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DAILY RARE STONEDAILY RARE STONE
デイリー・レア・ストーンデイリー・レア・ストーン

PT950 ベニトアイト ダイヤ リング 
BE 約0.07ct BE 約0.03ct D 約0.03ct 
重量：約３．８ｇ 最大幅：約３．５ｍｍ 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

5029334 ¥69,800-5

純プラチナ ロシア産 デマントイドガーネット マスカット 
ペンダントトップ DTG 約0.35ct 
重量：約１．３ｇ 縦：約１２．０ｍｍ 横：約９．０ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5035266 ¥49,800-7

PT950 パライバトルマリン ダイヤ リング 
PRT 約0.20ct D 約0.04ct
重量：約２．４ｇ 最大幅：約２．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5035035 ¥79,800-2

PT950 アウイナイト パライバトルマリン ダイヤ 
ペンダントトップ HA 約0.07ct PRT 約0.08ct D 約0.10ct
重量：約１．５ｇ 縦：約２３．０ｍｍ 横：約６．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×１．０ｍｍ

5036529 ¥69,800-8

PT950/K18PG インペリアルトパーズ ダイヤ リング 
ITO 約0.40ct D 約0.03ct 
重量：約３．４ｇ 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

5027191 ¥49,800-1

K18YG カナリートルマリン ダイヤ ペンダントトップ 
T 約0.60ct D 約0.01ct
重量：約１．５ｇ 縦：約２６．０ｍｍ 横：約１３．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
バチカン内径：約４．５×３．０ｍｍ

5002059 ¥39,600-3

PT950 グランディディエライト ダイヤ リング 
GR 約0.10ct D 約0.02ct
重量：約４．０ｇ 最大幅：約３．５ｍｍ 最小幅：約１．７ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5026699 ¥79,800-6

PT950 アヤナスピネル リング SP 約0.70ct
重量：約４．５ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5034991 ¥99,800-4

レアな存在の宝石達を普段使いで楽しんでみて。

Imperial Topaz

Grandidierite

Canary tourmaline Ayana Spinel

Benitoite

Paraiba tourmaline

Demantoid Garnet Hauynite

※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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─フェアリーバタフライ─

Fairy Butterfly

─四大宝石コレクション─

Four Great Jewels Collection

─パストラル─

Pastoral

PT950/K18PG ピンクサファイア ダイヤ 
ペンダントブローチ PS 約9.00ct D 約0.10ct 
重量：約１１．８ｇ 縦：約３５．０ｍｍ 横：約４０．５ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
バチカン内径：約６．５×３．０ｍｍ

11 5036224 ¥278,000-

「フェアリーバタフライ」
欧米のジュエリーのようなサイズ感が魅力のコレクション。妖精の化身の蝶をイメージし、触れると消えてしまう
ような儚さを、隙間なく密集させている中心から外側に向かって空間を持たせた配置で表現しました。
ハートシェイプは妖精の心を表現。愛情と優しさが伝わるようなデザインの幻想的なアイテムです。

PT950/K18PG ピンクサファイア リング 
PS 約4.60ct   
重量：約９．６ｇ 最大幅：約２５．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

12 5036225 ¥198,000-

PT950 サファイア エメラルド ルビー ダイヤ & 
イエローダイヤ ペンダントトップ  SA 約1.10ct 
EM 約0.25ct RB 約0.10ct D 約0.10ct YD 約0.05ct 
重量：約４．９ｇ 縦：約２９．５ｍｍ 横：約１８．５ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×１．９ｍｍ 

13 5036033 ¥99,800-

「四大宝石コレクション」
カラーストーンの強い存在感を醸し出しているコレクション。中世ヨーロッパのクロス（十字架）よりインスピレーションを受けた
デザインです。四大宝石とダイヤモンドの贅沢な組み合わせで、デコラティブながら繊細なイメージが完成しました。

PT950 サファイア エメラルド ルビー ダイヤ & 
イエローダイヤ リング SA 約1.05ct EM 約0.25ct 
RB 約0.08ct D 約0.08ct YD 約0.02ct  
重量：約５．７ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可 

