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PT950/K18PG H&Cダイヤモンド（リリーダイヤカット） 
& ピンクダイヤ ペンダントトップ 
D 約0.45ct（LI） PD 約0.10ct
重量：約２．０ｇ 縦：約１８．５ｍｍ 横：約８．５ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ 
バチカン内径：約３．５×１．４ｍｍ

5036886 ¥118,000-1
PT950/K18PG H&Cダイヤモンド（リリーダイヤカット） 
& ピンクダイヤ リング 
D 約0.45ct（LI） PD 約0.10ct
重量：約４．９ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号

5036887 ¥158,000-2
PT950 アヤナスピネル ダイヤ 花吹雪 リング 
SP 約1.20ct D 約0.10ct 
重量：約５．０ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5036241 ¥99,800-3

PT950 アヤナスピネル ダイヤ 花吹雪 ペンダントトップ 
SP 約1.10ct D 約0.17ct 
重量：約３．２ｇ 縦：約２５．０ｍｍ 横：約１０．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×１．７ｍｍ

5036242 ¥79,800-4

K18YG ブラウンダイヤモンド 白蝶貝 
サンカヨウリング BRD 約0.30ct
重量：約４．６ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 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

5028753 ¥89,800-5

K18YG ブラウンダイヤモンド 白蝶貝 
サンカヨウリバーシブル ペンダントトップ BRD 約0.45ct 
重量：約３．４ｇ 縦：約１４．５ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
バチカン内径：約５．５×２．０ｍｍ

5028752 ¥79,800-6

「春が、きた。」「春が、きた。」「春が、きた。」
やわらかな光の中、小花が咲き始める季節。
心もパッと花咲くようなジュエリーを身に着けて。

※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。

1

2

3

4

5

6

PT950/K18PG H&Cダイヤモンド（リリーダイヤカット） 
& ピンクダイヤ ペンダントトップ 
D 約0.45ct（LI） PD 約0.10ct
重量：約２．０ｇ 縦：約１８．５ｍｍ 横：約８．５ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ 
バチカン内径：約３．５×１．４ｍｍ

5036886 ¥118,000-1
PT950/K18PG H&Cダイヤモンド（リリーダイヤカット） 
& ピンクダイヤ リング 
D 約0.45ct（LI） PD 約0.10ct
重量：約４．９ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号

5036887 ¥158,000-2
PT950 アヤナスピネル ダイヤ 花吹雪 リング 
SP 約1.20ct D 約0.10ct 
重量：約５．０ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5036241 ¥99,800-3

PT950 アヤナスピネル ダイヤ 花吹雪 ペンダントトップ 
SP 約1.10ct D 約0.17ct 
重量：約３．２ｇ 縦：約２５．０ｍｍ 横：約１０．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×１．７ｍｍ

5036242 ¥79,800-4

K18YG ブラウンダイヤモンド 白蝶貝 
サンカヨウリング BRD 約0.30ct
重量：約４．６ｇ 最大幅：約１４．５ｍｍ 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

5028753 ¥89,800-5

K18YG ブラウンダイヤモンド 白蝶貝 
サンカヨウリバーシブル ペンダントトップ BRD 約0.45ct 
重量：約３．４ｇ 縦：約１４．５ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
バチカン内径：約５．５×２．０ｍｍ

5028752 ¥79,800-6

「春が、きた。」「春が、きた。」「春が、きた。」
やわらかな光の中、小花が咲き始める季節。
心もパッと花咲くようなジュエリーを身に着けて。

※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。



K18PG/WG ピンクサファイア 
ダイヤ チャーム PS 約1.36ct D 約0.02ct
重量：約２．２ｇ 縦：約２１．０ｍｍ 横：約１０．５ｍｍ
丸環内径： 約４．０×３．０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

7 5002907 ¥50,000-

愛らしい桜モチーフのチャーム。透明感
あるブリオレットカットのピンクサファイア
を揺れるように配し、まるでお花から
雫が滴るイメージに。花かごの取っ手
のような網目のつなぎも、お花モチーフ
と相まって素敵な印象です。

「A Castle on a cloud（天空の城） 」
雲の上のお城をイメージしたブローチ。
柔らかい雲をパール、お城を透明感ある
アクアマリンで表現。空想から生まれた
お城の幻想的な雰囲気を大切にデザイン
し、美しいジュエリーにお仕立てしました。

10
K18WG アコヤ真珠 マルチカラーストーン 
ペンダントブローチ 
P 約3.5-6.0mm AQ 約1.90ct 
IBS 約1.10ct D 約0.70ct MO 約0.50ct
重量：約１７．０ｇ  縦：約５３．０ｍｍ  横：約４１．５ｍｍ  
高さ：約１２．５ｍｍ  バチカン内径：約５．０×１．７ｍｍ 

5031794 ¥398,000-

「クラシカルバンド」
プリンセスカットのダイヤモンドを
エレガントかつ華やかに見えるよう
デザインしました。クラシカルな雰囲
気もありながら、スタイリッシュに装っ
ていただけるリングです。

12
PT950 ダイヤモンド リング 
D 約0.95ct  
重量：約７．６ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ 
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

