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PT950 ブルーダイヤモンド（トリート） 印台風リング 
BD 約0.30ct BD 約0.10ct
重量：約５．８ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5 5027916 ¥99,800-

K18YG ロシアンブラウンダイヤモンド & ブラウンダイヤ 
印台風リング 
BRD 約0.23ct（ロシア産） BRD 約0.10ct
重量：約３．９ｇ 最大幅：約６．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

4 5027917 ¥89,800-

K18WG/PG ブラックダイヤモンド
（トリート） & ブラウンダイヤ 3WAY 
ペンダントトップ 2点セット 
BLD 約0.55ct BRD 約0.27ct
重量：約２．５ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約１４．０ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ
ペンダントトップ（黒） 縦：約１５．０ｍｍ
横：約１１．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約４．５×２．０ｍｍ

2 5027787 ¥69,800-

PT950 ブルーダイヤモンド（トリート） 
ペンダントトップ 
BD 約0.35ct
重量：約１．８ｇ 縦：約２０．５ｍｍ 横：約１４．５ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 
バチカン内径：約５．０×１．５ｍｍ

3 5035042 ¥49,800-

PT950/K18YG ダイヤモンド 
サザンクロス リング 
D 約0.25ct
重量：約７．４ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

1 5036865 ¥128,000-

メンズライクでスタイリッシュなアイテムで
男女問わず楽しんでみて。

マニッシュな
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ハンサムジュエリー

※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。

＼カ
ジュア

ルにもモード
にも／

PT950 ブルーダイヤモンド（トリート） 印台風リング 
BD 約0.30ct BD 約0.10ct
重量：約５．８ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5 5027916 ¥99,800-

K18YG ロシアンブラウンダイヤモンド & ブラウンダイヤ 
印台風リング 
BRD 約0.23ct（ロシア産） BRD 約0.10ct
重量：約３．９ｇ 最大幅：約６．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

4 5027917 ¥89,800-

K18WG/PG ブラックダイヤモンド
（トリート） & ブラウンダイヤ 3WAY 
ペンダントトップ 2点セット 
BLD 約0.55ct BRD 約0.27ct
重量：約２．５ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約１４．０ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ
ペンダントトップ（黒） 縦：約１５．０ｍｍ
横：約１１．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約４．５×２．０ｍｍ

2 5027787 ¥69,800-

PT950 ブルーダイヤモンド（トリート） 
ペンダントトップ 
BD 約0.35ct
重量：約１．８ｇ 縦：約２０．５ｍｍ 横：約１４．５ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 
バチカン内径：約５．０×１．５ｍｍ

3 5035042 ¥49,800-

PT950/K18YG ダイヤモンド 
サザンクロス リング 
D 約0.25ct
重量：約７．４ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ
最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

1 5036865 ¥128,000-

メンズライクでスタイリッシュなアイテムで
男女問わず楽しんでみて。

マニッシュな

1

2
3

4
5

ハンサムジュエリー

※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。 GSTV 32 GSTV 
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─トロピカルシーワールド─

Tropical Sea World

─スタイリッシュタイ＆ボーリング─

Stylish Tie & Bow-ring

「スタイリッシュタイ＆ボーリング」
大人の女性がスタイリッシュかつキュートに身に着けられる、ボリュームあるリボンデザインのコレクション。
ダイヤモンドの縁取りから真っ赤なルビーが際立ち、高級感を醸し出しています。

K18WG ルビー ダイヤ ペンダントトップ 
RB 約0.90ct D 約0.50ct
重量：約２．５ｇ 縦：約２４．０ｍｍ 横：約１３．５ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
バチカン内径：約５．０×３．５ｍｍ

6 5037712 ¥99,800-

K18WG ルビー ダイヤ リング 
RB 約0.60ct D 約0.35ct
重量：約４．３ｇ 最大幅：約５．５ｍｍ 最小幅：約１．９ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

7 5037711 ¥118,000-

K18PG/PT950 マルチカラーストーン 
ダイヤ ペンダントブローチ 
TA 約0.70ct  D 約0.65ct 
SA 約0.40ct  SA 約0.35ct 
PPS 約0.30ct PS 約0.15ct 
RB 約0.10ct
重量：約１０．６ｇ 縦：約３３．５ｍｍ 横：約４２．０ｍｍ
高さ：約１０．０ｍｍ バチカン内径：約７．５×３．５ｍｍ

8 5039118 ¥268,000-

太陽の光が差し込んできらめく海
の生き物を宝石で表現しました。
ファンタジーと夢あふれる色の配色
にこだわった可愛らしいお魚の
ブローチをお楽しみください。

K18YG マルチカラーストーン 
ダイヤ ピアス 
TS 約0.90ct GA 約0.70ct 
SA 約0.30ct PS 約0.20ct 
IBS 約0.10ct TA 約0.10ct 
D 約0.36ct
重量：約８．９ｇ 縦：約３８．０ｍｍ 横：約１７．０ｍｍ
イヤリング：5039370（+8,000円）