14 5036032 ¥128,000-

K18YG ダイヤモンド ペンダントブローチ 
D 約2.80ct
重量：約９．３ｇ 縦：約３５．５ｍｍ 横：約４０．５ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

9 5031233 ¥268,000-

「パストラル」
パストラルとは、文学や音楽、絵画にみられる、のどかで牧歌的な気分を描いた表現手法。こちらのシリーズは、素朴
に咲き乱れる花を大小混ぜて摘み取ったようなデザイン。花びらをフラットにし、モダンテイストも織り交ぜました。
ダイヤと地金のコントラストをお楽しみいただけるシリーズです。

K18YG ダイヤモンド リング 
D 約0.90ct  
重量：約６．８ｇ 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 

10 5031231 ¥159,000-

※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。
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K18YG ルビー チャーム 
RB 約1.40ct     
重量：約１．８ｇ 縦：約２４．０ｍｍ 
横：約５．０ｍｍ 丸環内径： 約４．０ｍｍ 
※ピアスやピアリング等につけて
　お楽しみください。

5013697 ¥36,800-

17
パラジウムシルバー 950 フラワーカービング 
マルチカラーストーン ブローチネックレス 
SA 約0.52ct IBS 約0.32ct ZI 約0.30ct 
SA 約0.18ct GS 約0.18ct RB 約0.17ct 
BLD 約0.01ct    
重量：約６．８ｇ トップ縦：約４６．５ｍｍ
トップ横：約２７．０ｍｍ トップ高さ：約９．５ｍｍ
バチカン内径：約４．０×１．７ｍｍ
長さ：約５０ｃｍ 幅：約１．３ｍｍ スライドアジャスター

5040265 ¥49,800-

19
PT950 カナリートルマリン & ピンクトルマリン 
& グリーントルマリン リング 
T 約1.75ct T 約0.03ct T 約0.02ct
重量：約６．３ｇ 最大幅：約１９．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5035254 ¥99,800-18
パラジウムシルバー950 天然ホワイトジルコン 
ルビー フラワーカービング ブローチネックレス 
ZI 約1.80ct RB 約0.01ct
重量：約１０．０ｇ トップ縦：約３０．０ｍｍ 
トップ横：約４４．５ｍｍ トップ高さ：約１０．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×２．０ｍｍ
長さ：約５０ｃｍ 幅：約１．３ｍｍ スライドアジャスター

5039522 ¥49,800-

16
K18WG/YG ファンシーカラーストーン リング 
SA 約0.70ct TO 約0.70ct TS 約0.40ct 
RB 約0.13ct GA 約0.10ct SP 約0.10ct 
PS 約0.08ct BLD 約0.03ct
重量：約７．３ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5009830 ¥138,000-

─フラワーハグ─
Flower Hug

※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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高さ：約６．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5035254 ¥99,800-18
パラジウムシルバー950 天然ホワイトジルコン 
ルビー フラワーカービング ブローチネックレス 
ZI 約1.80ct RB 約0.01ct
重量：約１０．０ｇ トップ縦：約３０．０ｍｍ 
トップ横：約４４．５ｍｍ トップ高さ：約１０．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×２．０ｍｍ
長さ：約５０ｃｍ 幅：約１．３ｍｍ スライドアジャスター

5039522 ¥49,800-

16
K18WG/YG ファンシーカラーストーン リング 
SA 約0.70ct TO 約0.70ct TS 約0.40ct 
RB 約0.13ct GA 約0.10ct SP 約0.10ct 
PS 約0.08ct BLD 約0.03ct
重量：約７．３ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5009830 ¥138,000-

─フラワーハグ─
Flower Hug

※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

23

20 21

特優クラスの上質なタンザナイトを使用した贅沢なブローチ。
タンザナイトを羽が包み込むような幻想的なイメージで
お仕立てしました。躍動感と柔らかさを感じるフォルムと、
身に着けた際に美しいバランスに見えるようデザインした
こだわりのアイテムです。

