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可憐に咲くジュエリーのお花を身にまとい春気分を満喫！
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K18YG ルビー 茜桜 ペンダントトップ 
RB 約1.45ct
重量：約１．６ｇ 縦：約１１．５ｍｍ 横：約１９．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×１．５ｍｍ

2 5033987 ¥57,800-

K18PG/YG ピンクサファイア 桜
チャーム PS 約0.54ct
重量：約２．０ｇ 縦：約１５．５ｍｍ 横：約１０．５ｍｍ
丸環内径：約４．５×５．０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

4 5036368 ¥44,800-

K18PG/YG ピンクサファイア 桜
ペンダントトップ 
PS 約0.33ct
重量：約１．２ｇ 縦：約１０．５ｍｍ 横：約１１．０ｍｍ
高さ：約５．０ｍｍ バチカン内径：約４．５×２．０ｍｍ

5 5036369 ¥29,800-

K18WG/PG ピンクサファイア
ダイヤ リング 
PS 約1.55ct D 約0.08ct
重量：約４．８ｇ 最大幅：約１６．０ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ
高さ：約６．６ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

3 5016616 ¥81,000-

K18PG ルビー ピンクサファイア ミステリーセッティング リング 
RB 約0.65ct PS 約0.10ct
重量：約３．８ｇ 最大幅：約８．５ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

1 5017876 ¥89,800-

※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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8

9

66

11

10

─ロータス─

Lotus

77

K18YG ピンクサファイア ルビー ダイヤ 
ネックレス PS 約4.50ct
RB 約2.30ct D 約1.60ct
重量：約１３．７ｇ トップ縦：約６６．５ｍｍ
トップ横：約２３．５ｍｍ トップ高さ：約６．０ｍｍ
長さ：約５５ｃｍ 幅：約１．１ー７．０ｍｍ

8 5045278 ¥498,000-

K18YG ピンクサファイア ダイヤ ルビー
リング PS 約2.80ct D 約0.60ct
RB 約0.40ct
重量：約９．０ｇ 最大幅：約２４．５ｍｍ
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

7 5045277 ¥268,000-

K18YG ピンクサファイア ルビー ダイヤ 
ペンダントブローチ
PS 約5.50ct PS 約2.00ct
RB 約0.50ct D 約0.23ct
重量：約９．７ｇ 縦：約３４．０ｍｍ 横：約３４．０ｍｍ
高さ：約９．０ｍｍ バチカン内径：約６．０×４．０ｍｍ

6 5045689 ¥248,000-

ゼブラ柄からインスピレーションを受けたシリーズ。ブラック＆ホワイトの組み合わせでモダンに、シンプルフォルムで
スタイリッシュに表現しました。颯爽としてクールなジュエリーを、ファッションに是非取り入れてください。

K18WG ブラックダイヤモンド（トリート）
＆ ダイヤ ペンダントトップ
BLD 約0.40ct D 約0.35ct
重量：約２．７ｇ 縦：約２０．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ

10 5049453 ¥89,800-

K18WG ブラックダイヤモンド（トリート） 
ダイヤ ピアス
BLD 約0.36ct D 約0.54ct
重量：約５．６ｇ 縦：約１９．０ｍｍ 横：約４．０ｍｍ

9 5049454 ¥138,000-

K18WG ブラックダイヤモンド（トリート） 
&ダイヤ リング
BLD 約0.50ct D 約0.70ct
重量：約５．９ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約３．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

11 5049452 ¥168,000-

「ロータス」
ルビーとサファイアを贅沢に使用し、ハイジュエリーのボリューム感でお仕立てしたコレクション。
蓮は泥のある沼や池で成長し美しい花を咲かせることから、清らかな心の象徴とされています。
清楚な中に華やかさも持ち合わせるジュエリーをご堪能ください。

※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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※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。



【白熱灯下での変色効果】

12
パラジウムシルバー950 ピンクサファイア 
天然ホワイトジルコン アメシスト ピアス
PS 約0.02ct ZI 約1.00ct
重量：約１．７ｇ 縦：約１１．５ｍｍ 横：約９．０ｍｍ

5011433 ¥24,800-

13
純プラチナ ダイヤモンド トランプ
ペンダントトップ D 約0.03ct
重量：約４．０ｇ 縦：約２２．５ｍｍ 横：約１６．５ｍｍ
高さ：約１．６ｍｍ バチカン内径：約４．０×３．０ｍｍ

5046698 ¥49,800-

14
純金 ダイヤモンド トランプ
ペンダントトップ D 約0.03ct
重量：約３．４ｇ 縦：約２２．５ｍｍ 横：約１６．５ｍｍ
高さ：約１．６ｍｍ バチカン内径：約４．０×３．０ｍｍ

5046697 ¥63,800-

パラジウムシルバー950 天然ホワイトジルコン ルビー
カルセドニー ブローチ 
ZI 約0.80ct RB 約0.13ct
重量：約４．９ｇ 縦：約４３．０ｍｍ 横：約２２．０ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ

16 5034514 ¥25,800-

PT950/K18YG コロンビア産エメラルド ダイヤ リング
EM 約1.00ct D 約0.03ct
重量：約１１．９ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ 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

17 5038525 ¥348,000-K18YG アレキサンドライトキャッツアイ リング
AL 約0.30ct
重量：約７．４ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

15 5007161 ¥99,800-
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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。



クンツァイトは、スポデュメンという宝石の中でピンク色の
もの。清涼感のある爽やかな甘いピンク色で、クールな
イメージがお好きな方にも選んでいただきたいカラー
ストーンです。シンプルデザインで大粒の魅力をお楽し
みください。

21
K18PG クンツァイト ダイヤ リング
KU 約4.00ct D 約0.03ct
重量：約４．３ｇ 最大幅：約９．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5044012 ¥118,000-

リリー社を代表するクリスカットを施したダイヤモンドの
リング。エメラルドカットのような静かさを持ちつつ、内側
から煌めきが湧き上がるように考案されたカットです。
がっしりとした割腕の形状が、スタイリッシュな印象です。

20
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） リング 
D 約0.70ct（LI） D 約0.65ct（LI） D 約0.20ct（LI）
重量：約５．９ｇ 最大幅：約９．５ｍｍ 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

5042398 ¥798,000-

アフリカの夜空のような色合いのタンザナイト。石の
名前に因み、タンザニアの空にはばたく鳥の羽を
イメージしてお仕立てしました。大ぶりのタンザナイトに
合わせた大粒のダイヤモンドは、指に沿うような流れが
素晴らしく、ご満足いただける仕上がりです。