10 5039364 ¥198,000-

南国の海の中を自由に泳ぎまわる
お魚たち。元気よく跳ね上がって
水しぶきをあげるイメージをきらめく
宝石で表現したピアスです。

K18YG 南洋白蝶真珠 
レインボームーンストーン サファイア 
ダイヤ リング 
P 約12.0mm MO 約2.10ct 
SA 約0.80ct D 約0.50ct
重量：約９．９ｇ 最大幅：約２８．５ｍｍ
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約１４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

9 5039365 ¥248,000-

巻貝をファンタジーにイメージした
エレガントなリング。起伏をつけて
装飾したムーンストーン部分に、台座
に配したサファイアの色が映り込み、
幻想的な美しさです。

南国の海をイメージした
ファンタジーな世界のコレクション。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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12
K18YG ラピスラズリ ブラウンダイヤ クラシックブルー 
リング BRD 約0.35ct
重量：約５．４ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5030069 ¥89,900-

13
K18WG/YG スイスブルートパーズ ダイヤ リング 
TO 約1.00ct D 約0.38ct
重量：約６．８ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5039392 ¥138,000-

11
PT950/K18YG 白蝶貝 マルチカラーストーン 
ダイヤ チャーム RB 約0.10ct TS 約0.08ct 
D 約0.06ct SA 約0.06ct
重量：約３．６ｇ 縦：約２７.0ｍｍ 横：約９.0ｍｍ 丸環内径：約４．０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5033179 ¥49,800-

14
PT950/K18YG ラピスラズリ マルチカラーストーン ダイヤ チャーム
RB 約0.10ct TS 約0.08ct D 約0.06ct SA 約0.06ct
重量：約３．７ｇ 縦：約２６．５ｍｍ 横：約９．０ｍｍ 丸環内径：約４．０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5033180 ¥52,800- 15
パラジウムシルバー950 エナメル リング
重量：約４．４ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ 高さ：約２．０ｍｍ
対応サイズ：８～３０号 リサイズ不可

5034508 ¥24,800-

16
パラジウムシルバー950/K18PG/YG 
マルチカラーストーン エナメル ネックレス 
ZI 約1.00ct SA 約0.75ct BLD 約0.02ct 
重量：約７．３ｇ トップ縦：約３４．５ｍｍ トップ横：約１５．５ｍｍ
トップ高さ：約１０．５ｍｍ バチカン内径：約３．５×１．６ｍｍ
長さ：約５０ｃｍ 幅：約１．３ｍｍ スライドアジャスター

5037297 ¥49,800-

─ペイズリー─
Paisley

─唐草─
Arabesque

─ペイズリー─
Paisley

─ステンドグラス─
Stained Glass

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。 GSTV 76 GSTV 
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このグリーン系の発色が美しいダイヤは、真っ暗な部屋から
急に明るい環境に出すと、ややオレンジ系を感じるボディカ
ラーを呈します。光学検査によって選別される珍しいカメレ
オンダイヤをお楽しみください。

20
PT950 カメレオンダイヤモンド 
& ダイヤ（リリーダイヤカット）リング 
D 1.00ct D 0.41ct（LI）
重量：約５．９ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
基本サイズ：13号

5037704 ¥2,480,000-

タンザナイトが持つ多色性は、より大きさがある石の方が
容易に確認できます。特優クラスで12ctを超えるこちら
のリングのタンザナイトも、宝石から発する色の豊かさを
ご堪能いただけます。

19
PT950 タンザナイト（特優） H&Cダイヤ 
& ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
TA 12.154ct D 0.59ct（LI） D 0.15ct（LI）
重量：約１０．３ｇ 最大幅：約１６．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
基本サイズ：13号

5037326 ¥1,180,000-

濃厚なグリーンで透明度も高い理想的なコロンビア産
エメラルド。身に着ける方にご満足いただけるクオリ
ティです。周囲にダイヤモンドを二重に取り巻き、華や
かさと高級感を兼ね備えたリングです。

17
PT950 コロンビア産エメラルド クリスカットダイヤ 
& 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
EM 1.89ct D 0.43ct（LI） D 2.16ct（LI）
重量：約１２．０ｇ 最大幅：約１６．０ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
基本サイズ：13号 リサイズ不可

5038372 ¥2,980,000-

優美なクッションカットが施されたルビーのリング。
ハニカム構造の丁寧な作りとダイヤモンドが相乗効果
を生み、端正な印象のリングに仕上がりました。

18
PT950 モザンビーク産 非加熱ルビー 
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
RB 3.060ct D 1.13ct（LI）
重量：約９．３ｇ 最大幅：約８．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
基本サイズ：13号

5032665 ¥1,980,000-

Selected Jewelry of  the Month  J uly Selected Jewelry of  the Month  J uly

※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。

19

20

17
18

このグリーン系の発色が美しいダイヤは、真っ暗な部屋から
急に明るい環境に出すと、ややオレンジ系を感じるボディカ
ラーを呈します。光学検査によって選別される珍しいカメレ
オンダイヤをお楽しみください。