5027733 ¥168,000-

「トレジャー（至宝）」
プレッシャーセッティングした中心の
ダイヤモンドを煌めく宝玉と見立て、
その周りを勾玉で守っているように
デザインしました。柔らかい丸みを感
じるスクエアシルエットは色々なアイ
テムとコーディネートしやすい形です。

11
PT950 ダイヤモンド ピアス 
D 約0.56ct 
重量：約３．０ｇ 縦：約１０．５ｍｍ 横：約１０．５ｍｍ
イヤリング：5030052（+16,000円）

5030051 ¥69,800-

PT950/K18PG/YG 
マルチカラーストーン ダイヤ リング 
IBS 約0.40ct PS 約0.32ct RB 約0.30ct 
AM 約0.15ct SA 約0.08ct GA 約0.07ct D 約0.05ct   
重量：約８．９ｇ  最大幅：約１４．５ｍｍ 
最小幅：約２．０ｍｍ  高さ：約７．０ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号

9 5031023 ¥138,000-

「フラワーガーデン」
お庭に咲いたお花の可愛らしさと立体感を表現したフラワーガーデンシリーズ。
ゴージャスな雰囲気も意識してお仕立てをし、装いの中でジュエリーという
存在を感じられるアイテムです。

PT950/K18PG/YG 
マルチカラーストーン ダイヤ ネックレス 
RB 約0.40ct PS 約0.28ct AM 約0.15ct D 約0.05ct 
IBS 約0.05ct GA 約0.03ct SA 約0.02ct
重量：約５．８ｇ トップ縦：約１６．０ｍｍ 
トップ横：約１７．５ｍｍ トップ高さ：約８．５ｍｍ 
バチカン内径：約４．０×３．０ｍｍ 
長さ：約４５ｃｍ 幅：約０．９ｍｍ フィニッシュピン

8 5034262 ¥99,800-

─フラワーガーデン─

Flower Garden

─天空の城─

A Castle on a cloud

─トレジャー（至宝）─

Treasure

─クラシカルバンド─

Classcal Band
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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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※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。



14
純金 リング    
重量：約４．９ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
対応サイズ：１０～１８号 リサイズ不可 

5033606 ¥89,800-

13
純プラチナ リング    
重量：約５．８ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
対応サイズ：１０～１８号 リサイズ不可 

5033607 ¥49,800-

15
PT950/K18PG ダイヤモンド リング 
D 約1.20ct 
重量：約８．４ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5033156 ¥158,000-

16
PT950/K18PG 
ブラックダイヤモンド（トリート） リング 
BLD 約1.30ct
重量：約８．７ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約６．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5033157 ¥128,000-

17
K18YG ブラウンダイヤモンド ピアス
BRD 約0.20ct   
重量：約０．９ｇ 縦：約６．０ｍｍ 横：約６．０ｍｍ

5012701 ¥29,800-

18
K18PG/WG/YG ブラックダイヤモンド
（トリート） ピンクサファイア エメラルド 
ブラウンダイヤ ペンダントトップ 
BLD 約0.40ct PS 約0.30ct 
EM 約0.10ct BRD 約0.05ct
重量：約３．６ｇ 縦：約２８．０ｍｍ 横：約２４．０ｍｍ 
高さ：約６．５ｍｍ 
バチカン内径：約４．５×３．０ｍｍ

5017484 ¥79,800-

19
K18YG パライバトルマリン & 
ピンクトルマリン ブラウンダイヤ ルビー 
ペンダントトップ 
PRT 約0.40ct T 約0.23ct 
BRD 約0.06ct RB 約0.03ct
重量：約１．６ｇ 縦：約１６．５ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ 
高さ：約６．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5019636 ¥44,800-
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─ピュアローズ─
Pure Rose

─ワイルドローズ─
Wild Rose

─ダークローズ─
Dark Rose
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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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18
K18PG/WG/YG ブラックダイヤモンド
（トリート） ピンクサファイア エメラルド 
ブラウンダイヤ ペンダントトップ 
BLD 約0.40ct PS 約0.30ct 
EM 約0.10ct BRD 約0.05ct
重量：約３．６ｇ 縦：約２８．０ｍｍ 横：約２４．０ｍｍ 
高さ：約６．５ｍｍ 
バチカン内径：約４．５×３．０ｍｍ

5017484 ¥79,800-

19
K18YG パライバトルマリン & 
ピンクトルマリン ブラウンダイヤ ルビー 
ペンダントトップ 
PRT 約0.40ct T 約0.23ct 
BRD 約0.06ct RB 約0.03ct
重量：約１．６ｇ 縦：約１６．５ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ 
高さ：約６．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5019636 ¥44,800-

装
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─ピュアローズ─
Pure Rose

─ワイルドローズ─
Wild Rose

─ダークローズ─
Dark Rose
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19

14

※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。



22

2320

21

スピネルの中でもコバルトカラーはとても珍しく、コレ
クター垂涎の的。知的な印象の青の宝石を中心に、まるで
貴婦人のドレスや宮殿の装飾を彷彿とさせるデザイン
です。きらびやかな社交界で登場するようなリングを
お楽しみください。