23　
K18WG タンザナイト（特優） ダイヤ ペンダントブローチ
TA 26.667ct D 3.69ct 
重量：約２２．４ｇ 縦：約６０．５ｍｍ 横：約３９．５ｍｍ 高さ：約１６．５ｍｍ
バチカン内径：約５．０×２．５ｍｍ

5036376 ¥2,680,000-

気品に満ちたすみれ色が印象的なパープルサファイアの
リング。ペアシェイプカットの先端にかけて、温かみのある
パープルから青みを帯びたヴァイオレットカラーが現れ、
地球が育んだカラーを存分にお楽しみいただけます。ペア
シェイプカットを活かした緩やかなV字デザインも魅力的。

22
PT950 マダガスカル産非加熱パープルサファイア ダイヤ 
& H&Cダイヤ リング 
PPS 3.243ct D 0.30ct D 0.10ct  
重量：約６．３ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ 最小幅：約１．９ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ 
基本サイズ：１３号

5032591 ¥498,000-

大粒のコロンビア産エメラルドのリング。このエメラルド
が持つ潜在的な美しさを引き出すために、ファセット面を少
なくカットしました。それにより石の持つ色が素直に出て、
透明度もある上質なエメラルドの魅力を存分に堪能して
いただけます。

20
PT950 コロンビア産エメラルド ダイヤ（リリーダイヤカット） 
リング EM 4.55ct D 0.60ct（LI）
重量：約９．０ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5036103 ¥998,000-

一般的にルビーのトップカラーは“ピジョンブラッド”と呼ば
れるミャンマー産のものですが、それと同等レベルの青み
がかった濃く明るいビビッドなルビーを“クリムゾンレッド”
と呼びます。高級なイメージを大事にした、コンサバ
ティブでクラシカルなデザインのリングです。

21
PT950 モザンビーク産非加熱クリムゾンレッドルビー 
H&Cダイヤ & ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
RB 2.072ct D 1.37ct（LI） D 1.01ct（LI）  
重量：約９．７ｇ 最大幅：約１８．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5033139 ¥2,490,000-

Selected Jewelry of  the Month  M ay Selected Jewelry of  the Month  M ay

※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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タンザナイトを羽が包み込むような幻想的なイメージで
お仕立てしました。躍動感と柔らかさを感じるフォルムと、
身に着けた際に美しいバランスに見えるようデザインした
こだわりのアイテムです。

23　
K18WG タンザナイト（特優） ダイヤ ペンダントブローチ
TA 26.667ct D 3.69ct 
重量：約２２．４ｇ 縦：約６０．５ｍｍ 横：約３９．５ｍｍ 高さ：約１６．５ｍｍ
バチカン内径：約５．０×２．５ｍｍ

5036376 ¥2,680,000-

気品に満ちたすみれ色が印象的なパープルサファイアの
リング。ペアシェイプカットの先端にかけて、温かみのある
パープルから青みを帯びたヴァイオレットカラーが現れ、
地球が育んだカラーを存分にお楽しみいただけます。ペア
シェイプカットを活かした緩やかなV字デザインも魅力的。

22
PT950 マダガスカル産非加熱パープルサファイア ダイヤ 
& H&Cダイヤ リング 
PPS 3.243ct D 0.30ct D 0.10ct  
重量：約６．３ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ 最小幅：約１．９ｍｍ 高さ：約６．０ｍｍ 
基本サイズ：１３号

5032591 ¥498,000-

大粒のコロンビア産エメラルドのリング。このエメラルド
が持つ潜在的な美しさを引き出すために、ファセット面を少
なくカットしました。それにより石の持つ色が素直に出て、
透明度もある上質なエメラルドの魅力を存分に堪能して
いただけます。

20
PT950 コロンビア産エメラルド ダイヤ（リリーダイヤカット） 
リング EM 4.55ct D 0.60ct（LI）
重量：約９．０ｇ 最大幅：約１０．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
基本サイズ：１３号