20
PT950 カメレオンダイヤモンド 
& ダイヤ（リリーダイヤカット）リング 
D 1.00ct D 0.41ct（LI）
重量：約５．９ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
基本サイズ：13号

5037704 ¥2,480,000-

タンザナイトが持つ多色性は、より大きさがある石の方が
容易に確認できます。特優クラスで12ctを超えるこちら
のリングのタンザナイトも、宝石から発する色の豊かさを
ご堪能いただけます。

19
PT950 タンザナイト（特優） H&Cダイヤ 
& ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
TA 12.154ct D 0.59ct（LI） D 0.15ct（LI）
重量：約１０．３ｇ 最大幅：約１６．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
基本サイズ：13号

5037326 ¥1,180,000-

濃厚なグリーンで透明度も高い理想的なコロンビア産
エメラルド。身に着ける方にご満足いただけるクオリ
ティです。周囲にダイヤモンドを二重に取り巻き、華や
かさと高級感を兼ね備えたリングです。

17
PT950 コロンビア産エメラルド クリスカットダイヤ 
& 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
EM 1.89ct D 0.43ct（LI） D 2.16ct（LI）
重量：約１２．０ｇ 最大幅：約１６．０ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
基本サイズ：13号 リサイズ不可

5038372 ¥2,980,000-

優美なクッションカットが施されたルビーのリング。
ハニカム構造の丁寧な作りとダイヤモンドが相乗効果
を生み、端正な印象のリングに仕上がりました。

18
PT950 モザンビーク産 非加熱ルビー 
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
RB 3.060ct D 1.13ct（LI）
重量：約９．３ｇ 最大幅：約８．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
基本サイズ：13号

5032665 ¥1,980,000-

Selected Jewelry of  the Month  J uly Selected Jewelry of  the Month  J uly

※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



好評連載中！

P26に掲載！

21

22 23

25

2726

24

26
K18YG ルビー リング RB 約0.65ct
重量：約２．５ｇ 最大幅：約４．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約３．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5024712 ¥49,900-

24
K18WG ミャンマー産ルビー ダイヤ ペンダント
トップ RB 約0.40ct D 約0.03ct
重量：約１．０ｇ 縦：約１２．５ｍｍ 横：約８．５ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5034668 ¥49,800-

22
K18YG ルビー チャーム RB 約0.60ct
重量：約０．６ｇ 縦：約１４.0ｍｍ 横：約３．５ｍｍ
丸環内径：約４．５ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5003791 ¥20,000- 23
K18PG ルビー リング RB 約2.30ct
重量：約３．８ｇ 最大幅：約８．４ｍｍ 最小幅：約２．４ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5015946 ¥81,000-

21
K18WG ルビー ダイヤ ネックレス RB 約1.50ct D 約0.08ct
重量：約３．１ｇ トップ縦：約１０．５ｍｍ トップ横：約４５．０ｍｍ
トップ高さ：約３．０ｍｍ 長さ：約５０ｃｍ 幅：約０．７ｍｍ スライドアジャスター

5028671 ¥79,800-

25
PT950 ミャンマー産ルビー ダイヤ リング 
RB 約0.40ct D 約0.25ct
重量：約３．５ｇ 最大幅：約４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5035004 ¥79,800-

27
PT950 ルビー マーキスバンド リング 
RB 約0.70ct
重量：約４．１ｇ 最大幅：約３．５ｍｍ 最小幅：約１．９ｍｍ
高さ：約２．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5029465 ¥59,800-

Ruby
The Birthstone of July

― 7月の誕生石 ルビー ― 

ルビーの石言葉は「熱情」「仁愛」「威厳」。

インパクトあるルビーの赤は、装いのアクセントにぴったり。

デザイン次第で迫力を出したり、愛らしく演出したり

気分に合わせて素敵にコーディネート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。

好評連載中！

P26に掲載！
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22 23

25

2726

24

26
K18YG ルビー リング RB 約0.65ct
重量：約２．５ｇ 最大幅：約４．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約３．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5024712 ¥49,900-

24
K18WG ミャンマー産ルビー ダイヤ ペンダント
トップ RB 約0.40ct D 約0.03ct
重量：約１．０ｇ 縦：約１２．５ｍｍ 横：約８．５ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5034668 ¥49,800-

22
K18YG ルビー チャーム RB 約0.60ct
重量：約０．６ｇ 縦：約１４.0ｍｍ 横：約３．５ｍｍ
丸環内径：約４．５ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5003791 ¥20,000- 23
K18PG ルビー リング RB 約2.30ct
重量：約３．８ｇ 最大幅：約８．４ｍｍ 最小幅：約２．４ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5015946 ¥81,000-

21
K18WG ルビー ダイヤ ネックレス RB 約1.50ct D 約0.08ct
重量：約３．１ｇ トップ縦：約１０．５ｍｍ トップ横：約４５．０ｍｍ
トップ高さ：約３．０ｍｍ 長さ：約５０ｃｍ 幅：約０．７ｍｍ スライドアジャスター

5028671 ¥79,800-

25
PT950 ミャンマー産ルビー ダイヤ リング 
RB 約0.40ct D 約0.25ct
重量：約３．５ｇ 最大幅：約４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5035004 ¥79,800-