23
PT950 コバルトスピネル ダイヤ（リリーダイヤカット） 
& ダイヤ リング 
SP 2.193ct D 2.20ct（LI） D 1.57ct 
重量：約１９．４ｇ 最大幅：約１９．０ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ 高さ：約１５．０ｍｍ 
基本サイズ：１３号

5017372 ¥1,680,000-

希少な２カラットアップの美しいヴィヴィッドカラールビー
を配したリング。リリー社で研磨されたダイヤモンドを
バランス良く配置し、ルビーの美しさを引き立てています。
端正かつゴージャスな印象にお仕立てしました。

22
PT950 モザンビーク産非加熱ルビー 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 
RB 2.016ct D 1.68ct(LI) 
重量：約１０．７g 最大幅：約１２．０㎜ 最小幅：約２．５㎜ 高さ：約６．５ｍｍ　
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

5033824 ¥1,680,000-

静けさをたたえたような格調高いイメージのヒスイ。
その中でも「ろうかん」と名付けられるものは、ヒスイの中
でもトップクオリティ。ツルの先になった実をイメージし
動きをつけたデザインは、従来のヒスイリングにはない
独創性を感じます。

20
K18WG ロウカンヒスイ ダイヤ リング 
J 4.34ct D 0.54ct 
重量：約７．９ｇ 最大幅：約１５．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１２号

5015176 ¥2,680,000-

温かみを感じる緑が魅力の、コロンビア産エメラルドの
リング。オイル処理がされてないエメラルドはなかなか
出会うことがなく、とても希少です。大きく美しく結晶
成長ができた貴重なエメラルドをご堪能ください。

21
PT950 コロンビア産ノンオイルエメラルド H&Cダイヤ 
& ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
EM 1.575ct D 0.85ct（LI） D 0.50ct（LI）  
重量：約９．０ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5031414 ¥1,980,000-

Selected Jewelry of  the Month  M arch Selected Jewelry of  the Month  M arch

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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クター垂涎の的。知的な印象の青の宝石を中心に、まるで
貴婦人のドレスや宮殿の装飾を彷彿とさせるデザイン
です。きらびやかな社交界で登場するようなリングを
お楽しみください。

23
PT950 コバルトスピネル ダイヤ（リリーダイヤカット） 
& ダイヤ リング 
SP 2.193ct D 2.20ct（LI） D 1.57ct 
重量：約１９．４ｇ 最大幅：約１９．０ｍｍ 最小幅：約３．５ｍｍ 高さ：約１５．０ｍｍ 
基本サイズ：１３号

5017372 ¥1,680,000-

希少な２カラットアップの美しいヴィヴィッドカラールビー
を配したリング。リリー社で研磨されたダイヤモンドを
バランス良く配置し、ルビーの美しさを引き立てています。
端正かつゴージャスな印象にお仕立てしました。

22
PT950 モザンビーク産非加熱ルビー 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 
RB 2.016ct D 1.68ct(LI) 
重量：約１０．７g 最大幅：約１２．０㎜ 最小幅：約２．５㎜ 高さ：約６．５ｍｍ　
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

5033824 ¥1,680,000-

静けさをたたえたような格調高いイメージのヒスイ。
その中でも「ろうかん」と名付けられるものは、ヒスイの中
でもトップクオリティ。ツルの先になった実をイメージし
動きをつけたデザインは、従来のヒスイリングにはない
独創性を感じます。

20
K18WG ロウカンヒスイ ダイヤ リング 
J 4.34ct D 0.54ct 
重量：約７．９ｇ 最大幅：約１５．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１２号

5015176 ¥2,680,000-

温かみを感じる緑が魅力の、コロンビア産エメラルドの
リング。オイル処理がされてないエメラルドはなかなか
出会うことがなく、とても希少です。大きく美しく結晶
成長ができた貴重なエメラルドをご堪能ください。

21
PT950 コロンビア産ノンオイルエメラルド H&Cダイヤ 
& ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
EM 1.575ct D 0.85ct（LI） D 0.50ct（LI）  
重量：約９．０ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5031414 ¥1,980,000-

Selected Jewelry of  the Month  M arch Selected Jewelry of  the Month  M arch

※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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28
K18YG 血赤サンゴ ダイヤ ペンダントトップ
COR 約4.00ct D 約0.18ct
重量：約３．０ｇ 縦：約２５．５ｍｍ 横：約１７．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
バチカン内径： 約４.０×２．５ｍｍ

5024363 ¥118,000-

24
K18WG アクアマリン ダイヤ 
ダブルクロスペンダントトップ 
AQ 約0.70ct D 約0.06ct 
重量：約１．２ｇ 縦：約１４．５ｍｍ 横：約１５．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
バチカン内径： 約４.０×１．９ｍｍ

5031278 ¥39,800- 25
PT950 アクアマリン ダイヤ ネックレス 
AQ 約0.15ct D 約0.05ct
重量：約１．６ｇ トップ縦：約１１．５ｍｍ トップ横：約３．５ｍｍ 
トップ高さ：約３．０ｍｍ
バチカン内径：約５．０×０．８ｍｍ 長さ：約４５ｃｍ 幅：約０．９ｍｍ 
フィニッシュピン