18
PT950 タンザナイト（特優） ダイヤ リング
TA 9.919ct D 1.20ct
重量：約１２．１ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
基本サイズ：13号 リサイズ不可

5046919 ¥798,000-

5ctの大粒が際立つ血赤サンゴのリング。血赤サンゴは
装いの差し色として筆頭に挙げられる宝石。透かしを
入れた唐草模様の周りには、ミルグレインを施しました。
落ち着きがありどこか懐かしさを感じるデザインは、
着物や浴衣に合わせても素敵です。

19
PT950/K18YG 血赤サンゴ リング 
COR 約5.00ct
重量：約５．７ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5035745 ¥158,000-

20

21

18

19

Selected Jewelry of  the Month March Selected Jewelry of  the Month March

※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。

クンツァイトは、スポデュメンという宝石の中でピンク色の
もの。清涼感のある爽やかな甘いピンク色で、クールな
イメージがお好きな方にも選んでいただきたいカラー
ストーンです。シンプルデザインで大粒の魅力をお楽し
みください。

21
K18PG クンツァイト ダイヤ リング
KU 約4.00ct D 約0.03ct
重量：約４．３ｇ 最大幅：約９．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5044012 ¥118,000-

リリー社を代表するクリスカットを施したダイヤモンドの
リング。エメラルドカットのような静かさを持ちつつ、内側
から煌めきが湧き上がるように考案されたカットです。
がっしりとした割腕の形状が、スタイリッシュな印象です。

20
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） リング 
D 約0.70ct（LI） D 約0.65ct（LI） D 約0.20ct（LI）
重量：約５．９ｇ 最大幅：約９．５ｍｍ 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

5042398 ¥798,000-

アフリカの夜空のような色合いのタンザナイト。石の
名前に因み、タンザニアの空にはばたく鳥の羽を
イメージしてお仕立てしました。大ぶりのタンザナイトに
合わせた大粒のダイヤモンドは、指に沿うような流れが
素晴らしく、ご満足いただける仕上がりです。

18
PT950 タンザナイト（特優） ダイヤ リング
TA 9.919ct D 1.20ct
重量：約１２．１ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
基本サイズ：13号 リサイズ不可

5046919 ¥798,000-

5ctの大粒が際立つ血赤サンゴのリング。血赤サンゴは
装いの差し色として筆頭に挙げられる宝石。透かしを
入れた唐草模様の周りには、ミルグレインを施しました。
落ち着きがありどこか懐かしさを感じるデザインは、
着物や浴衣に合わせても素敵です。

19
PT950/K18YG 血赤サンゴ リング 
COR 約5.00ct
重量：約５．７ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5035745 ¥158,000-

20

21

18

19

Selected Jewelry of  the Month March Selected Jewelry of  the Month March

※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。



26
K18CG/YG アイオライト
ダイヤ ペンダントトップ
IO 約1.00ct D 約0.12ct
重量：約２.３ｇ 縦：約１５.０ｍｍ 横：約１５.０ｍｍ
高さ：約７.０ｍｍ バチカン内径：約５.０×２.０ｍｍ

5016542 ¥50,000-

26

24

25

22 23

23
K18WG サンタマリアアフリカーナアクアマリン 
ダイヤ フレンチアンティークスタイル チャーム
AQ 約0.30ct D 約0.06ct
重量：約１.６ｇ 縦：約２６.０ｍｍ 横：約９.０ｍｍ
丸環内径：約３.５×６.０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5038371 ¥42,800-22
PT950 アクアマリン ダイヤ 流氷リング
AQ 約1.25ct D 約0.03ct
重量：約５.４ｇ 最大幅：約１９.５ｍｍ 最小幅：約２.５ｍｍ
高さ：約４.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5034523 ¥79,800-

24
K18YG 血赤サンゴ ダイヤ リング
COR 約5.00ct D 約0.01ct
重量：約４.６ｇ 最大幅：約１１.５ｍｍ 最小幅：約１.９ｍｍ
高さ：約７.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5035744 ¥158,000- 25
K18PG モモサンゴ リング COR 約2.50ct
重量：約３.２ｇ 最大幅：約８.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約３.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5029857 ¥49,800-

THE BIRTHSTONE of

MARCH

AQUAMARINE / CORAL / IOLITE / BLOODSTONE

3月の誕生石 ［アクアマリン］［サンゴ］［アイオライト］

2021年12月、63年ぶりに日本の誕生石が追加され、
3月はアクアマリン、サンゴに加え、アイオライトとブラッドストーンが選ばれました。
アイオライトは「人生の羅針盤」とも呼ばれ、コレクターに人気の宝石です。

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

「誕生石」はこちらから

Coral
サンゴ

Aquamarine
アクアマリン

Iolite
アイオライト

※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。

26
K18CG/YG アイオライト
ダイヤ ペンダントトップ
IO 約1.00ct D 約0.12ct
重量：約２.３ｇ 縦：約１５.０ｍｍ 横：約１５.０ｍｍ
高さ：約７.０ｍｍ バチカン内径：約５.０×２.０ｍｍ

5016542 ¥50,000-

26

24

25

22 23

23
K18WG サンタマリアアフリカーナアクアマリン 
ダイヤ フレンチアンティークスタイル チャーム
AQ 約0.30ct D 約0.06ct
重量：約１.６ｇ 縦：約２６.０ｍｍ 横：約９.０ｍｍ
丸環内径：約３.５×６.０ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5038371 ¥42,800-22
PT950 アクアマリン ダイヤ 流氷リング
AQ 約1.25ct D 約0.03ct
重量：約５.４ｇ 最大幅：約１９.５ｍｍ 最小幅：約２.５ｍｍ
高さ：約４.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5034523 ¥79,800-

24
K18YG 血赤サンゴ ダイヤ リング
COR 約5.00ct D 約0.01ct
重量：約４.６ｇ 最大幅：約１１.５ｍｍ 最小幅：約１.９ｍｍ
高さ：約７.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5035744 ¥158,000- 25
K18PG モモサンゴ リング COR 約2.50ct
重量：約３.２ｇ 最大幅：約８.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約３.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5029857 ¥49,800-

THE BIRTHSTONE of

MARCH

AQUAMARINE / CORAL / IOLITE / BLOODSTONE

3月の誕生石 ［アクアマリン］［サンゴ］［アイオライト］

2021年12月、63年ぶりに日本の誕生石が追加され、
3月はアクアマリン、サンゴに加え、アイオライトとブラッドストーンが選ばれました。
アイオライトは「人生の羅針盤」とも呼ばれ、コレクターに人気の宝石です。