5036103 ¥998,000-

一般的にルビーのトップカラーは“ピジョンブラッド”と呼ば
れるミャンマー産のものですが、それと同等レベルの青み
がかった濃く明るいビビッドなルビーを“クリムゾンレッド”
と呼びます。高級なイメージを大事にした、コンサバ
ティブでクラシカルなデザインのリングです。

21
PT950 モザンビーク産非加熱クリムゾンレッドルビー 
H&Cダイヤ & ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
RB 2.072ct D 1.37ct（LI） D 1.01ct（LI）  
重量：約９．７ｇ 最大幅：約１８．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5033139 ¥2,490,000-

Selected Jewelry of  the Month  M ay Selected Jewelry of  the Month  M ay

※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。



誕生石をメインに
その他に希少石についても
熱く語ります！

誕生石をメインに
その他に希少石についても
熱く語ります！

好評連載中！

P26に掲載！

24
PT950 コロンビア産エメラルド ダイヤ 
ペンダントトップ EM 約1.00ct D 約0.05ct
重量：約１．０ｇ 縦：約１０．５ｍｍ 横：約６．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．５ｍｍ

5040263 ¥59,800-

27
PT950 エメラルド ダイヤ チャーム 
EM 約0.54ct D 約0.22ct
重量：約２．４ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約６．５ｍｍ
丸環内径：約６．５×４．５ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5036552 ¥84,800-

29
K18YG エメラルド ブラウンダイヤ ペンダント
トップ EM 約0.10ct BRD 約0.01ct
重量：約０．４ｇ 縦：約９．０ｍｍ 横：約５．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．７ｍｍ

5035692 ¥19,800-

28
純プラチナ コロンビア産エメラルド ダイヤ
しずく ペンダントトップ 
EM 約0.30ct D 約0.03ct
重量：約１．１ｇ 縦：約１２．０ｍｍ 横：約９．５ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×１．８ｍｍ

5032928 ¥29,800-

30
K18YG エメラルド リング
EM 約0.10ct 
重量：約１．９ｇ 最大幅：約４．５ｍｍ 最小幅：約１．５ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5035680 ¥39,800-

25
PT950 コロンビア産エメラルドキャッツアイ 
ダイヤ リング EM 約0.40ct D 約0.15ct
重量：約４．２ｇ 最大幅：約５．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5021274 ¥89,800- 26
PT950 コロンビア産エメラルド 
ダイヤ（リリーダイヤカット） リング 
EM 約0.50ct D 約0.02ct(LI)
重量：約３．５ｇ 最大幅：約４．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約４．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5027033 ¥59,800-

24

25 26

27

29 30

28

※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。

Emerald
The Birthstone of May

― 5月の誕生石 エメラルド ― 

エメラルドの石言葉は「幸運」「幸福」。

クレオパトラ鉱山と呼ばれる自らのエメラルド鉱山を持つほど、

エジプトのクレオパトラが最も愛した宝石としても有名です。

誕生石をメインに
その他に希少石についても
熱く語ります！

誕生石をメインに
その他に希少石についても
熱く語ります！

好評連載中！

P26に掲載！

24
PT950 コロンビア産エメラルド ダイヤ 
ペンダントトップ EM 約1.00ct D 約0.05ct
重量：約１．０ｇ 縦：約１０．５ｍｍ 横：約６．０ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．５ｍｍ

5040263 ¥59,800-

27
PT950 エメラルド ダイヤ チャーム 
EM 約0.54ct D 約0.22ct
重量：約２．４ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約６．５ｍｍ
丸環内径：約６．５×４．５ｍｍ
※ピアスやピアリング等に取り付けてお楽しみください。

5036552 ¥84,800-

29
K18YG エメラルド ブラウンダイヤ ペンダント
トップ EM 約0.10ct BRD 約0.01ct
重量：約０．４ｇ 縦：約９．０ｍｍ 横：約５．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
バチカン内径：約３．５×１．７ｍｍ

5035692 ¥19,800-

28
純プラチナ コロンビア産エメラルド ダイヤ
しずく ペンダントトップ 
EM 約0.30ct D 約0.03ct
重量：約１．１ｇ 縦：約１２．０ｍｍ 横：約９．５ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
バチカン内径：約５．５×１．８ｍｍ
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K18YG エメラルド リング
EM 約0.10ct 
重量：約１．９ｇ 最大幅：約４．５ｍｍ 最小幅：約１．５ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5035680 ¥39,800-