5038064 ¥26,800-

30
PT950 モモサンゴ チャーム 
COR 約3.60ct
重量：約３．６ｇ 縦：約３１．０ｍｍ 横：約６．０ｍｍ
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。

5033611 ¥39,800-

26
K18WG 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 約1.50ct D 約0.12ct 
重量：約４．５ｇ 最大幅：約６．５ｍｍ 最小幅：約２．４ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号

5014709 ¥91,000-

29
K18YG 血赤サンゴ ブラウンダイヤ リング
COR 約2.50ct BRD 約0.13ct 
重量：約４．７ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約５．０ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5036549 ¥118,000-

31
K18YG モモサンゴ ブラウンダイヤ リング
COR 約6.00ct BRD 約0.10ct 
重量：約５．３ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約７．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5019224 ¥88,800-

27
K18WG サンタマリアアフリカーナ アクアマリン 
ピンキーリング AQ 約1.60ct 
重量：約２．９ｇ 最大幅：約５．６ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：１～１８号

5015742 ¥59,000-

The Birthstone of March

― 3月の誕生石 ― 
3月の誕生石はアクアマリン、モルガナイト、サンゴ。

それぞれの石言葉に想いを馳せて、ジュエリーを選んでみてはいかがでしょう。

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！

好評連載中！

P24に掲載！

Aquamarine
― アクアマリン ― 

石言葉は「沈着」「勇敢」「聡明」。

Coral
― サンゴ ― 

石言葉は「確実な成長」「聡明」「幸福」など。

※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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K18YG 血赤サンゴ ダイヤ ペンダントトップ
COR 約4.00ct D 約0.18ct
重量：約３．０ｇ 縦：約２５．５ｍｍ 横：約１７．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
バチカン内径： 約４.０×２．５ｍｍ

5024363 ¥118,000-

24
K18WG アクアマリン ダイヤ 
ダブルクロスペンダントトップ 
AQ 約0.70ct D 約0.06ct 
重量：約１．２ｇ 縦：約１４．５ｍｍ 横：約１５．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
バチカン内径： 約４.０×１．９ｍｍ

5031278 ¥39,800- 25
PT950 アクアマリン ダイヤ ネックレス 
AQ 約0.15ct D 約0.05ct
重量：約１．６ｇ トップ縦：約１１．５ｍｍ トップ横：約３．５ｍｍ 
トップ高さ：約３．０ｍｍ
バチカン内径：約５．０×０．８ｍｍ 長さ：約４５ｃｍ 幅：約０．９ｍｍ 
フィニッシュピン

5038064 ¥26,800-

30
PT950 モモサンゴ チャーム 
COR 約3.60ct
重量：約３．６ｇ 縦：約３１．０ｍｍ 横：約６．０ｍｍ
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。

5033611 ¥39,800-

26
K18WG 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 約1.50ct D 約0.12ct 
重量：約４．５ｇ 最大幅：約６．５ｍｍ 最小幅：約２．４ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号

5014709 ¥91,000-

29
K18YG 血赤サンゴ ブラウンダイヤ リング
COR 約2.50ct BRD 約0.13ct 
重量：約４．７ｇ 最大幅：約１１．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約５．０ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5036549 ¥118,000-

31
K18YG モモサンゴ ブラウンダイヤ リング
COR 約6.00ct BRD 約0.10ct 
重量：約５．３ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約７．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5019224 ¥88,800-

27
K18WG サンタマリアアフリカーナ アクアマリン 
ピンキーリング AQ 約1.60ct 
重量：約２．９ｇ 最大幅：約５．６ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：１～１８号

5015742 ¥59,000-

The Birthstone of March

― 3月の誕生石 ― 
3月の誕生石はアクアマリン、モルガナイト、サンゴ。

それぞれの石言葉に想いを馳せて、ジュエリーを選んでみてはいかがでしょう。

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！

好評連載中！

P24に掲載！

Aquamarine
― アクアマリン ― 

石言葉は「沈着」「勇敢」「聡明」。

Coral
― サンゴ ― 

石言葉は「確実な成長」「聡明」「幸福」など。

※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。



PT950/K18PG ムンシュタイナーカット シトリン タンザナイト 
アクアマリン ピンクトルマリン ダイヤ リング 
CI 約4.50ct TA 約0.60ct AQ 約0.40ct T 約0.10ct 
D 約0.03ct   
重量：約９．６ｇ  最大幅：約１７．０ｍｍ  最小幅：約２．０ｍｍ  高さ：約７．０ｍｍ
対応サイズ：８～１２号 リサイズ不可

32 5035255 ¥299,000-

力強い夕焼けを感じさせるオレンジ系大粒シトリンが印象
的なリング。コンテクストカットとスピリットサンカットを
中心から半分に配することで、カットの大胆さと細やかな
カットとのコントラストが相乗効果を生み出しています。

PT950/K18YG ムンシュタイナーカット ロードライトガーネット 
シトリン サンストーン ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
GA約 3.00ct CI 約2.00ct SS 約1.70ct D 約0.18ct（LI）  
重量：約９．３ｇ  最大幅：約２２．５ｍｍ  最小幅：約２．５ｍｍ  高さ：約６．５ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号