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

「誕生石」はこちらから

Coral
サンゴ

Aquamarine
アクアマリン

Iolite
アイオライト

※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。
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ミシャエル・ポイスター／Michael Peuster
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

ミシャエル・ポイスター／Michael Peuster
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

27
「ヴァイオリン」

28
「デメテル」

29
「クリオ」

Matthias Fickinger
マティアス・フィッキンガー作

手彫り作品

手彫り作品

Michael Peuster
ミシャエル・ポイスター作

Michael Peuster
ミシャエル・ポイスター原型

Michael Peuster
ミシャエル・ポイスター原型

Alphonse Mucha
アルフォンス・ミュシャ

シリーズAlphonse Mucha
アルフォンス・ミュシャ

シリーズ

Alphonse Mucha (1860～1939)
アルフォンス・ミュシャは、南モラヴィア地方（現チェコ）に生まれ、19世紀末パリを中心として花開いた
アールヌーボーを代表する画家であり、装飾芸術家です。
優美な女性像に代表されるミュシャの作品は、花々のつる状の曲線と、華麗でしなやかな、且つ繊細な
長い曲線を象徴とするもので、そのモチーフも、花、草、木、蔓、果物、そして女性の体、髪など、すべて
自然界のものから抽出され、その優しい色使いと併せて、日本でも多くの人 に々愛されています。

アルフォンス・ミュシャについて

K18YG マティアス・フィッキンガー ロードクロサイト リング 
RH 約36.00ct
重量：約１１．７ｇ 最大幅：約２１．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約１３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

31 5013462 ¥248,000-

見事なバラの花に彫刻されたロードクロサイトのリン
グ。幾重にも重なる花びらを緻密に再現しており、とても
見応えがあります。アームはバラのツタをイメージして
デザインしました。バラの香りがするような存在感ある
リングをお楽しみください。

ミシャエル・ポイスター トルマリン ボトル ルース 2点セット
T 20.10ct
縦：約２２．５ｍｍ 横：約８．０ｍｍ 深さ：約７．０ｍｍ

30 5045560 ¥298,000-

トルマリンのバイカラーを活かして、ボトルの形に彫刻
しました。本物感を出すためにエチケット（ラベル）を
ペインティングした、こだわりある楽しいアイテムです。
お酒好きにはたまらない作品。ケースなどに入れて壁に
飾るのもおすすめ。

マティアス・フィッキンガー／Matthias Fickinger
1989年に宝石彫刻の職業専門訓練を修了。
2006年にはマイスターを取得し、様々な彫刻を行っている。

マティアス・フィッキンガー／Matthias Fickinger
1989年に宝石彫刻の職業専門訓練を修了。
2006年にはマイスターを取得し、様々な彫刻を行っている。

ミシャエル・ポイスター氏原型の
カメオ。葡の木の下、美しい女性が
ヴァイオリンを弾いている様子が
優雅。凛とした印象で、身につける
とエレガントさを演出します。

アルフォンス・ミュシャの作品
「クリオ」をカメオで表現。ミュシャ
の描く繊細で神秘的なタッチに、
シックなお色味とデザインで力強さ
もプラスしています。

豊穣の女神・デメテルを象った作品。
デメテルはギリシャ神話のオリュンポ
ス十二神の一柱で、穀物栽培を人間
に教えたものと言われています。
信仰の歴史が深く、農耕民族などに
崇められてきました。

K18YG/PT900 メノウカメオ オニキス 
白蝶貝 ダイヤ ペンダントブローチ
カメオ 約45×30mm D 約0.07ct
重量：約２０．８ｇ 縦：約６０．０ｍｍ 横：約３９．０ｍｍ
高さ：約１０．０ｍｍ バチカン内径：約８．０×３．０ｍｍ

29 5043659 ¥498,000-

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ
カメオ 約20×15mm
重量：約１．５ｇ 縦：約２９．０ｍｍ 横：約１５．２ｍｍ
高さ：約２．０ｍｍ バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

28 5042953 ¥29,800-

K18YG メノウカメオ ペンダントブローチ
カメオ 約40×30mm
重量：約９．７ｇ 縦：約４８．０ｍｍ 横：約３０．０ｍｍ
高さ：約７．５ｍｍ バチカン内径：約６．０×３．５ｍｍ

27 5038184 ¥118,000-

［機械彫りカメオ］［機械彫りカメオ］

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

Idar-Oberstein
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ミシャエル・ポイスター／Michael Peuster
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

ミシャエル・ポイスター／Michael Peuster
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

27
「ヴァイオリン」

28
「デメテル」

29
「クリオ」

Matthias Fickinger
マティアス・フィッキンガー作

手彫り作品

手彫り作品

Michael Peuster
ミシャエル・ポイスター作

Michael Peuster
ミシャエル・ポイスター原型

Michael Peuster
ミシャエル・ポイスター原型

Alphonse Mucha
アルフォンス・ミュシャ

シリーズAlphonse Mucha
アルフォンス・ミュシャ

シリーズ

Alphonse Mucha (1860～1939)
アルフォンス・ミュシャは、南モラヴィア地方（現チェコ）に生まれ、19世紀末パリを中心として花開いた
アールヌーボーを代表する画家であり、装飾芸術家です。
優美な女性像に代表されるミュシャの作品は、花々のつる状の曲線と、華麗でしなやかな、且つ繊細な
長い曲線を象徴とするもので、そのモチーフも、花、草、木、蔓、果物、そして女性の体、髪など、すべて
自然界のものから抽出され、その優しい色使いと併せて、日本でも多くの人 に々愛されています。

アルフォンス・ミュシャについて

K18YG マティアス・フィッキンガー ロードクロサイト リング 
RH 約36.00ct
重量：約１１．７ｇ 最大幅：約２１．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約１３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

31 5013462 ¥248,000-

見事なバラの花に彫刻されたロードクロサイトのリン
グ。幾重にも重なる花びらを緻密に再現しており、とても
見応えがあります。アームはバラのツタをイメージして
デザインしました。バラの香りがするような存在感ある
リングをお楽しみください。