27
PT950 ルビー マーキスバンド リング 
RB 約0.70ct
重量：約４．１ｇ 最大幅：約３．５ｍｍ 最小幅：約１．９ｍｍ
高さ：約２．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5029465 ¥59,800-

Ruby
The Birthstone of July

― 7月の誕生石 ルビー ― 

ルビーの石言葉は「熱情」「仁愛」「威厳」。

インパクトあるルビーの赤は、装いのアクセントにぴったり。

デザイン次第で迫力を出したり、愛らしく演出したり

気分に合わせて素敵にコーディネート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。10 GSTV GSTV 11



K18YG ムンシュタイナーカット モルガナイト リング 
MO 10.08ct
重量：約１４．５ｇ 最大幅：約２５．５ｍｍ 最小幅：約５．５ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
基本サイズ：１３．５号 リサイズ不可

28 5041318 ¥1,280,000-

ピーチカラーのモルガナイトに、大胆なカットが施された
逸品。枠座もドイツの工房でお仕立てしたもの。光の魔
術師による見事な作品をお楽しみください。

アゲートの層の模様に沿ってカットした、コウモリの羽の
ようなイメージの作品。アクアマリンをアクセントに配し
て、まるで身につけるコンテンポラリーアートのようです。

K18YG/PT950 ムンシュタイナーカット アクアマリン 
アゲート リング AQ 1.36ct
重量：約１３．３ｇ 最大幅：約３５．５ｍｍ 最小幅：約６．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
基本サイズ：１５号 リサイズ不可

29 5041434 ¥998,000-

28

5039753
K18YG メノウカメオ ペンダントトップ
カメオ 約30×22mm
重量：約４．３ｇ 縦：約３９．０ｍｍ 横：約２２．２ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ
￥49,800-

31

5042361
K18YG  手彫り メノウカメオ ペンダントブローチ 
カメオ 約49×36mm
重量：約２０．０ｇ 縦：約５８．０ｍｍ 横：約３７．０ｍｍ 高さ：約８．５ｍｍ
バチカン内径：約７．０×４．０ｍｍ
￥898,000-

30

Michael Peuster

ミシャエル・ポイスター作

Hans-Dieter Roth

ハンス・ディーター・ロート原型

手 彫り作 品ムンシュタイナー

29

Michael Peusterミシャエル・ポイスター

1967年　ドイツ イーダー・オーバーシュタインに生まれる
1983年　宝石彫刻家ハインツ・ポストラーに師事
　　　　 16歳から宝石彫刻を学び始める
1991年　マイスター資格を取得、ポイスター工房を設立
　　　　 ドイツ宝石彫刻コンテストで優勝
2003年　タイのプミポン国王の胸像を製作

現在はカメオ彫刻家、宝石彫刻家として活躍中

Hans-Dieter Rothハンス・ディーター・ロート

・1948年生まれ
・3年間、リチャード・ハーンの工房で宝石彫刻を学ぶ
・25歳でマイスター資格を取得
・30歳でアトリエ開設
・58歳で芸術家に認定

代表作に　「石の聖書」　「シェークスピア戯曲」　
「古代カメオ・コレクション」　など

（原寸）

（原寸）

30
『ムト』

31
『ネフェルティティの肖像』

─機械彫りカメオ─

Selected Jewelry of  the Month  J uly

※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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重量：約１４．５ｇ 最大幅：約２５．５ｍｍ 最小幅：約５．５ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
基本サイズ：１３．５号 リサイズ不可

28 5041318 ¥1,280,000-

ピーチカラーのモルガナイトに、大胆なカットが施された
逸品。枠座もドイツの工房でお仕立てしたもの。光の魔
術師による見事な作品をお楽しみください。

アゲートの層の模様に沿ってカットした、コウモリの羽の
ようなイメージの作品。アクアマリンをアクセントに配し
て、まるで身につけるコンテンポラリーアートのようです。

K18YG/PT950 ムンシュタイナーカット アクアマリン 
アゲート リング AQ 1.36ct
重量：約１３．３ｇ 最大幅：約３５．５ｍｍ 最小幅：約６．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
基本サイズ：１５号 リサイズ不可

29 5041434 ¥998,000-

28

5039753
K18YG メノウカメオ ペンダントトップ
カメオ 約30×22mm
重量：約４．３ｇ 縦：約３９．０ｍｍ 横：約２２．２ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ
￥49,800-