33 5034490 ¥348,000-

抱き合わせのスタイルをデザインのベースにし、複数の
ムンシュタイナーカットをバランスよく集合させたリン
グです。透明感のある宝石の魅力と、サンストーンが呈
しているインクルージョンの魅力を一つに配すること
で、宝石を眺める楽しさも満喫していただけます。

Aniello Pernice

アニエッロ・ペルニーチェ作

34
『La Primavera』

32

33

5029798
シェルカメオ カメオ 約69×110mm 額装
額サイズ 縦：約４８ｃｍ 横：約３８ｃｍ
￥998,000-

34

【額装】

Aniello Pernice
アニエッロ・ペルニーチェ

カメオ彫刻で歴代知られた
PERNICE家の四代目で、シェル
カメオ作家として芸術性の高さから
世界的な名声を誇るイタリアの巨匠。

※商品画像は原寸です。

Selected Jewelry of  the Month  M arch

※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。

ムンシュタイナー

PT950/K18PG ムンシュタイナーカット シトリン タンザナイト 
アクアマリン ピンクトルマリン ダイヤ リング 
CI 約4.50ct TA 約0.60ct AQ 約0.40ct T 約0.10ct 
D 約0.03ct   
重量：約９．６ｇ  最大幅：約１７．０ｍｍ  最小幅：約２．０ｍｍ  高さ：約７．０ｍｍ
対応サイズ：８～１２号 リサイズ不可

32 5035255 ¥299,000-

力強い夕焼けを感じさせるオレンジ系大粒シトリンが印象
的なリング。コンテクストカットとスピリットサンカットを
中心から半分に配することで、カットの大胆さと細やかな
カットとのコントラストが相乗効果を生み出しています。

PT950/K18YG ムンシュタイナーカット ロードライトガーネット 
シトリン サンストーン ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
GA約 3.00ct CI 約2.00ct SS 約1.70ct D 約0.18ct（LI）  
重量：約９．３ｇ  最大幅：約２２．５ｍｍ  最小幅：約２．５ｍｍ  高さ：約６．５ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号

33 5034490 ¥348,000-

抱き合わせのスタイルをデザインのベースにし、複数の
ムンシュタイナーカットをバランスよく集合させたリン
グです。透明感のある宝石の魅力と、サンストーンが呈
しているインクルージョンの魅力を一つに配すること
で、宝石を眺める楽しさも満喫していただけます。

Aniello Pernice

アニエッロ・ペルニーチェ作

34
『La Primavera』

32

33

5029798
シェルカメオ カメオ 約69×110mm 額装
額サイズ 縦：約４８ｃｍ 横：約３８ｃｍ
￥998,000-

34

【額装】

Aniello Pernice
アニエッロ・ペルニーチェ

カメオ彫刻で歴代知られた
PERNICE家の四代目で、シェル
カメオ作家として芸術性の高さから
世界的な名声を誇るイタリアの巨匠。

※商品画像は原寸です。

Selected Jewelry of  the Month  M arch

※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。

ムンシュタイナー



ぽかぽか陽気に思わずメイクも春色になる季節。
あえてのモノトーンコーデで都会的なイメージに！

春色メイクにチェンジしたら春色メイクにチェンジしたら

モノトーンアイテムで
引き締めコーデ
モノトーンアイテムで
引き締めコーデ

36

37

35
35
K18YG ブラウンダイヤモンド オニキス チャーム 
BRD 約0.16ct 
重量：約２．８ｇ 縦：約２０．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ
丸環内径：約７．５×１１．５ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5014546 ¥37,000-

大振りブラック
流行中の大振りアイテムでトレンドアピール。
つややかなオニキスがお顔周りを引き締め
ます。

Charm

36
K18YG 白蝶貝 オニキス ペンダントトップ 3点セット 
重量：約３．９ｇ 縦：約１９．０ｍｍ 横：約１８．５ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
バチカン内径：約４．８×１．６ｍｍ
※３つ重ねてセットした時のサイズです

5017946 ¥69,800-

馬蹄Black＆White
人気の馬蹄モチーフをモノトーンに。
ゴールドを合わせて高級感をプラス。
単品使いも◎。

Pendant Top

37
K18YG オニキス 白蝶貝 ダイヤ リング 2本セット 
D 約0.04ct
重量：約６．２ｇ 最大幅：約９．０ｍｍ 最小幅：約１．６ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5031579 ¥99,800-

クールなレディ
コーデの幅が広がるモノトーン２色リングの
セット。さりげなく添えたダイヤがポイント。

Ring

モノトーンアイテムで
引き締めコーデ
モノトーンアイテムで
引き締めコーデ

3

※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。
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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1月に募集した「GSTV的ニックネーム（あだ名）
～セカンドシーズン～」の大賞を発表します！

