石も珍しくありません。
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ほたるいし ちょうせき うんぼ せきえい
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スタッフ：お客様にご納得いただき、ご購入し
ていただけることがなによりも嬉しいです！
商品到着後8日以上経過した場合や返品不可
商品、また破損などがあった場合を除いて、お気
に召さなかった商品は、遠慮なくご返品ください！
その際は、商品に傷がつかないよう梱包いただき、
宅配便にてご返送をお願い致します。

スタッフ：いつもGSTVをご覧いた
だきまして、ありがとうございます！
20号以上のリングサイズにつきま
しては、ショールームや催事などで
対応が可能な場合もございます。
どうぞお気軽にご相談ください！

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

以前は返品不可の商品が多かったのですが、最近
は返品可能な商品が増えてきて嬉しいです！
実際の商品について、テレビ画面では100％は
分からないため、購入をためらっていました。
返品可能だと実物を手に取って見ることができる
ので、購入しやすいです。

私のリングサイズは28号以上です。
いつも番組を見てますが通常は20
号までの販売なので、あきらめること
が多いです。先日は中古品で合う
ものを見つけ、購入しました。20号
より大きいサイズのリング販売に
期待しています！

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。

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
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◀WEBサイトでも
　ご覧いただけます。
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※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

■ 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。

8：カナダのオンタリオ州のペグマタイト
に含まれる美しい六方晶系の黄色
アパタイトの結晶

9：ブラジルのミナスゼライス州のペグマ
タイトから産出される非常に希少な
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良いものはやはりペグマタイト起源
です。アメリカ、ペルー、ブラジル産

11：日本の三大ペグマタイトの産地・
岐阜県苗木地方から産出された大変
美しい紫色の蛍石の集合体
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季節を楽しむ大人のウィンターカラーや
冬の着こなしに映えるアイテムなど
今すぐコーディネートに取り入れたいジュエリーを特集。



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…

ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！

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！

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「ジュエリー川柳

（フォースシーズン） 」の大賞を発表します！

毎週水曜２１時～毎週水曜２１時～

11月に募集した11月に募集した
大賞を
ご紹介！！

GSTVあるある

ジュエリー川柳ジュエリー川柳

～シーズン４～

前回
大賞
前回
大賞

～フォースシーズン～～フォースシーズン～

GSTVやジュエリーに関する「あるある」ネタを募集します！GSTVやジュエリーに関する「あるある」ネタを募集します！

ジュエリーや夫婦仲など、日常にまつわる川柳を募集しました！ジュエリーや夫婦仲など、日常にまつわる川柳を募集しました！

第1回第1回
大賞大賞

 PN. みやびさん PN. みやびさん

ジュエリー業界の人は

「出会い」という言葉が大好き

 PN. ファンアワー楽しみさん PN. ファンアワー楽しみさん

大久保洋子さんと娘さんの絵弥さん 

しゃべり方がそっくり

PN. 地金は白さん色石の　カット違いが　欲しくなる

食べ過ぎた　ぽっこりお腹　マベパール
PN. ＧＳっ子大阪代表のヨコバーさん

第2回第2回
大賞大賞

PN. リラットモオさん今日も買う！　豚に真珠と　言われても

第3回第3回
大賞大賞

PN. gstvファンアワー大好きさん

あいえふ（IF）を　指にはめると　ゆび毛みえ

PN. クリシュナラブさんプチネック　シワに埋もれて　輝かず

PN. アターシャ・キンスキーさん

ジュエリーを　買って自分で　機嫌取る

鬼爪が　キラキラリリーに　リフォームで
PN. 厚紙のリングゲージは相当痛いさん

第4回第4回
大賞大賞

第5回第5回
大賞大賞

PN. ネコのしっぽさん初恋の　淡き思いで　モルガナイト

気が付けば　街は煌めく　宝石箱 PN.  orange-cosmosさん

PN. みるみるミルキーアクアさん番組で　磨きが掛かる　審美眼

PN. おのこさん目黒さん　推し登場に　出る「こちら～」

PN. スターナイトさん迷ってる　うちになくなる　限定品

PN. ときわさん「また買った？」　「いいえ、修理の　戻りだよ」

PN. 石は石でもさん老眼で　チャームをつければ　裏だった

PN. なおちーさんショックだわ　夫のほうが　指細い

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※いただいたリクエストは番組やホームページ、ガイド誌でご紹介させていただく場合がございます。
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【白熱灯下での変色効果】