25
PT950 コロンビア産エメラルドキャッツアイ 
ダイヤ リング EM 約0.40ct D 約0.15ct
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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。

Emerald
The Birthstone of May

― 5月の誕生石 エメラルド ― 

エメラルドの石言葉は「幸運」「幸福」。

クレオパトラ鉱山と呼ばれる自らのエメラルド鉱山を持つほど、

エジプトのクレオパトラが最も愛した宝石としても有名です。



K18YG オブシディアン ブラウンダイヤ リング 
BRD 0.07ct    
重量：約６．１ｇ 最大幅：約１７．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約１１．０ｍｍ
基本サイズ：１３．５号

31 5013468 ¥199,000-

チンパンジーのリアルな毛並みと表情を彫刻した作品を、キュートなリングにお仕立て。
オブシディアン（黒曜石）だとは想像し難いマットなテクスチャーと、チンパンジーの胸元にあしらった
ブラウンダイヤモンドの輝きとの対比が、ユニークな印象です。

K18YG オブシディアン ブラウンダイヤ ペンダントトップ
BRD 約0.07ct  
重量：約３．４ｇ 縦：約１７．５ｍｍ 横：約１６．５ｍｍ 高さ：約１２．５ｍｍ
バチカン内径：約４．５×１．５ｍｍ

32 5013469 ¥168,000-

Erwin Pauly

エルヴィン・パウリー作

31

32

5040539
K18YG 手彫り ピンクトルマリンカメオ 
ペンダントトップ 
カメオ 約25×19mm T 約17.55ct 
重量：約５．８ｇ 縦：約３４．４ｍｍ 横：約１９．２ｍｍ
高さ：約４．３ｍｍ
バチカン内径：約４．０×３．５ｍｍ
￥498,000-

33

5040540
K18YG 手彫り メノウカメオ リング 
カメオ 約14×12mm 
重量：約７．６ｇ 最大幅：約１６．０ｍｍ
最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可
￥298,000-

34

（原寸）

Erwin Paulyエルヴィン・パウリー

1934年 2月、イーダー・オーバーシュタインに生まれる
1949年 15歳から宝石彫刻を学び始める
1952年 リチャード・ハーン工房に入門
1957年 マイスター資格を取得
1958年 アトリエ開設　シンプルさを追求したカメオ「パウリー・スタイル」を確立
1999年 国家十字勲章を受賞
国内外の博物館で作品が特別展示されるなど、現在でも制作活動に意欲を燃やす

Idar-Oberstein
イーダーオーバーシュタイン

─ マティアス・フィッキンガー作 ─

Matthias Fickingerマティアス・フィッキンガー

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。

手 彫り作 品

33
『ロザリー（Rosalie）』

34
『アブストラクト（抽象）』

Selected Jewelry of  the Month  M ay

※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 オブシディアン ブラウンダイヤ リング 
BRD 0.07ct    
重量：約６．１ｇ 最大幅：約１７．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約１１．０ｍｍ
基本サイズ：１３．５号

31 5013468 ¥199,000-

チンパンジーのリアルな毛並みと表情を彫刻した作品を、キュートなリングにお仕立て。
オブシディアン（黒曜石）だとは想像し難いマットなテクスチャーと、チンパンジーの胸元にあしらった
ブラウンダイヤモンドの輝きとの対比が、ユニークな印象です。

K18YG オブシディアン ブラウンダイヤ ペンダントトップ
BRD 約0.07ct  
重量：約３．４ｇ 縦：約１７．５ｍｍ 横：約１６．５ｍｍ 高さ：約１２．５ｍｍ
バチカン内径：約４．５×１．５ｍｍ