31

5042361
K18YG  手彫り メノウカメオ ペンダントブローチ 
カメオ 約49×36mm
重量：約２０．０ｇ 縦：約５８．０ｍｍ 横：約３７．０ｍｍ 高さ：約８．５ｍｍ
バチカン内径：約７．０×４．０ｍｍ
￥898,000-

30

Michael Peuster

ミシャエル・ポイスター作

Hans-Dieter Roth

ハンス・ディーター・ロート原型

手 彫り作 品ムンシュタイナー

29

Michael Peusterミシャエル・ポイスター

1967年　ドイツ イーダー・オーバーシュタインに生まれる
1983年　宝石彫刻家ハインツ・ポストラーに師事
　　　　 16歳から宝石彫刻を学び始める
1991年　マイスター資格を取得、ポイスター工房を設立
　　　　 ドイツ宝石彫刻コンテストで優勝
2003年　タイのプミポン国王の胸像を製作

現在はカメオ彫刻家、宝石彫刻家として活躍中

Hans-Dieter Rothハンス・ディーター・ロート

・1948年生まれ
・3年間、リチャード・ハーンの工房で宝石彫刻を学ぶ
・25歳でマイスター資格を取得
・30歳でアトリエ開設
・58歳で芸術家に認定

代表作に　「石の聖書」　「シェークスピア戯曲」　
「古代カメオ・コレクション」　など
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（原寸）

30
『ムト』

31
『ネフェルティティの肖像』

─機械彫りカメオ─

Selected Jewelry of  the Month  J uly

※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。12 GSTV GSTV 13



癒しを運んでくれる
ボタニカルな輝きを身に纏ってみて。

32

33

34

35

32
K18GG ツァボライト ダイヤ チャーム TS 約0.80ct D 約0.04ct
重量：約２．４ｇ 縦：約１５．０ｍｍ 横：約１２．０ｍｍ 丸環内径：約３．０×７．０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5036025 ¥59,800-

耳元に生命力
どこまでも伸びていくツタは生命力が強く、唐草
模様は「長寿・繁栄」を意味する模様として親しま
れています。

Charm

33
K18YG ツァボライト カナリートルマリン ダイヤ ボタニカルリース 
ペンダントトップ TS 約0.55ct T 約0.30ct D 約0.13ct
重量：約２．３ｇ 縦：約１７．５ｍｍ 横：約１７．５ｍｍ 高さ：約５.0ｍｍ
バチカン内径：約７．０×２．０ｍｍ

5028419 ¥56,800-

34
K18YG ツァボライト ダイヤ リング TS 約0.90ct D 約0.01ct
重量：約３．１ｇ 最大幅：約１５．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5039819 ¥64,800-

鮮やかグリーンフラワー
発色の良いツァボライトでお作りしたフラワーリング。
中心にはダイヤを配してきらめきをプラスしました。

Ring

軽やかな透け感
マーキースカットのカナリートルマリンのお花の周囲を
ツァボライトの葉が取り巻いたような軽やかデザイン。

Pendant top

35
K18YG イエローダイヤモンド リーフ リング YD 約0.30ct
重量：約３．６ｇ 最大幅：約５．５ｍｍ 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

5031570 ¥99,800-

イエローリーフの存在感
イエローダイヤモンドをリーフのように配したリング。
迫力の煌めきと品格を感じるジュエリーです。

癒しを運んでくれる
ボタニカルな輝きを身に纏ってみて。
植物の生命力を感じるボタニカルジュエリー。
癒しを運んでくれるようなアイテムをチョイスしてみました。
植物の生命力を感じるボタニカルジュエリー。
癒しを運んでくれるようなアイテムをチョイスしてみました。

※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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癒しを運んでくれる
ボタニカルな輝きを身に纏ってみて。

32

33

34

35

32
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重量：約２．４ｇ 縦：約１５．０ｍｍ 横：約１２．０ｍｍ 丸環内径：約３．０×７．０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5036025 ¥59,800-
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模様は「長寿・繁栄」を意味する模様として親しま
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対応サイズ：８～２０号

5039819 ¥64,800-

鮮やかグリーンフラワー
発色の良いツァボライトでお作りしたフラワーリング。
中心にはダイヤを配してきらめきをプラスしました。
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重量：約３．６ｇ 最大幅：約５．５ｍｍ 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

5031570 ¥99,800-

イエローリーフの存在感
イエローダイヤモンドをリーフのように配したリング。
迫力の煌めきと品格を感じるジュエリーです。

癒しを運んでくれる
ボタニカルな輝きを身に纏ってみて。
植物の生命力を感じるボタニカルジュエリー。
癒しを運んでくれるようなアイテムをチョイスしてみました。
植物の生命力を感じるボタニカルジュエリー。
癒しを運んでくれるようなアイテムをチョイスしてみました。

※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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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／