ミシャエル・ポイスター トルマリン ボトル ルース 2点セット
T 20.10ct
縦：約２２．５ｍｍ 横：約８．０ｍｍ 深さ：約７．０ｍｍ

30 5045560 ¥298,000-

トルマリンのバイカラーを活かして、ボトルの形に彫刻
しました。本物感を出すためにエチケット（ラベル）を
ペインティングした、こだわりある楽しいアイテムです。
お酒好きにはたまらない作品。ケースなどに入れて壁に
飾るのもおすすめ。

マティアス・フィッキンガー／Matthias Fickinger
1989年に宝石彫刻の職業専門訓練を修了。
2006年にはマイスターを取得し、様々な彫刻を行っている。

マティアス・フィッキンガー／Matthias Fickinger
1989年に宝石彫刻の職業専門訓練を修了。
2006年にはマイスターを取得し、様々な彫刻を行っている。

ミシャエル・ポイスター氏原型の
カメオ。葡の木の下、美しい女性が
ヴァイオリンを弾いている様子が
優雅。凛とした印象で、身につける
とエレガントさを演出します。

アルフォンス・ミュシャの作品
「クリオ」をカメオで表現。ミュシャ
の描く繊細で神秘的なタッチに、
シックなお色味とデザインで力強さ
もプラスしています。

豊穣の女神・デメテルを象った作品。
デメテルはギリシャ神話のオリュンポ
ス十二神の一柱で、穀物栽培を人間
に教えたものと言われています。
信仰の歴史が深く、農耕民族などに
崇められてきました。

K18YG/PT900 メノウカメオ オニキス 
白蝶貝 ダイヤ ペンダントブローチ
カメオ 約45×30mm D 約0.07ct
重量：約２０．８ｇ 縦：約６０．０ｍｍ 横：約３９．０ｍｍ
高さ：約１０．０ｍｍ バチカン内径：約８．０×３．０ｍｍ

29 5043659 ¥498,000-

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ
カメオ 約20×15mm
重量：約１．５ｇ 縦：約２９．０ｍｍ 横：約１５．２ｍｍ
高さ：約２．０ｍｍ バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

28 5042953 ¥29,800-

K18YG メノウカメオ ペンダントブローチ
カメオ 約40×30mm
重量：約９．７ｇ 縦：約４８．０ｍｍ 横：約３０．０ｍｍ
高さ：約７．５ｍｍ バチカン内径：約６．０×３．５ｍｍ

27 5038184 ¥118,000-

［機械彫りカメオ］［機械彫りカメオ］

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

Idar-Oberstein



32

33

34

34
K18GG ツァボライト ミステリーセッティング リング 
TS 約0.40ct
重量：約２．１ｇ 最大幅：約７．８ｍｍ 最小幅：約１．５ｍｍ 高さ：約２．９ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5016085 ¥47,700-

クラシカルグリーン
日を浴びる葉のような、明るいきらめきを持つ
ツァボライト。クラシカルデザインがフェミニンで、
優しい雰囲気のリングです。さりげないお色味は、
重ね付けも◎。

Ring

32
K18WG サファイア ミステリーセッティング ピアス 
SA 約0.80ct
重量：約１．８ｇ 縦：約10.0mm 横：約9.0mm
イヤリング：５０１２３４１（＋８０００円）

5012340 ¥89,800-

エレガントサファイア
X（キス）マークフォルムのサファイアピアス。
深い青色、上品スタイリッシュなデザインは
爽やかな印象も演出。甘くなりがちな春
コーデを引き締めます。

Pierce

33
K18WG サファイア 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 
SA 約1.70ct D 約0.22ct（LI）
重量：約４．７ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5043856 ¥198,000-

「懸け橋」リング
人と人との懸け橋をイメージしたリング。高級感ある
スタイリッシュフォルムが目を引きます。人差し指に
つけてボリューム感を出すと、こなれ感アップ！

Ring

職人技が光るミステリーセッティング。スマートなハンサムコーデとの相性抜群！職人技が光るミステリーセッティング。スマートなハンサムコーデとの相性抜群！

人気のミステリーセッティングを
普段使いで楽しんで。
人気のミステリーセッティングを
普段使いで楽しんで。

＼凛とした表情に／＼凛とした表情に／

※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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GSTV
NEW

Commentator

◆座右の銘は？
─ チャレンジを続ける
◆あだ名は何ですか？
─ 幼い頃からあだ名のある方に憧れを抱きつつ…
名前のまま、「あゆ」です。
◆今一番のマイブームは？
─ 昨年より始めたバドミントンと中国語（初級は取得
しました）、そして愛犬です。
◆気になるジュエリーを教えてください。
─ パール、ダイヤモンド、タンザナイト、トルマリン
◆オンエア中にやってしまった一番大きな失敗は？
─ 出演を始めてまだ間もない時、石留め方法の名称を
間違えて言ってしまいMCの方を驚かせてしまった事。
あまりの出来事に何と言ったのか思い出せません。
◆GSTVに出演して、一番うれしかった・良かった
ことは何ですか？
─ 素晴らしい宝石、そして美しいジュエリーに触れら
れる事。またそれらをご覧いただいている皆様と共
有できる事。
◆自分が出演する番組の見所を教えてください。

─ お客様が実際にジュエリーを身につける場面を想
像していただけるようなお伝えの仕方ができるように
努めてゆきたいと思っています。
◆GSTVの現場の雰囲気を教えてください。
─ 皆様とても真剣で想像と違い静かです。でも打ち
合わせでは時に笑いあり！ 新米の私の緊張がほぐれ
る瞬間です。
◆GSTVについて一言。
─ 石の買い付けからお品物についてはJSMまでと
ジュエリーのあらゆる分野が一つにまとまっていて驚
きました。
◆ファンに向けてメッセージお願いします。
─ お気に入りのジュエリーに巡り合い、そしてジュエ
リーを通じて豊かなお時間をお過ごしいただけました
ら幸いです。

GSTV
番組プログラム
March 2022

※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

【3月2日㊌】※17：00 アニマル＆モチーフアワーは休止
　　　　　※21：00 みつかる！GSTVファンアワーは休止
【3月5日㊏】※19：00 極みの宝石ショッピングアワーは休止

【3月2日㊌】※17：00 アニマル＆モチーフアワーは休止
　　　　　※21：00 みつかる！GSTVファンアワーは休止
【3月5日㊏】※19：00 極みの宝石ショッピングアワーは休止

【3月30日㊌】※17：00 アニマル＆モチーフアワーは休止
　　　　　※21：00 みつかる！GSTVファンアワーは休止
【3月30日㊌】※17：00 アニマル＆モチーフアワーは休止
　　　　　※21：00 みつかる！GSTVファンアワーは休止