32 5013469 ¥168,000-

Erwin Pauly

エルヴィン・パウリー作

31

32

5040539
K18YG 手彫り ピンクトルマリンカメオ 
ペンダントトップ 
カメオ 約25×19mm T 約17.55ct 
重量：約５．８ｇ 縦：約３４．４ｍｍ 横：約１９．２ｍｍ
高さ：約４．３ｍｍ
バチカン内径：約４．０×３．５ｍｍ
￥498,000-

33

5040540
K18YG 手彫り メノウカメオ リング 
カメオ 約14×12mm 
重量：約７．６ｇ 最大幅：約１６．０ｍｍ
最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可
￥298,000-

34

（原寸）

Erwin Paulyエルヴィン・パウリー

1934年 2月、イーダー・オーバーシュタインに生まれる
1949年 15歳から宝石彫刻を学び始める
1952年 リチャード・ハーン工房に入門
1957年 マイスター資格を取得
1958年 アトリエ開設　シンプルさを追求したカメオ「パウリー・スタイル」を確立
1999年 国家十字勲章を受賞
国内外の博物館で作品が特別展示されるなど、現在でも制作活動に意欲を燃やす

Idar-Oberstein
イーダーオーバーシュタイン

─ マティアス・フィッキンガー作 ─

Matthias Fickingerマティアス・フィッキンガー

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。

手 彫り作 品

33
『ロザリー（Rosalie）』

34
『アブストラクト（抽象）』

Selected Jewelry of  the Month  M ay

※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。



＼オトナ女子におすすめ／＼オトナ女子におすすめ／

35

36

37

35
純プラチナ ダイヤモンド 鳳凰ペンダントトップ 
D 約0.01ct 
重量：約６．０ｇ 縦：約２５．５ｍｍ 横：約１６．０ｍｍ 高さ：約２．０ｍｍ
バチカン内径：約４．５×２．５ｍｍ （純金タイプ：5029638）

5029637 ¥54,800-

コイン風でお守りとして
平和な時代に姿を表すと言われる鳳凰。
縁起の良いモチーフをカジュアルなコイン
風ジュエリーで楽しんでみて。ジャラっと
したネックレスとの相性も◎

Pendant top

36
PT950/K18YG シングルイヤーカフ 
重量：約２．８ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約８．０ｍｍ

5033645 ¥34,800-

トレンドでシンプル
イヤーカフの重ね付けも流行ってきて
いるけど、これ１つでそれが完成！？
まるで２つ着けているかのようなデザ
インで簡単にトレンド気分♪

Ear Cuff

37
純プラチナ/純金 ダブルライン リング　
重量：約７．０ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：１０～１８号 リサイズ不可

5035541 ¥99,900-

テクスチャーMIX
純金と純プラチナをクロスさせたスタイリッシュ
なリング。純プラチナにはヘアライン仕上げを
施しました。テクスチャーの違いも楽しんで。

Ring

5
May Coordinate

ゴールドも好きだけどプラチナも好き。
そんな人におすすめなのが地金MIX！
ジュエリーの地金の色をあえて揃えずに
楽しむ人が増加中！？

ゴールドも好きだけどプラチナも好き。
そんな人におすすめなのが地金MIX！
ジュエリーの地金の色をあえて揃えずに
楽しむ人が増加中！？

地金MIXで
知的コーデ
地金MIXで
知的コーデ

※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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コイン風でお守りとして
平和な時代に姿を表すと言われる鳳凰。
縁起の良いモチーフをカジュアルなコイン
風ジュエリーで楽しんでみて。ジャラっと
したネックレスとの相性も◎

Pendant top

36
PT950/K18YG シングルイヤーカフ 
重量：約２．８ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約８．０ｍｍ

5033645 ¥34,800-

トレンドでシンプル
イヤーカフの重ね付けも流行ってきて
いるけど、これ１つでそれが完成！？
まるで２つ着けているかのようなデザ
インで簡単にトレンド気分♪

Ear Cuff

37
純プラチナ/純金 ダブルライン リング　
重量：約７．０ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
対応サイズ：１０～１８号 リサイズ不可