番組へのリクエストやご意見はコチラ

「GSTV FANアワー宛」と明記してメールを送信してください。
jp-studio@gstv.jp

プロデューサーYo!からのお願い…
毎回募集するお題で大賞に選ばれた方には、
ご希望の出演者のサイン入り番組ガイド誌 
GSTV FANをプレゼント！

毎週水曜２１時～

大賞をご紹介！！1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！

3月の

お題 大募集！
世代ギャップにショックを受けた話を教えてください！

第1回

大賞 PN. Lotusさん

第2回

大賞

・「そのセーターかわいいね」と言ったら「ニットですね」と訂正された…
・「ちょっとタンマ」と言っているのに全然やめてくれない…
・「写メ」送ってといわれたらポカーン⁉とした顔をされた…

例）

ジェネレーションギャップを痛感したことジェネレーションギャップを痛感したこと

大久保 洋子さん → OKB２４

PN. ここっちさん西田 貴義さん → いちびりサーファー

PN. 見る栄養剤さん小山 泰治さん → 踊る肉塊

PN. ダイナマイト漆黒さん小田切 秀弘さん → イケメンゴリラ

第3回

大賞

PN. ウイーちゃんさん宮下 賢一さん → 水揚げされた深海魚

PN. ゆきみだいふくさん田代 真弓さん → 結婚相談所の女社長

PN. おぎくぼセレブちょこぱんさん小田切 秀弘さん → 上品なイノシシ

第4回

大賞

PN. bucciさん吉倉 太さん → 風呂上りのウーパールーパー

PN. おぎくぼセレブちょこぱんさん大河原 幸一さん → 床屋のモデル

PN. ぷにぷに肉球さん桐戸 寿之さん → 霊感商法の壺を買わされた被害者

PN. ゆきみだいふくさん平野 生馬さん → ドラフト一位指名

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～

GSTV FAN／March 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

─  山 　猫  ─

イッツア目黒ワールド

it’s a MEGURO world

─ 第 27回 ─

　1963年カンヌ国際映画祭グランプリに輝いた
イタリア映画「山猫」は、イタリアがまだ小国に分か
れていた1860年代後半のシチリア王国が舞台。
近代国家に変革する時代に生きるシチリア貴族
の斜陽を描いた、もの悲しさを感じるストーリー
ですが、注目は、今のイタリア美学に通じる豪華
絢爛な衣装とジュエリーです。
　シチリアは、歴史的に他国に支配された時代が
あり、異文化を取り入れ熟成したようなセンスが入
ることも特徴と言えます。映画の冒頭で見るそよ風
と太陽から感じる自由なイメージと真逆の、窮屈さ
を感じる生き方と装いが興味をそそりますね。

　今回取り上げるのは、エナメル、色石、カメオを
ミックスしたジュエリーと、レース、リボン、刺繍、花
のヘアピースと共に装う、過剰なほど装飾を盛り
込んだ重 し々い荘厳な身のこなしです。貴婦人も
若い令嬢も、珊瑚やシェルに彫ったカメオを身に
つけています。そして、宝石とエナメルを共に仕立
てたジュエリーとレースを合わせて見せることが多
く見られます。
　ジュエリーに対する考え方を掘り下げてみま
しょう。中世の頃からは特に礼拝や信仰に関する
ジュエリーが大事にされ、相続品の財産目録に載
せるほど貴重品でした。人々は、カメオの彫刻に
は霊力が宿ると考えていました。アンセーニュ*が
ジュエリーを身に着ける軸として位置づけられ
ます。一流の宝石細工師は、物語や神話や詞
の意味を取り入れた彫刻、エナメル細工と宝石

の美しい色彩のコントラストで美の基準を保つ
ことを使命としていました。つまり、細工の中に
知性が要求されたのですね。
　これを裏付ける印象的な言葉があります。伝統
を捨て移りゆく時代の変化の中で1851年頃に宝
石商がつぶやくのは、「・・・宝石の受け座を作って、
そこにセッティングするだけでいい、今は私に求めら
れているのはただそれだけ・・・」という憂いた言葉。
　今の私たちは、装飾を削ぎ落として、シンプルさ
を追求したジュエリーが素敵に感じますが、特に
意味がない宝石の配置が求められる時代を嘆き
悲しんでいたのですね。流行は繰り返されると言い
ますが、シンプルさに飽きたら、装飾を盛っていく
時代がいつか来るのでしょうか。そんな考えで
ジュエリー談義をするのも楽しみのひとつですね。

※画像は
　イメージです。

映画の中のジュエリー Vol.3

映画：山猫（Il gattopardo）　公開：1964年1月　　監督：ルキーノ・ヴィスコンティ　
出演：バート・ランカスター／アラン・ドロン／クラウディア・カルディナーレ

＊アンセーニュ：巡礼を済ませてきた聖地の記念として身につける標章のこと。
この俗界で忠誠を表わすために身につけるブローチ類に相当。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

GSTV FAN／March 2021



SpringSpring

GSTV プチコレクション 検索

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

春の装いにぴったりのアイテムをご紹介しております。

Petit CollectionGSTVFAN.j
pで

  新登場！

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！
うららかな陽気を楽しみたくなるカラーストーンやモチーフなど