開催期間：開催期間：

3月16日㊌3月16日㊌
3月15日㊋ 24:00ポイント2倍対象期間：

BS放送特別追加枠

3月の番組チェック！

篠島亜由（しのじま あゆ）新コメンテータ

篠島亜由（しのじま あゆ）　●誕生日：９月１９日　
●出身地：東京都　●趣味・特技：テニス、運転、
バドミントン　●資格・免許：茶道裏千家、箏曲生田流、
スキー SAJ２級

新コメンテータの篠島亜由さんにスペシャルインタビュー！

GSTV 宝石大学 検　索絶賛配信中絶賛配信中
YoutubeでYoutubeで
「エメラルドの歴史」

！！！！
＃４「ダイヤモンドの評価基準」 
＃５「カラーダイヤモンドの知識」
＃6「ルビーの歴史」
＃7「ルビーのメカニズム」
＃8  「最高峰のルビー」 
＃9  「サファイアの歴史と色」 
＃10「サファイアの産地」 

＃１「宝石とは？」 
＃２「世界四大宝石とは？」 
＃３「ダイヤモンド」 

＃11「最高峰のサファイア」 
＃12「宝石の加熱」
＃13「宝石の加熱方法」
＃14「非加熱のサファイア」
＃15「誕生石の改訂」
＃16「日本独自の新誕生石」

（2022年1月31日時点）

スーパー
プロフェッサー
スーパー

プロフェッサー
助手

ジェムマンジロー
助手

ジェムマンジロー

宝石学を世界一!?
わかりやすく講義
宝石学を世界一!?
わかりやすく講義

お気に入りのジュエリーに巡り合い
ジュエリーを通じて豊かなお時間を

＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／宝石大学 #17宝石大学 #17

Special Int�viewSpecial Int�view

・3月12日㊏ 13:00～13:59

3月20日㊐ 18：00～18：54 
3月27日㊐ 18：00～18：54
3月20日㊐ 18：00～18：54 
3月27日㊐ 18：00～18：54

きらめきを再び イタリア・イギリス・フランス紀行

BS-TBS 「麗しの宝石ショッピング」

毎週金曜 更新カメ！毎週金曜 更新カメ！

（3月16日㊌ 0:00）
～ 3月17日㊍ 7:59まで

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／

WEEKWEEK

3/27㊐～31㊍まで3/27㊐～31㊍まで3/27㊐～31㊍まで3/27㊐～31㊍まで

決算決算
大感謝祭大感謝祭

新スタジオ
完成記念
WEEK

3/1㊋～6㊐まで3/1㊋～6㊐まで

※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。

GSTV FAN／March 2022 GSTV FAN／March 2022
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GSTV FAN／March 2022 GSTV FAN／March 2022



　近代工業都市でも農耕地域でもなく、職人による伝統産業が発達したヴェネチア、ボローニャ、
フィレンツェの周辺地域は「サードイタリー（第3のイタリア）」と呼ばれています。特にイタリアン
ジュエリーの歴史は深く、紀元前７世紀にはこの地域で金細工が作られていたとか。
　イタリア全土に8000社以上の貴金属ジュエリーメーカーの登録がある中、そのうちの6000社
以上がこの「第3のイタリア」と呼ばれる地域に集中しています。
　現在GSTVでご紹介しているメーカーも全てこの地域の街に根付いた地理的、歴史的な背景を
もとに発展してきました。文化と伝統に裏付けされた彼らの作品は、創造力、独創性と、何よりも身
につけた時の美しさを最優先し、さらに技術面では軽量化において他国を寄せ付けない優位性
があります。今、世界中のジュエリーバイヤーの目に留まっているのは、一朝一夕の単なる偶然
などではなさそうです。

【おわりに】
　連載３回に亘り、イタリアンジュエリーにまつわる知見をご紹介してきました。現在、GSTVはイタリア
大使館貿易促進部とパートナーシップを結び、イタリアのジュエリーおよびジュエリーメーカーの
プロモーションを行なっています。気になるジュエリーがございましたら、ぜひお手にとってお楽しみ
ください。

中世からつづく 第３のイタリア

第❸回
（最終回）

上）フィレンツェのベッキオ橋にはジュエリー店が多数上）フィレンツェのベッキオ橋にはジュエリー店が多数

左上）フィレンツェの街並み
左下）紀元前７世紀頃の銀のフィブラ（ブローチ）
左上）フィレンツェの街並み
左下）紀元前７世紀頃の銀のフィブラ（ブローチ）

※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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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「私、コレ嫌いです！」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

第1回

大賞
GSTVをつけっぱなしで、気持ちよくうたた寝している時に
コメンテータ（H坂さん 、I井さん、Gディさん）の
叫び声で起こされたとき PN. パライバよりベニトアイトさん

第2回

大賞
PN. つっちーいっちーさん

新幹線の指定席でコンビニの袋をずっと ワシャワシャワシャやってる人

汁物のお惣菜をビニール袋に入れた際、
値札シールが袋にくっついて
取り出すのに苦労する

スーパーのカートの車輪がひとつだけ、
急に変な方向で固まる事

PN. イオさん

PN. つっちーいっちーさん

PN. YO派のリッツさん

スマホのWEBページで　次に行くボタンを押したつもりが
近くにある広告バナーを押してしまう

第3回

大賞

私、コレ嫌いです！私、コレ嫌いです！

3月のお題

ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！

ほのぼの夫婦目線川柳！ほのぼの夫婦目線川柳！
・時がたち　ついた贅肉　見ないふり
・定年後　夫に主婦の　座を譲る
・ひとことが　少ない旦那　多い妻

例）

GSTV FAN／March 2022



お手持ちのジュエリーを
綺麗にクリーニングいたします。
お手持ちのジュエリーを
綺麗にクリーニングいたします。
※素材や留まっている石によってはお請けできない場合がございます。