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13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：5047253　K18WG インディゴトルマリン ＆ トルマリン ダイヤモンド ツァボライト 
クジャクの羽 ペンダントブローチ T 約12.82ct D 約3.03ct TS 約1.23ct

ID：5041130　PT950 ブラジル産アレキサンドライト 
ダイヤ & H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
AL 2.060ct D 1.95ct（LI） D 0.30ct（LI）

ID：5059953　PT950 ユークレース 
H&Cダイヤ(リリーダイヤカット） リング EUC 7.144ct D 0.40ct（LI）

「極み」解説「極み」解説
久しぶりに大粒のユークレースが入荷
いたしました！名前はあのアウインさん
がつけたと言われていて「簡単に割れ

る」という意味を持っています。硬度はベリルと同じ
くらいの7.5なのですが、実際に割れる特性「劈開」を
持っていますので扱いは気を付けてください。
化学式はBeAlSiO4（OH）。ちなみにベリルは
Be3Al2Si6O18。大変よく似ているうえにエメラルドと
共生して、くっついているタイプもあります。

おのずと産地もコロンビア、ジンバブエ、ブラジルと
エメラルドがとられるところでみられます。ただ結晶
の形もベリルと違い大きくなりづらく1ctに満たない
ものがほとんどで、今回の7ctというのはまさにユー
クレースの中では「巨大」といえます。色は主に淡い
グリーンからブルーで、濃くなるとより価値が高くな
ります。最近はピンク色も見られるようになり人気
に拍車がかかっています。ありがたいことに番組では
清水さんのおかげで特別なユークレースを見ること
ができますので、このチャンスをお見逃しなく！

「極み」解説

色とりどり、そして新年のめでたさを
考えたら真っ先にこのアレキサンド
ライトを思い出しました。すべてが

整った見事な逸品。エメラルドカットの静謐な
ステップの回廊から情熱の赤い閃光があふれて
きます。いつまでも見続けられる魔力すら持って
いるように感じます。アレキサンドライトは
比較的多くの国で採掘されますが、上質なものが
少なくインクルージョンも多いので色変わりも

良く澄み切った個体に出会えるのは稀です。
今回の逸品は別格として、宝石があるところ常に
アレキサンドライトは注目されますので、小さくとも
品質の良いお品（ルースでも！私もそうなの
で、、、）を一つお持ちになってください。「今年の
目標！」にされてみても良いかもしれませんね！

極みましておめでとうございます。
今年も極みに極んだ作品たちをご紹介してまいりますのでご一読ください。
極みましておめでとうございます。
今年も極みに極んだ作品たちをご紹介してまいりますのでご一読ください。

新年最初は彩りをもって新しい年を迎えるということでカラフルなクジャクの羽のブローチ。毒のある
虫も食べたりすることから魔除けの意味があるそうで、各国でお守り代わりとして愛されているそう
です。メレのツァボライトとダイヤモンド以外はすべてトルマリン。今となっては希少なインディゴ
ライトも含まれます。アフリカで産出があるので小さいカラットは楽しめますが、ひとたび大きく
（といっても１ｃｔから）なるとびっくりするほど高くなり、カラーバリエーションが豊かすぎてかえって
単色を見つけるのが難しくなっています。
そんなトルマリンを惜しげもなく使った逸品はトルマリンが注目を浴びれば浴びるほど価値を高めて
いきそうです。青と緑の色としての使いやすさも手伝ってコーディネートの主軸となりますでしょう。