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。7月の番組チェック！

川野 美津子小川 よしの大松 彰石橋 茜

大口 竜仁 大久保 絵弥大河原店長石井 珠代五十嵐 公司飯田 優人

伊佐 美紀

桐戸 寿之 栗原 直矢菊地 康雄菊地 岳史カピル・ミタル小俣 友里

小田切 秀弘大久保 洋子

渕野 泉 古屋 聡平野 生馬林田 達也濱野 恵野澤 明央

塗野 聖一沼田 正美

目黒 佐枝 やまやちほ宮下 賢一三沢 一章三浦 友幸MARI

保坂 建二古屋 貴司

吉田 真一郎吉倉 太

高井 清史 髙島 あやめ鈴木 昭一菅井 薫清水 雅弘齋藤 航

小山 泰治グレッグ・アーウィン

並木 孝之 西田 貴義夏井 和広内藤 秀治戸部 店長ディレン・ガンディ

田川 薫高橋 美涼

優森山 このみ茂木 歩松本 真依辻 直樹

石岡 麻奈美 田代 真弓

MCのご紹介

ジュエリーコメンテータ

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。

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。

GSTV
番組プログラム

頑張る女性に贈るジュエリーショー！頑張る女性に贈るジュエリーショー！頑張る女性に贈るジュエリーショー！

7月は24日㊏ひる12時～！

4DAYS

毎月第4土曜日
ひる12時～

July 2021

（五十音順）

（五十音順）

淺川 昌彦赤﨑 堅一朗

BS放送
特別追加枠

7月18日㊐ 12:00～12:59
BS-TBS特別放送
「麗しの宝石ショッピング」

7月26日㊊、27日㊋ 08:00～08:59
BSフジ特別放送
「ジュエリーライフSP」

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！

開催期間：
ポイント2倍対象期間：

ポイント2倍対象期間：

※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

7月7日㊌ 7月7日㊌ 0:00 ～ 7月8日㊍ 7:59まで

7月1日㊍ 0:00～7月5日㊊ 7:59まで

0時～26時まで

7月テーマ

ワンピーススタイルにジュエリーをプラス！

7/1㊍～4㊐まで

4DAYS期間中は ポイント2倍

GSTV FAN／ July 2021 GSTV FAN／ July 2021

※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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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。7月の番組チェック！
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伊佐 美紀
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小田切 秀弘大久保 洋子
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高井 清史 髙島 あやめ鈴木 昭一菅井 薫清水 雅弘齋藤 航
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田川 薫高橋 美涼

優森山 このみ茂木 歩松本 真依辻 直樹

石岡 麻奈美 田代 真弓
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ジュエリーコメンテータ

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。

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。
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番組プログラム

頑張る女性に贈るジュエリーショー！頑張る女性に贈るジュエリーショー！頑張る女性に贈るジュエリーショー！
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BS-TBS特別放送
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GSTV FAN／ July 2021 GSTV FAN／ July 2021

※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。16 GSTV GSTV 17



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5月に募集した「GSTVあるある ～フォースシー
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！！

5月に
募集した

第1回

大賞
試験前に限って部屋の片付がしたくなる PN. ひみつのアッコちゃんさん

なぜか鉛筆を両方削る人がいる PN. 小5ここなさん

第2回

大賞

PN. GSっ子大阪代表のヨコバーさん

辻さんはトーク中に「ほいで」という言葉をよく使う

シリマナイトの商品を紹介しているのは大体 大松さん

第3回

大賞

PN. ときわさん

商品が届く７週間後までにダイエットし間に合わせようと
意気込むが、間に合ったためしがない
でも頼んだ商品がリングじゃなかったので問題なし

PN. りあんさん

GSTVで購入した指輪を見た夫が「そんなの持ってたっけ？」と言われ
「結婚する前から持ってたよ」と答える
その数か月後、一緒に麗しの宝石ショッピングをみていると
その指輪が紹介されていて慌ててチャンネルを変える。

GSTVあるあるGSTVあるある ～フォースシーズン～～フォースシーズン～

ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！

例）

7月のお題
GSTVダジャレ選手権GSTVダジャレ選手権
こんなご時世だからこそ！
　　駄洒落で気分を盛り上げよう！
（ジュエリーにまつわることならなおGOOD） その塀、かっこいいねー（囲い＝塀）

塀ができたんだって、へー（塀）

小山泰治が鬼退治

かなり希少なカナリートルマリン

たいじ

GSTV FAN／ July 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スペシャリスト／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

　クラブガールのホリーに扮するオードリー・ヘプ
バーンの真珠のネックレスと、大きなダイヤモンド
風イヤリングのインパクトは忘れられないシーン
ですね。そして、バックには「ムーン・リバー」
の美しいメロディ。素敵！と思いつつ、肝心な
映画の内容をほぼ覚えていないことに気がつき
ました。情けない・・・。この度、内容を含めて
どんなジュエリーを観察できるか、改めて観て
みました。

　この映画の時代設定は、1940年代頃です。
主人公のホリーは、ティファニーに出入りでき
るような富を得ることと、自由な生き方にあこが
れる女性です。紆余曲折あったものの、最終的
には同じアパートの住人である作家と結ばれる
というハッピーエンドのお話。
　さて、ジュエリーに目を向けてみましょう。
本物の宝石こそ出てきませんが、ファッションに
合わせたコスチュームジュエリーが美しいこと！
大ぶりのサイズと彩り豊かなデザインは、かなり
こだわった仕立てであることが見受けられます。
主人公のホリーが出かける支度の最中、イヤリ
ングを着けながら、「耳飾りは男から女に贈る
値踏み表ね」という気になるセリフがあります。
どうやら、これらのコスチュームジュエリーにも
ランクがあることを匂わせています。
　戦時中、アメリカは自国のファッション産業