ジュエリージュエリー
クリーニングクリーニング無料無料

GSTVでご購入いただきましたジュエリーで
何かお困りのことはございませんか？

その他にも…

合わせてお気軽にご相談くださいませ。

店舗サービスのご案内

詳細は各ショールームにお問い合わせください。
詳しくはP30～ 33をご覧ください。

※画像はイメージです。

リングの
サイズが合わなく
なってしまった…

ピアリングが
片側だけに

なってしまった…
ネックレスの
チェーンが

切れてしまった…

GSTV FAN／March 2022

「色が淡い」なんてもう言わせない！見事な色合い、そして
大きさ。待ってましたという会心のモザンビーク産です。王道の

取り巻きですが、一重では追い付かずの二重取り巻きで華やかなのです
が風格の逸品になっています。付けていただくシーンは多いのでは！？

今月は今、番組内でもアイテムがそろいホットなパライバトルマリン、なかでもアフリカ産パライバをピックアップ
いたします。ブラジル産との違いというと銅の含有量が多いことが挙げられますが、ナイジェリア産の中でも
タイプⅠと言われるものはブラジル産と区別がつきません。根本的な組成の違いはモザンビーク産ではカルシウム
が検出されるリディコータイト（2011年には日本でもパライバと認定）が産出されます。また希土類を含むため
蛍光性が確認されるタイプもあります。インクルージョンにおいてはブラジルには銅の含有量が多く自然銅が
みられますがアフリカ産には酸化鉄で充填されたチューブインクルージョンがみられる場合があります。

こちらも淡いと言われるモザンビーク
産においては色が整ってカットバランスも見事

で、やはりブラジル産よりもまだお得にお求めいただ
けます。現在のパライバトルマリン人気を考えますと
お早目が良いかもです！

T h e  K I W A M I  o f  K I W A M I  J E W E L R Y

会心のモザンビーク産会心のモザンビーク産

「極みの宝石ショッピングアワー」　毎週土曜19時～

第3回

ID： 5043508　モザンビーク産 パライバトルマリン 4.18ct

ID： 5044563　モザンビーク産 パライバトルマリン 1.682ct

「極み」解説

「極み」解説

前出のより粒は小さくなりますが、冴えたブルーが
ブラジル産にも負けずとも劣らず！さらに脇石にもパライバ

トルマリンを配することでネオンブルーがこぼれてきそうです。開局
以来ないくらいカット石の上質なラインが揃ったのもつかの間、
どんどんお求めいただいてあれよあれよという間に粒立ちのお品が
少なくなりました。冒頭述べた通り色がのれば見た目ではブラジル
産とそこまで差が出ないアフリカ産。まだ値段にばらつきがある
うちに！なのかもしれません。

ID： 5046918　モザンビーク産 パライバトルマリン 1.217ct

「極み」解説

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。

※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。
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監修：古屋 聡

としてのジュエリー
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。

ジュエリーオークション

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。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

　ジュエリーの資産価値が一番わかりやすいのが「オークション」です。オークション
とは、ジュエリーや絵画、彫刻など、出品されている作品・商品の中から、気に入った
ものを自分の指定した金額で入札することができる競売のこと。高品質の石や人気
ブランドの特別なアイテムにはもちろん高値がつき、有名オークションでは10億円以
上の値段がつくジュエリーも多数出品されています。世界で有名なオークション開催
地・ジュネーブ、香港、ニューヨークでは一晩で100億円の取り扱いがあることも。
　ジュエリーオークションで特に有名なのが、サザビーズ（SOTHEBY’S）、クリス
ティーズ（CHRISTIE'S）、ボンハムズ（BONHAMS）。ジュエリーに特化すればボン
ハムズが一番貢献しているのですが、オークションハウスとして取扱い金額が突出して
いるのはサザビーズとクリスティーズで、“世界二大オークション”とも呼ばれています。
マリー・アントワネットの真珠（約41億円）、パープル・ピンクダイヤモンドの「THE 
SAKURA」（約32億円）、「オッペンハイマー・ブルー・ダイヤモンド」（約63億円）な
どの超高額ジュエリーが出品されていたのはサザビーズやクリスティーズです。
　ところで国により人気の宝石（やブランド）は異なるようです。中東をはじめ世界的
にはサイズの大きなジュエリーが好まれています。翡翠に強いのは中華マーケット。
ロンドン、ジュネーブ、ニューヨークではアンティークジュエリー等、時代や背景を持っ
ているジュエリーの人気が高い伝統があります。日本開催の世界的有名ジュエリー
オークションは残念ながらありませんが2019年に約15億4000万円、翌年には
約17億円のダイヤモンドを日本人がオークションで落札して話題になりました。

日本においてもジュエリーへの関心の高さが伺えます。
　素晴らしいジュエリーが多数出品され、見ているだけで心ときめくオークションの世
界。最近はオンライン開催も盛んになり、家にいても世界各国のオークションに参加
できるようになりました。以前は出品されることのなかった高額ジュエリーも見られ、
ロックダウン中のパリでは全アイテムがオンラインで出品されていたとか。クリス
ティーズではオンラインで２億円以上のジュエリーが落札されるなど、売り上げは好調
のようです。
　ちなみに本年早速話題になった、2月にサザビーズで出品された555.55カラットの
ブラックダイヤモンド「エニグマ」は、約4億9000万円で落札されました。
　このようにジュエリーは資産としての側面も併せ持っ
ており、パライバトルマリンやアレキサンドライトといった
宝石は今後もどんどん価値が上がっていくと予想されて
います。GSTVの番組もそのような視点からご覧になっ
ていただくとまた普段とは違った面白さが発見できるか
もしれません。

第１回

資産価値

左）THE SAKURA パープル・ピンクダイヤモンド
約32億円（クリスティーズ）
出典：CHRISTIE'S ｜ THE SAKURA 15.81 CARAT FANCY 
VIVID PURPLE PINK INTERNALLY FLAWLESS DIAMOND 
https://www.christies.com/about-us/press-archive/details?Pres
sReleaseID=9997

上）オッペンハイマー・ブルー・ダイヤモンド
約63億円（クリスティーズ）
出典：CHRISTIE'S ｜ THE OPPENHEIMER BLUE 
A SENSATIONAL COLOUREDDIAMOND RING 
https://www.christies.com/en/lot/lot-5990891
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0120-570-126
天王洲ショールーム天王洲ショールーム

〒140-0002  東京都品川区東品川2-2-43 T2号棟1階〒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・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

見て、さわって楽しむ！GSTVを

店長：渡邊

・前列左から：奥谷、沖林、相内、西森　・後列左から：遠山、相馬、山口　

　天王洲ショールームの特色としては、本社直結のショールーム
ということです。オンエアサンプルを見て頂くことができ、また、
ショールームならではの様々なご要望にお応えいたします。
気になる品物やジュエリーに対してのご相談などございましたら、
是非天王洲ショールームにお越しください。
　皆様のご来店を、個性豊かなスタッフでお待ちしております。