※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。

せいひつ

へきかい
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監修：古屋 聡

としてのジュエリー

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

　ロシアでは紀元前三千年、中国では紀元前五千年と、宝飾品などとして太古から
愛されてきた緑色の美しい石「ジェード」。「玉」という漢字でも表現されるジェード
は「ジェイダイト（硬玉）」と「ネフライト（軟玉）」に大別されます。いずれも割れ
にくい＝靭性が強いことが最大の特徴で、近似した外観・性質を持っていますが
19世紀に別の石であると確認されました。
　透明度が高く希少価値の高いジェイダイト（硬玉）が、日本で「ヒスイ（翡翠）」と
呼ばれる宝石。縄文時代から勾玉などに加工され、装飾品とお守りの２つの意味
を併せ持つジュエリーとして愛されてきました。特に新潟県・糸魚川のヒスイは
約６０００年前の遺跡からも発掘されることから、その文化含め世界最古と考え
られています。そんな歴史的背景、日本が希少な産地であることなどをふまえ、
2016年にヒスイは国石に選出されました。
　日本以外にも中国などのアジア圏では昔からヒスイが珍重されてきたので、
ダイヤモンドやエメラルドなど近代になって輸入されてきた宝石とは別格の立場と
して扱われてきた歴史を持つ、資産価値が高い石といえるでしょう。
　ヒスイの価値を決めるのは色と透明度、そして形です。ラベンダーやレッド
など、様々な色味を持つヒスイですが、その中でも半透明で深く澄んだ緑色は希少性
が高く「琅玕（ろうかん）」と称され高い価値で取引されます。中国では「氷翡翠」
と呼ばれる無色透明のヒスイも人気があり高価値で流通しています。さらに欧米
では「ラベンダーヒスイ」と呼ばれる紫色のヒスイも人気です。
　産地としては１８世紀に採掘が開始されたミャンマー・カチン州の素材が品質・

色ともに最高級とされています。また、古来からの産出地である日本・糸魚川産
も現在採掘ができない状況のため大変希少で高価値です。
　余談ですが、中華圏の国々ではジェードのひとつとされているネフライトもとても
人気が高く、特にホワイトネフライト（羊脂玉）はかつて皇帝に献上されたことで、ヒ
スイよりも高い評価で取引されることがあります。
　このように世界的に有名なヒスイは高額オークションにもよく出品されていま
す。例えば2014年、香港・サザビーズでは世界的なジュエリー・コレクターの
ひとりとして知られたバーバラ・ハットンが所有していた大振りのヒスイネックレス
「ハットン・ムディヴァーニ・ジェイド・ネックレス」が約29億円で落札されました。
オークションでは、華やかなデザインのジュエリーより
も、珠そのものを楽しめるビーズネックレスが人気の
ようです。
　装飾品としてだけでなくお守りとして古来より珍重
されてきたヒスイ。GSTVでも多種多様のヒスイ
ジュエリーを取り扱っていますので１月のお買い物に
ぜひご一考ください。

資産価値

古屋 聡 
Satoshi Furuya

大手鑑別機関や海外オークション会社に
勤務した経験を活かし、様々な角度から
ジュエリーを解説するカラーストーンプロ
フェッショナル。FGA（英国宝石学協会）
資格取得。

ヒスイ（翡翠）第6回

最近、身につけるだけでなく「資産価値」としてジュエリーが注目
されています。理由はさまざまありますが、鉱山からの産出が
減ってきていること、そして新興国の富裕層が素晴らしいジュエ
リーをコレクションする機会が増えていることが主な要因です。
そこで世情にそって本連載では「資産価値」の観点からジュエリー
を見ていきたいと思います。

ハットン・ムディヴァーニ・ジェイド・ネックレス（2014年4月 サザビーズ）
出典：Sotheby's ｜ jadeite, ruby, diamond, Beads approximately 19.20 to 15.40mm.
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/magnificent-jewels-jadeite-hk
0518/lot.1847.html

カルティエによるジェダイト、ルビー、ダイヤモンド
のネックレスとブレスレット
（2021年11月28日 クリスティーズ）
 CHRISTIE'S ｜ IMPORTANT JADEITE, RUBY 
AND DIAMOND NECKLACE, BY CARTIER; AND A 
JADEITE, RUBY AND DIAMOND BRACELET, 
MOUNTED BY CARTIER
https://www.christies.com/lot/lot-6345727?ldp_brea
dcrumb=back&intObjectID=6345727&from=salessum
mary&lid=1

出典：

Asset value jewelry
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見て、さわって楽しむ！GSTVを

GSTVと
お客様を
つなぐ 2023年1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　開催地に蔓延防止等重点措置適用
ご不明点等ございましたら開催状況をご確認くださいますようお願い申し上げます。