自動音声応答システムで自動音声応答システムで

ご注文確認や配送指定変更
が

ご注文確認や配送指定変更
が

できるようになりました！できるようになりました！

＼GSTVのご注文がもっと便利に！／

詳しいご利用方法はP38で！→

ご注文当日（23時59分まで）のご注文確認と配送指定
日時の変更、キャンセルを承ります。

当日以外のご注文確認と配送指定日時の変更も可能に
なりました。※既に発送手続きが進んでいる場合は承ることができません。

確認、キャンセルはオーダー専用番号から：0120-570-243

自動応答

素早く！

GSTV FAN／March 2021

　「華麗なるベリリウム一族」
　青い空がまぶしく感じるようになる3月。その色がそのまま
宝石の色となった3月の誕生石、アクアマリン。今月はそのアク
アマリンにも含まれる、スーパー遷移元素「ベリリウム」関連の
宝石たちをご紹介しましょう！

　いわゆる「ベリル」というとアクアマリンはじめ、モルガナイト、
エメラルドなどですが、化学組成は「Be3Al2Si6O18」。これに水
酸基（OH）が加わると、、、アニメで大人気になったユークレース
「BeAlSiO4（OH）」になります。エメラルドと共生してコロンビア
産が有名です。
　ベリリウムの単純な鉱物フェナカイト「Be2SiO4」も人気です
ねー。そしてベリリウム関連で忘れてはいけないのがアレキサンド
ライト、キャッツアイを擁するクリソベリル！「BeAl2O4」ベリルと
組成は似ていますが、Si（ケイ酸）が含まれません。どちらかという
とコランダム「Al2O3」に近く、ベリル族より硬度も高めです。
　さらに人気急上昇のスーパーレアストーン、ターフェアイト
「Mg3Al8BeO16」。そしてモル比の違いでよりレアになるマスグ
ラバイト「Mg2Al6BeO12」もベリリウムを含んでいますね。
　メジャーなケイ酸塩、酸化アルミニウム系だけではありませ
んよー。リン酸塩（アパタイトなど）グループの中でベリリウム
を含むタイプも大人気です。
　ベリロナイト「NaBePO4」キャッツアイも人気。
　ヘルデライト「CaBe（PO4）F」きれいなフォレストグリーンが
ねらい目。
　ホウ酸塩（トルマリンなど）グループからはハンバーガイト（ハン
ベルジャイト）「Be2BO3OH」。それぞれジュエリーで見られたら
ラッキーです！！
　ほかにも、、、はい？
文字数オーバー！？つ、追加できな
いの？お名残り惜しいですが、ぜひ
キラキラベリリウム宝石たち、狙っ
てみてください！

1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！
1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！

アクアマリン
これぞサンタマリア、ブラジル産！　　　
五十嵐さん所蔵。

アレキサンドライト
さすが帝王！！

マスグラバイト
んじゃこれはギネス越え！？　　　　　　　
カピルさん所蔵。

ターフェアイト
「ギネスストーン」の異名を持ちます。　
カピルさん所蔵。

ユークレース
アクアマリンをこえる青。

フェナカイト
ライバルはゴシェナイト。
カピルさん所蔵。

第三回 ~March~

＊本記事の作成に五十嵐さんとカピルさんにご協力いただきました。ありがとうございました！

【白熱灯下での変色効果】

【白熱灯下での変色効果】

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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ジュエリー＆宝石情報サイト「GSTV FAN」

新しいジュエリー文化を創造する

WEBサイト「GSTV FAN」を是非チェックしてください！

ジュエリーや宝石の様々な情報を発信！
毎月発行の番組ガイド誌「GSTV FAN」も掲載。
また、トレンドに合わせた独自の特集も展開しています。

https://gstvfan.jp/

いつでもどこでも
気軽にチェック！

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://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！

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

GSTVのジュエリーをピックアップして紹介中！

ID： @gstv_official

ジュエリー
写真が
たくさん！

フォロー&いいね
お願いします！

ジュエリー情報通は
要チェック！

GSTVofficial

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！

GSTVが

本気で取組
む

YouTube!

動画コンテンツ
続々配信中！

@GSTV_ jp GSTV
最新情報を
チェック！

フォロー
＆

登録して
ね♪フォロー
＆

登録して
ね♪

GSTV

Facebook

Twitter

www.facebook.com/gstv.jp

オススメ商品や
セール&イベント情報も！

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

0120-160-243
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日、第2水曜日

　ショールームでは限定商品や過去TVでオンエアされた商品を多数展示し、居心地の良い
アットホームな空間でお買い物を楽しんでいただいております。定期的に開催しているイベント
も大変好評いただいております。

　またショールームではジュエリーに関する様々なご相談を
お客様に寄り添って親身に対応させていただいております。

　Face to Faceだからこそ、ショールームがあることで安心
してお買い物が出来るとのお声を励みに、今後もお客様へ
安心を提供できるショールームである様、スタッフ一同努め
て参ります。

　大阪ミナミの中心地である「なんば」からのアクセスも良い
ため是非一度お越しくださいませ。

　スタッフ一同、ご来店を心よりお待ちしております。

日頃よりGSTVをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
皆様との出会いを大切に「お客様」と「GSTV」の懸け橋となる様、努めてまいります。
関西圏のお客様に限らず、ご質問などがある際はお気軽にお問い合わせをいただけ
たら幸いです。心斎橋周辺へいらした際は、是非お立ち寄りください。