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

2022年3月開催

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下さいますようお願い申し上げます。

2022年 福岡大感謝祭

福

岡

県

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション
３F YAMAKASA
オリエンタルホテル福岡 博多ステーション
３F YAMAKASA
3月6日（日）3月6日（日）
●JR「博多駅」筑紫口 より徒歩1分、地下鉄「博多駅」筑紫口東4番出口より直結●JR「博多駅」筑紫口 より徒歩1分、地下鉄「博多駅」筑紫口東4番出口より直結

2022年 東京大感謝祭

東

京

都

京王プラザホテル
本館5F コンコードボールルームBC
京王プラザホテル
本館5F コンコードボールルームBC
3月26日（土）・27日（日）3月26日（土）・27日（日）
●JR「新宿駅」西口より徒歩5分、都営大江戸線「都庁前駅」B1出口すぐ●JR「新宿駅」西口より徒歩5分、都営大江戸線「都庁前駅」B1出口すぐ

GSTVイベント情報
11：00～18：00開催時間

＊展示点数は会場規模により異なります。

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＊
4000点

詳しい出品条件は
P48のJSMページや

JSMのWEBサイトをご覧ください。

JSM
出品受付
いたします！

２０２２年２月１４日に
天王洲ショールームが有明より移転オープンいたしました。

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2月時点）
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・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・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

見て、さわって楽しむ！GSTVを

店長：渡邊

・前列左から：奥谷、沖林、相内、西森　・後列左から：遠山、相馬、山口　

　天王洲ショールームの特色としては、本社直結のショールーム
ということです。オンエアサンプルを見て頂くことができ、また、
ショールームならではの様々なご要望にお応えいたします。
気になる品物やジュエリーに対してのご相談などございましたら、
是非天王洲ショールームにお越しください。
　皆様のご来店を、個性豊かなスタッフでお待ちしております。

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

2022年3月開催

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下さいますようお願い申し上げます。

2022年 福岡大感謝祭

福

岡

県

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション
３F YAMAKASA
オリエンタルホテル福岡 博多ステーション
３F YAMAKASA
3月6日（日）3月6日（日）
●JR「博多駅」筑紫口 より徒歩1分、地下鉄「博多駅」筑紫口東4番出口より直結●JR「博多駅」筑紫口 より徒歩1分、地下鉄「博多駅」筑紫口東4番出口より直結

2022年 東京大感謝祭

東

京

都

京王プラザホテル
本館5F コンコードボールルームBC
京王プラザホテル
本館5F コンコードボールルームBC
3月26日（土）・27日（日）3月26日（土）・27日（日）
●JR「新宿駅」西口より徒歩5分、都営大江戸線「都庁前駅」B1出口すぐ●JR「新宿駅」西口より徒歩5分、都営大江戸線「都庁前駅」B1出口すぐ

GSTVイベント情報
11：00～18：00開催時間

＊展示点数は会場規模により異なります。

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＊
4000点

詳しい出品条件は
P48のJSMページや

JSMのWEBサイトをご覧ください。

JSM
出品受付
いたします！

２０２２年２月１４日に
天王洲ショールームが有明より移転オープンいたしました。
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※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2月時点）

0120-570-771

営業時間：11:00～19:00

〒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

〒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 』
0120-420-243

ルースいっぱい 楽しさいっぱい 夢いっぱい 神戸元町SR

KOBE

〒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 』
0120-730-243

ゆる～りのんびりジュエリーの癒し空間

FUKUOKA

〒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 』
0120-160-243

心斎橋の“隠れ家”サロン

OSAKA

デザイナー在籍

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 』
TOKYO

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

デザイナー在籍

変更のお知らせ「ショールーム限定ポイント2倍DAY」 2月より全店 毎週水曜日

2022年3月より全店 変更前：毎月2日 毎月第1日曜日変更後：

定休日：
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station necklace

metal fittings

slide chain

ステーションネックレスはチェーンのみの
ネックレスよりも絡みやすいので、
保管方法に注意が必要です。

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。

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。

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 2 3

1 2 3

1

ネックレスの先端部分だけ、
小さいチャック袋に
入れて閉じる

1 2

［1］を大きめのチャック袋に入れ、
ネックレス金具部分が袋のチャック部分に
引っかかるようにして閉じる。

2 3

スライドチェーンの長さの変え方

クラスプ金具 ～ビーンズ型の外し方～

ステーションネックレス の保管方法

クラスプ金具 ～差し込み型の外し方～

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。ご利用ガイド
アイテム別使い方が

  わからない
…

！ 注意

お洋服のポケット
やポーチ等にその
まま入れてしまう
と絡まりやすくな
ります。

！

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

bracelet

pierring

本体を耳たぶより広めに開く。 しっかりと挟み、
強めに押さえてとめる。

軽く引っ張り
とまっていることを確認する。

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。

1 2

1 2 3

3 4

ブレスレット
バディ

ピアリングの付け方

ブレスレットバディによるブレスレットの付け方
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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

「日本オリジナルの誕生石」って何？Q

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

昨年末に改訂された誕生石には日本オリジナルの石が
5石加わっています。新しい石が追加される前からも
3月サンゴ、5月ヒスイはなじみが深い宝石として日
本の誕生石とされてきました。今回選ばれた日本独自
の誕生石は鉱物の発見や名づけに関わる人物の誕生月
に合わせて3月アイオライト、4月モルガナイト、7月
スフェーン、9月クンツァイトが選ばれています。
また、2月クリソベリル・キャッツアイのみ由来が
独特で2月22日の日本における猫の日と2月17日の
多くのヨーロッパにおけるWORLD CAT DAYが
あるためとされています。

上から時計周りに、アイオライト、
モルガナイト、スフェーン、クンツァ
イト、クリソベリル・キャッツアイ

GSTV FAN／March 2022 GSTV FAN／March 2022

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

「日本オリジナルの誕生石」って何？Q

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

昨年末に改訂された誕生石には日本オリジナルの石が
5石加わっています。新しい石が追加される前からも
3月サンゴ、5月ヒスイはなじみが深い宝石として日
本の誕生石とされてきました。今回選ばれた日本独自
の誕生石は鉱物の発見や名づけに関わる人物の誕生月
に合わせて3月アイオライト、4月モルガナイト、7月
スフェーン、9月クンツァイトが選ばれています。
また、2月クリソベリル・キャッツアイのみ由来が
独特で2月22日の日本における猫の日と2月17日の
多くのヨーロッパにおけるWORLD CAT DAYが
あるためとされています。