を奨励して産業の活力を維持していたとの
ことです。よって、消費は堅調でした。それに
合わせるお洒落なアクセサリーは、本物の
ジュエリーと同じ技術の作りで、ヨーロッパ
から職人達がNYに移住し、コスチューム
ブランドを立ち上げ制作していました。もちろん
アメリカ発も。ハリウッド女優が取り入れること
で、またたく間に一般に広がっていきます。宝石
は資産的価値を持ちますが、コスチューム
は、配色、デザイン、仕立てに価値を見いだし
ています。上質なものは、本物の代用品という
考えは全くなかったそうですよ。
　映画の中のホリーは、いつも慌ただしく支度
するのですが、時間がない割にはお洒落がき
まっています。上質なコスチュームだということ
でしょう。私たちは、本物も上手く組み合わせ
てお洒落を楽しめたらいいですね。

Vol.7

映画：ティファニーで朝食を（Breakfast at Tiffany's）　公開：1961年～
監督：ブレイク・エドワーズ　　出演：オードリー・ヘプバーン

─ ティファニーで朝食を ─
（Breakfast at Tiffany's）

it’s a MEGURO world

─ 第 31回 ─

※画像はイメージです。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

GSTV FAN／ July 2021
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「ルビー」
言わずと知れた「赤」の女王。ですが、、、その「赤」がそれぞれ産地によって表現が違うのもルビー
の魅力でしょう。概ね育つ環境も三つありまして、大理石起源（ミャンマー、ベトナム）玄武岩
起源（タイ）広域変成岩起源（マダガスカル、タンザニア、モザンビーク）と番組で現在扱われる
ルビーは大別されます。それぞれの特徴を見ていきましょう。

ミャンマー
主要な鉱山は三つ。非加熱で人気なのがモゴック産、完全性の高いルビー
が産出されます。アパタイトやスフェーンなどのおなじみ宝石がインクルー
ジョンで入ることも人気。一方、現代のミャンマールビーを量で支えたのが
モンスー産でこちらは中心部分に青い核（通称「青核」まんま）が残り加熱して
美しいルビーとなります。ナンヤン産もピンクが人気ですが最も北部で産出
されるため、なかなか見られることはないでしょう。

ベトナム
スタールビーで人気に火が付いたベトナム産。ミャンマーと同じく大理石起源
できれいなルビーが期待できます。特徴としては青みが斑のようにはいる
ところ。こちらも加熱でミャンマーに負けない美しさを誇ります。

タンザニア
マダガスカルに次いで人気が出たのがタンザニア。ルビーインゾイサイト
（ロンギド）ミャンマータイプ（モゴロゴ、大理石起源）スター（モゴロゴ）、
双晶が見えるもの、カラーチェンジなど様々なタイプのルビーがとられまし
たが、近年はほとんど見られなくなりました。

モザンビーク
そして現在アフリカンルビーを支えているのがモザンビーク。様々な品質、
タイプを世に送り出しています。品質のいいものはミャンマー産ピジョン
ブラッドにも匹敵するということで番組でも「クリムゾンレッド」「スカーレット
レッド」という特別呼称でご案内しています。

第7回 ~ J u l y ~

それぞれ独自の魅力を持つルビー、どれを選ぶかはあなた次第です！
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。

※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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深い赤色で、かつ強い赤色蛍光を持つ
ピジョン・ブラッドルビー！神秘的なお
色を感じて頂けます。
ID：3312906　PT900 非加熱ミャンマー産
ピジョンブラッドルビー ダイヤ リング

ご紹介頂き、ありがとうございます。６月1日より横浜元町ショールーム店長として着任
いたしました齋藤雄一と申します。以前は、催事チームの一員として北は北海道から
南は沖縄と、素敵なジュエリーを通じて多くのお客様と楽しい時間を過ごさせていただき
ました。これからは、異国情緒あふれる横浜元町にて、それぞれ個性のあるメンバーで
お客様とのお時間を楽しく過ごせたらと思っております。
今月号はファントムに代わり私、齋藤が私の誕生石でもあるルビーの商品をご紹介
させていただきます。

こちらの商品は各ショールームでご覧いただけます。各ショールーム
に普段ご覧いただけない特別なお品物が並んでおります。ぜひ、足を
お運びいただけましたら幸いです。ショールームスタッフを代表して、
皆様のご来店を心よりお待ちしております。 7月ショールーム詳細は

P42～45をご覧ください！

ペンダントは取り外し可能となります。
ルビーを18石18.45ctも使用している
ラグジュアリージュエリーとなります！
ID：3318952
K18WG ルビー ダイヤモンド ネックレス