5035541 ¥99,900-

テクスチャーMIX
純金と純プラチナをクロスさせたスタイリッシュ
なリング。純プラチナにはヘアライン仕上げを
施しました。テクスチャーの違いも楽しんで。

Ring

5
May Coordinate

ゴールドも好きだけどプラチナも好き。
そんな人におすすめなのが地金MIX！
ジュエリーの地金の色をあえて揃えずに
楽しむ人が増加中！？

ゴールドも好きだけどプラチナも好き。
そんな人におすすめなのが地金MIX！
ジュエリーの地金の色をあえて揃えずに
楽しむ人が増加中！？

地金MIXで
知的コーデ
地金MIXで
知的コーデ

※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3月に募集した「ジェネレーションギャップを痛感
したこと」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！！

3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！

PN. 神奈川県のMさん辻さんが「これ大賞じゃなーい？」っていう投稿は大体大賞にならない。
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

洗車をした翌日は雨が降る／必要な時に限って小銭がない／ 
白い洋服に限って料理の汁がつく／新品の靴に限ってなぜか踏まれる  …　

過去大賞

過去大賞

身の回りあるある

例）

5月の

お題

第1回

大賞
PN. ノエルママさん

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～

Excelの上書きアイコン（フロッピーディスク）が通じなかった

PN. GSっ子大阪代表のヨコバーさん

PN. 爪からえのき茸さん

「プータローやなー」と言ったら
　　「なんのキャラクターですか？」と言われた

第2回

大賞
PN. ヨシコデラックスさん「チョベリグ」が新しいじゃんけんと勘違いされた

近年の太眉毛ブーム

PN. CAT&SANさん

第4回

大賞

PN. リラットモオさん昔流行った　よくあるドラマのセリフ　「私っておじゃま虫ね」

後輩の服にごはん粒がついており「○○ちゃんお弁当つけてどこ行くの♪」
と言ったらキョトンとしていた

第3回

大賞
PN. シシイさん

上司が打ち合わせで「やっといてちょんまげ」といったときに
クスッと笑ったのが自分だけだった　若い人たちは無反応だった

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

GSTVや身の回りで起きた“あるある”を大募集！

上書き
保存

GSTV FAN／May 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

─  青 い 紅 玉  ─

　シャーロック・ホームズの観察力と機知に富ん
だ謎解きに引き込まれるサー・アーサー・コナン
ドイルの推理小説の映像化バージョン。そのうち
の一つ『青い紅玉』に出てくる宝石を取り上げ
たいと思います。

　この題名を見ると、宝石に詳しい方なら変な題
名だと違和感を持つかもしれません。しかし、そ
れにより一層どんな宝石が出てくるのか、観る前
から期待が大きく膨らみますね。
　ストーリーは、伯爵夫人の外出中に、大事な宝
石が何者かに盗まれ、その犯人を特定しようとす
る物語。やっぱり！ 宝石が出てくる映画は、大体、
盗難がつきものですね。
　紅玉とはルビーの和名です。青いルビー？     
サファイアかしら？ と考えてしまいそうです。原題
『ザ ブルー カーバンクル』で考察してみましょう。
　カーバンクルという古語は、諸説ありますが、
赤いガーネットを指したり、カボションカットさ
れた宝石を指したり、時代や人によって解釈が
変わっているようです。
　一方、医学用語で、毛根炎の感染症の皮膚が
腫れ赤くなった部分を今でもカーバンクルと呼ぶ
そうです。どうやら、赤くてぷっくりした形をカーバ
ンクルって呼ぶのですね。それが青いカーバンクル
となると、一体どちらの色がでてくるのでしょうか。
　ガチョウの口に隠されていた大粒の青い宝石を
眺めるホームズ。やっぱり青だったか、と私は何故
か一安心。謎解きのようですが、その宝石が一体