GSTVショールームの１号店である心斎橋SRは
　　沢山のお客様にご愛顧いただき
　　　　3月3日で９周年を迎えることが出来ました。

左から）寺本・勝又

左から）上野・勇元・小坂

店長：戸部

ゆっくりご覧いただける隠れ家のような佇まい

心斎橋ショールーム心斎橋ショールーム

◇修理やクリーニング等のアフターメンテナンス
◇TVでオンエアしている商品を試着したい、大きさはどうか？
　などサンプル商品の取寄せ
◇ルース販売やフルオーダーなどのご相談 など・・・

（商品により、対応できないものもございます）

（対応ができないケースもございますので、まずはご相談ください）

GSTV FAN／March 2021



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。
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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！

「キャッツアイ」って何？Q

　宝石における「キャッツアイ」とは宝石表面に見ることが

できる、猫の目のような一条の光が現れる光の効果のこと

です。「シャトヤンシー」や「変彩効果」と呼ばれることも

あります。この効果も内包される針状結晶やチューブ状の

インクルージョン、平行に発達した成長組織などを持つ宝石

を「キャッツアイ」が美しく見えるようカボッションにカット

することによって現れます。一般的にクリソベリルに「キャッツアイ」が出ている

クリソベリル・キャッツアイが有名ですが、エメラルドやオパール、アパタイト、

クォーツなどの宝石にも希に見ることができます。

クリソベリル・キャッツアイ
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編集部より 筆者がよく行くラーメン屋があります。豚骨ベース
のいわゆる「家系ラーメン」で、絶品ではないのです
が、そこそこに美味しい。他にも醤油、みそ、煮干し、
魚介など、いろんなベースのラーメンもあり、それらも
全部そこそこに美味しい。ふと気づいたのが日常生
活の中で「そこそこいい」って大事ということ。それって

飽きられないということですよね。とかく高級感や
特別感がジュエリーには求められます。質のいい
宝石を使った商品は当然、高くて絶品です。それは
どこでも同じ。GSTVのジュエリーは日常生活に溶け
込むことができるFairPriceなジュエリー。ぜひ日常生活
の一部としてGSTVを楽しんでください！

March 2021

スタッフ：商品をお気に召していただき、大変嬉しいです！
これからも、お客様のジュエリーライフに花を添えることが
できるよう、商品開発に努めてまいります。
今後ともGSTVをよろしくお願いいたします！

指輪が到着しました。素晴らしい商品で、とても嬉しい
です。着け心地が良く、大変気に入りました。大切にし
ますね。多くの皆さまがこのリングに関わって、私の手元
に届いていると思うと、感慨深く、本当に有り難いです。
これからも楽しい番組とステキな商品を期待しています。

スタッフ：可能です。ショールームで
お受取りの場合、金具の使用方法や刻
印の位置など、気になる点をその場で
ご質問いただけますので安心です。
ショールームは東京有明、横浜、大阪、
神戸、福岡と5店舗ございます。
ご希望のお客様はご注文時にオペレー
ターにお申し付けください。

注文品をショールームで受け取ること
は出来ますか？

スタッフ：番組で紹介したジュエリーアレンジを
参考に、ジュエリーライフを楽しんでいただけている
とのこと、大変嬉しいです！お寄せくださったご意見
をもとに、これからもお客様に喜んでいただけるよう、
さまざまな情報を発信してまいります。引き続き
番組をお楽しみください！

番組でゲストの女性が、ブローチのアレンジ方法
を教えてくださり、日々のジュエリーアレンジに役
立っています。本当にありがとうございます。
パールネックレスの時も、結ぶアレンジ方法を教え
てくださっていましたが、バリエーション豊富に
楽しみたいので、結ぶ以外の方法も教えていた
だけると嬉しいです！

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!

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：GSTVの願いは宝石ファンが増え
ていくこと。番組を通して宝石に関心をお持
ちいただけたことは、とても嬉しいです！
これからもお客様に喜んでいただける商品
作りに励み、宝石ファンがもっともっと増えて
ほしいと願っています！

GSTVを見るようになってから宝石に興
味が湧き、今では宝石を知ることも、購入
することも大好きになりました！　

デザインや価格、宝石のグレードに至る
まで、他ではGSTVに勝るジュエリーに
出会えません。これからもステキな商品
を見せてください。

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39ページをご覧ください。

ID：5038056
PT950 モルガナイト アクアマリン 
ダイヤ リング 
MOR 21.18ct AQ 3.35ct D 0.33ct
重量：約１６．０ｇ 最大幅：約２７．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 
高さ：約１４．０ｍｍ 基本サイズ：１３号
￥468,000-

ID：5036719
K18WG ハーバート・クライン アクアマリン & サンタマリア
アクアマリン H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） ネックレス 
AQ78.80ct AQ18.57ct D0.85ct（LI）  
重量：約７６．６ｇ  長さ：約４３ｃｍ  幅：約３．５－３７．０ｍｍ 
￥2,680,000-



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3月号

3
March 2021