横浜元町
ショールーム
店長 齋藤

神秘的なお色！

ペンダントが取り外せる

ピジョン・ブラッドルビー！

ラグジュアリージュエリー

ルビー18石
18.45ct

MONTHLY PHANTOM NEWS
マンスリー・ファントム・ニュース

こんにちは！ファントムことファントムなおやです。
いつもGSTVをご視聴いただきありがとうございます。

今回ファントム通信第3弾ということで、６月から新しく横浜元町ショールーム
の責任者として着任した、齋藤店長を紹介いたします。長年ジュエリー業界に
携わり、店長経験も豊富で、商品知識があり頼りになる存在です。横浜にお立ち
寄りの際は、是非横浜元町ショールームにも遊びにいらしてください。

Phantom NAOYA
Phantom of The GSTV 

ファントムなおや 検  索

7月の誕生石

GSTV FAN／ July 2021
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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

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／ July 2021

SummerSummer

GSTV プチコレクション 検索

https://gstvfan.jp/coordinate/new-trend/2021summer

Petit CollectionGSTVFAN.j
pで

  公開中！

華やかなカラーアイテムやシーズンモチーフ、夏気分が盛り上がるオトナ可愛いアイテムなど

今すぐコーディネートに取り入れたいジュエリー

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

￥20,000から。
が
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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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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 chain necklace guide GSTV chain necklace guide

「カラーダイヤ」って何？Q

　「カラーダイヤ」は無色を除く色味を持っているダイヤ

モンドのことを指します。また、ダイヤモンドの評価基準

となる４Cのカラーグレードには、無色で最高評価のDか

らZまで23段階あり、Zを超えたイエローダイヤとブラウン

ダイヤ、自然に色味がついたピンクやブルー、グリーン

などに関しては「ファンシーカラーダイヤモンド」と呼ば

れています。それに加え、特定の条件の色の変化が見ら

れる「カメレオンダイヤ」という特殊なカラーダイヤモンド

も存在します。

さまざまなカラーの
ファンシーカラーダイヤ

※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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※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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編集部より 最近SDGs（エスディージーズ）という言葉をよく見聞きする
ようになりました。「Sustainable Development Goals
（持続可能な開発目標）」の略ですが、これだけだとよく
わからないですよね。2015年の国連サミットで合意・採択
された、人類が抱えている課題を解決するために世界が取
り組むべきこと、とでも言えばよいのでしょうか。その項目は

大分類で17、具体的な項目がなんと169もあるそう。いわ
ゆるエコなどもその一つ。このような社会的活動は、これ
までは企業CSRなどでよく聞きましたが、SDGsは個人
レベルで世に広めていこうとしている感じですね。地球
を維持できなければ宝石も誕生しません。しっかり取り
組んでいかないと。とりあえずエコバックは必携です！

July 2021

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：ジュエリー通販のご利用が初めて
ということで、ご心配されたことと思います。
商品を気に入っていただけて、とても嬉しいで
す！これからもお客様にご満足いただける
ジュエリーをたくさん紹介していきますので、
どうぞご期待ください！

購入したピアリングを受け取りました。
つけているのを忘れてしまいそうなほど、
とても良い付け心地です。ジュエリーの
通販を初めて利用するので心配でしたが、
梱包も丁寧だったので、とてもよかったです。
また注文します。

スタッフ：いつもGSTVをご覧いただきあり
がとうございます。気になる点をしっかりと
ご確認いただいてからご購入ができるよう、
よりわかりやすい番組作りやWEBページ
作りを目指してまいります。貴重なご意見
ありがとうございます。

ペンダントトップの裏側の映像をTVで
もっと見せてほしいです。MCさんに
よっては商品の裏側を見せてくれる方
もいますが、WEBの商品動画でもペン
ダントトップの裏側や詳細をもっと見ら
れるようにしてもらいたいです。

スタッフ：チェーン商品の刻印については、
プレートや引き輪に刻印がされております。
小さなパーツのため、確認しずらい箇所でござ
います。万が一見当たらない場合は、お気軽に
お客様サービスセンターまでご相談ください。

ネックレスとブレスレットを合わせて購入し
たのですが刻印がどこにも見つからないの
ですが。

スタッフ：お客様番号をひとつに統合し、
ポイントもおまとめすることが可能です。
ぜひお客様サービスセンターまでご連絡
ください！

WEB登録と電話登録で、お客様番号
が複数できてしまいました。お客様番
号とポイントをひとつにまとめることは
可能ですか？

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

今月のCOVER

GSTV 検索

＊キャンセルについての詳細は41ページをご覧ください。

ID：5038708
PT950/K18YG ファンシーイエローダイヤモンド 
& ダイヤ ピアス 
YD 2.32ct D 0.44ct    
重量：約６．７ｇ 縦：約３７．０ｍｍ 横：約１１．０ｍｍ 
￥598,000-

ID：5034806
K18YG ブラウンダイヤモンド リング 
BRD 約3.00ct BRD 約0.40ct     
重量：約４．５ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ 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
￥998,000-
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