上から時計周りに、アイオライト、
モルガナイト、スフェーン、クンツァ
イト、クリソベリル・キャッツアイ

GSTV FAN／March 2022 GSTV FAN／March 2022



JSMに届けられたジュエリーは、お客様からの大切なお預かり
もの。ジュエリーは１点１点丁寧に確認し、情報の登録や到着
時の状態を細かく記録します。

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。

ジュエリーの価値を高めるセカンダリーマーケット

お預かりしたジュエリーは１点１点クリーニングを行います。

GSTVでご購入いただいたジュエリーはそのまま査定へ。
GSTV以外でご購入されたジュエリーは、GSTV宝石学研究所
にて鑑別・鑑定を行います。
査定は宝石のプロが行い、メールにて販売価格を提示いたし
ます。提示させていただいた価格にて、商品の販売を委託
するかどうか、お客様が決定します。

JSMにて写真撮影をし、スタッフが必要な情報などの
コメントをつけて掲載いたします。

お客様からのジュエリーのお受け取り

ジュエリーの査定・鑑別

ジュエリーのクリーニング

写真撮影・掲載

販売・発送

対象商品

出品から販売まで

売買成立金をGSTVポイントでもっとオトクに！

売買成立までの一例
商品の販売が決定したら、GSTVのジュエリーケースへ入れて
ご購入されたお客様のもとへ発送します。

※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。

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！

Jewelry Secondary Market Jewelry Secondary Market

検 索JSM　ジュエリー

ジュエリーは新しいオーナーの元へ
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。

▲ 受領した商品

▲ 熟練の職人による磨き ▲ クリーニング前 ▲ クリーニング後

▲ GSTV宝石学研究所
による宝石鑑別

▲ 宝石のプロによる査定

▲ 地金の測定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。

売買成立金の
振替方法は、
出品時にご希望を
お伝えください

お振込なら GSTVポイントなら
GSTVポイント

販売単価50万以上で

販売額の80% 販売額の85% 販売額の88%販売額の80% 販売額の85% 販売額の88%
販売手数料 20％

お振込なら
販売額の

＊販売手数料 20％

があなたの元に！

GSTVポイントなら
販売額の85%
＊販売手数料 15％

（1ポイント1円として500ポイント単位でご利用いただけます）

があなたの元に！

販売手数料 15％ 販売手数料 12％なんと！なんと！

※振込手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。 ※他社商品等の出品時には鑑別料（実費）を差し引かせていただきます。 ※GSTVポイントはGSTV
のテレビ、WEB、店舗等でご使用いただけます。（JSMサイトではご使用いただけません） ※ポイントの有効期限は1年間です。但し、1年以内に継続してお買
い物をいただいている場合、継続してお使いいただけます。

JSMに商品を送ったら、あとは売れるのを待つだけ！
売買
成立JSMに

商品を発送

support@jsm.gstv.jp
までご連絡ください。

まずは

2022年2月1日（火）より、出品商品の販売価格決定方法を変更させていただききました。
詳しくはJSM WEBサイトをご覧ください。

JSMでクリーニング！
商品をサイトにアップ！

あのペンダント
もう 1年
使ってない…

これで新しい
ジュエリーが
買える！

＊ 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。）

80%

出品には本人確認書類が必要です。

https://www.gstv.jp/jsm/about_jsm/news_sellingprice.html
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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！

＜移転先所在地＞
〒140-0002  東京都品川区東品川２丁目２ー４３  Ｔ２号棟１F

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：嬉しいお言葉をいただき、ありがとうございます！ショールームでは修理品をお預
かりすることも可能ですので、お気軽にお立ち寄りください。これからも末永くGSTVの商品
をご愛用いただけるよう、スタッフ一同精進してまいります！

スタッフ：ペンダントトップとチェーンについては、確かに色合わせをされる方が多いようです。
ただ、あえて色を外す方もいらっしゃいます。ペンダントトップとチェーンの色合わせはせず、耳もの
やリングで合わせたりと、皆さま、いろいろと楽しんでいらっしゃるようです。しかし初めて購入され
る方には、まずは色を合わせてみることをお勧めいたします！ぜひお買い物を楽しんでください！

先日、イタリアンジュエリーのブレスレットを修理に出しました。きれいに直して頂きあり

がとうございました。ショールームのスタッフの方が親切で助かりました。

プラチナのベネチアンチェーンを注文しました。ペンダントトップなどをいろいろ変えて楽しみ

たいと思っています。バリエーションを考えると、地金違いを購入した方が良いのかと思って

いるのですが、はじめてなのでよくわかりません。どういったものを購入すればいいですか？

　GSTVは本年3月1日をもちまして、本社を以下の

所在地に移転いたしましたので、お知らせいたします。

　これを機に、さらなる社業の発展に精励し、皆様の

ご期待に沿えますよう鋭意努力いたす所存でござい

ますので、今後とも倍旧のご支援とご厚誼を賜ります

ようお願い申し上げます。

編集部より本社移転のお知らせ

このたび、GSTV本社がTOC有明から天王洲
アイルのビルへ移転となりました（P31でご紹介
した天王洲ショールームと同じ場所です！）。
現在、引越し作業の真っ只中。慣れ親しんだ
TOC有明とのお別れは寂しいですが、新しい
環境で働き始めるということにワクワクしても
います♪ 個人的には食堂ができたことに対する
楽しみが止まらないです。
GSTVでは引き続き高品質のジュエリーをお客様
にお届けしながらも、この移転を機に、今まで
以上に新しい取り組みに挑戦してまいります。
今後ともGSTVのジュエリーをご愛顧いただき
ますようお願いいたします。※GSTVお客様サービスセンターなどの電話番号に変更はございません。

GSTV FAN／March 2022

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

＊キャンセルについての詳細は45ページをご覧ください。

今月のCOVER

ID：5039732
K18YG フィオレンティーナ 
ブレスレット "Grumetta" 
重量：約１４．５ｇ 長さ：約２０ｃｍ 
幅：約１２．５ｍｍ アジャスター約３ｃｍ
￥218,000-

ID：5039731
K18YG フィオレンティーナ 
ネックレス "Grumetta Scalare"   
重量：約２２．０ｇ 長さ：約４９ｃｍ 
幅：約７．５－１６．０ｍｍ アジャスター約５ｃｍ
￥338,000-