京王プラザホテル
南館５階 エミネンスホール
京王プラザホテル
南館５階 エミネンスホール

1月21日土～22日日1月21日土～22日日
東京大感謝祭東京大感謝祭2023年2023年新春新春

GSTVGSTV

JR「新宿駅」西口から徒歩約5分JR「新宿駅」西口から徒歩約5分
駐車場：有・無料駐車場：有・無料

駐車場：
有・無料
駐車場：
有・無料

清水さん清水さん
終日来場！！終日来場！！

ホテル日航大阪ホテル日航大阪
4F 白鳥の間4F 白鳥の間

福岡
ショールーム
福岡
ショールーム
1月14日土1月14日土 1月29日日1月29日日

エメラルドの世界エメラルドの世界
GSTVジュエリーフェア inGSTVジュエリーフェア in～9周年～～9周年～

福岡ショールームの
詳細はP45を
ご覧ください。

昭和道り沿い福岡銀行　本店隣り昭和道り沿い福岡銀行　本店隣り
大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」
          8号出口直結 徒歩３分
大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」
          8号出口直結 徒歩３分

in 心斎橋

＼GSTVポイント2倍／

厳選！ コロンビアエメラルドが満載の1日

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント

0120-578-107
名古屋ショールーム名古屋ショールーム

店長：勝又

　親身にお客様の声に耳を傾け、ご要望にお応え出来るよう努め
て参りますのでジュエリーに関するご要望はお気軽にお申し付け
くださいませ。
　名古屋へお越しの際は是非お立ち寄りください。ショールーム
でお会い出来ることを心より楽しみにしております。

　名古屋ショールームは、愛知の玄関口 名古屋
駅から徒歩5分の場所に位置します。名古屋
市は日本のほぼ真ん中に位置する為、中部
地方のお客様はもちろん、全国のお客様に
ご来店・ご支持いただけるような店舗を目指
して参ります。
　広々と開放感ある店内ではTVで紹介され
た商品をはじめ、名古屋ショールーム限定の

商品も多数ご用意しております。
　イレギュラーオーダーや加工・修理のご相談、オンエアでみた商品を実際手に
取ってみたい等、商品の取寄せも承っておりますのでお気軽にお問合せください。
　アクセス・立地が良い場所なので名古屋へお越しの際は是非お立ち寄りください
ませ。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。

〒450-0002 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1階
・JR、名鉄、近鉄、地下鉄東山線・桜通線　「名古屋駅」より徒歩約5分
・「国際センター」駅4番出口より徒歩約2分　地下街「ユニモール」13番出入口目の前

〒450-0002 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1階
・JR、名鉄、近鉄、地下鉄東山線・桜通線　「名古屋駅」より徒歩約5分
・「国際センター」駅4番出口より徒歩約2分　地下街「ユニモール」13番出入口目の前

広 と々開放感ある店内、名古屋ショールーム限定の商品も多数
　全国のお客様にご来店・ご支持いただけるような店舗を目指して

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12月時点）



営業時間：11:00～19:00

全　店

毎週水曜日定休日：

ショールーム

NAGOYA OSAKA

デザイナー
在籍

KOBE FUKUOKA

0120-570-771
〒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

YOKOHAMA

（045-873-2677）

（イメージ）

デザイナー
在籍

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

デザイナー
在籍

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

0120-578-107
〒450-0002 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1階
・JR、名鉄、近鉄、地下鉄東山線・桜通線　
　「名古屋駅」より徒歩約5分
・「国際センター」駅4番出口より徒歩約2分
　地下街「ユニモール」13番出入口目の前

『 名古屋ショールーム 』
名古屋にGSTVショールームが帰って参りました

（092-406-3230）（078-333-8000）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SR

デザイナー
在籍

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

（06-6213-6205）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

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12月時点）
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『 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SR

デザイナー
在籍

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

（06-6213-6205）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

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12月時点）



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

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

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！！
無料で
ピッカピカに
クリーニング！

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12月時点）



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？

今月のCOVER

ID：5050576
K18WG/YG コロンビア産エメラルド ダイヤ & 
ブラウンダイヤ ブラジル産パライバトルマリン 
ゴールデンアロワナ ピアス
EM 2.76ct D 2.00ct BRD 1.98ct PRT 0.04ct
重量：約１３．０ｇ 縦：約５９．５ｍｍ 横：約１７．５ｍｍ
￥1,280,000-

ID：5050575
K18WG/YG コロンビア産エメラルド ブラウンダイヤ & ダイヤ 
ブラジル産パライバトルマリン ゴールデンアロワナ リング 
EM 2.66ct BRD 2.23ct D 1.31ct PRT 0.06ct
重量：約１３．２ｇ 最大幅：約３０．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可
￥1,680,000-

金運の象徴・ゴールデンアロワナ（金龍）をジュエリーで表現。
２匹のアロワナがエメラルドの秘宝を守りながら

天へと上昇する姿を描いた、めでたい印象のコレクションです。

GSTV FAN／ January 2023

※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。



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。

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。