何の宝石なのか、キーワードを拾ってみました。
　「ダイヤモンドだ。ガラスが切れる」「ダイヤモン
ドより高価だ」「これがブルーカーバンクル」「中
国の南、アモイ川の土手で発見された宝石」「発
見されて20年」「カーバンクルの特徴を持ってい
て青い」「炭素の結晶」「40グレイン」もう？？？
混乱状態です。
　ガーネットで青はない、アモイは大陸楯状地
帯に入っていないからダイヤであるはずがな
い、と考えつつ、見た目はウズラの卵ぐらいだ
から、それが40グレイン*だと、ダイヤやサファ
イアだったら、小粒になってしまいます。見方を
変えて、作家の生きた時代では、後にホープ
ダイヤと呼ばれるブルーダイヤは、1820年に
イギリス国王ジョージ4世の購入品として市中で
知られていたので、それをイメージして架空の
宝石を描写したのかもしれませんね。

※画像はイメージです。

映画の中のジュエリー Vol.5

映画：シャーロック・ホームズの冒険（テレビドラマ）第1シリーズ 第7話
原作：サー・アーサー・コナン・ドイル　放送期間：1984年～1994年

＊1グレイン：宝石の重量単位では、約1/4cts＝約0.05g 。40グレインでは
約10cts ～ 13ctsになる。

（The Blue Carbuncle）

it’s a MEGURO world

─ 第 29回 ─

※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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左から：トラピッチェサファイア、トラピッチェエメラルド、　　
トラピッチェルビー
トラピッチェ軍団！圧巻です。トラピッチェサファイア、ルビー：五十
嵐さん所蔵、トラピッチェエメラルド：清水さん所蔵。

トラピッチェアレキサンドライト
実に珍しい！輪座双晶のアレキサ
ンドライト。五十嵐さん所蔵。

左から：スターサファイア、スター
ルビー
こちらは泣く子も憧れるスター軍団。
五十嵐さん所蔵。

　「初夏に身にまとうスター＆クロス」
　5月の誕生石はエメラルド。宝石界のスターであり、、、スターになりたい私の誕生石でもありま
すので、スターとクロスを取り上げます！
　というのもGSTVでエメラルドというとトラピッチェが有名ですね。トラピッチェというとサトウキ
ビの搾り機の歯車の形に似ていると言われていますが、スターやクロスにも見えます。ただしスター
効果（アステリズム）とは別物とされています。（アステリズムは宝石の角度によってスターが動く。）
実際、エメラルドにはスター効果があらわれますが、極めて稀で入手困難になります。
　そんなトラピッチェは実はエメラルドだけではなく、ルビー、サファイア、アメシストでも見られます
し、まだ議論されていますが、ダイヤモンドでも似た現象が起きます。輪座双晶という特別な結晶の
成り立ちからクリソベリルもトラピッチェのように見えるものもあります。

　一方、スター効果と言えばやはりルビーとサファイア！ 六方向に矢
が伸びるのが特徴ですが、中にはクロスに見えるものもありまして一
部ガーネットや男性に人気の通称「ブラックスター」と呼ばれるダイオ
プサイトもあります。こちらは比較的手に入れやすいと思いますよ！
　お手頃というと、おなじみのパールも淡水のバロックは貫入してク
ロスになりまして、ロザリオ風につけるとおしゃれです。
　レアなものだと「キアストライト」。こちら実はアンダリュサイトな
んです。聖地の近くでとられたりしたのでお守りとしても人気です。
　さらによりゴシックなクロス感を漂わせるのは「スタウロライト」。
角柱の十字双晶で、そのまんま「十字石」と呼ばれます。聖なる趣が何
とも言えない！
　カジュアルラインに必須のスター、クロスをぜひ希少石で楽しんで
ください！

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！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！

左から：パール、キアストライト、
スタウロライト
これだけ集まると何やら奇跡が起きそう。
王子所蔵。

ブラックスター（ダイプサイト）
目がはっきり見えるものを狙ってくだ
さい！王子所蔵。

第五回 ~ M a y ~

※本記事の作成に五十嵐さん、清水さんにご協力いただきました。ありがとうございました！

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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5月といえば

ザンビアでも、綺麗なエメラルドが
採掘されてきています。
今がお買い得プライス！！
ID：5017636

ザンビア産エメラルドリング

エメラルドといえばコロンビア産！！
3ct overのエメラルドに贅沢にダイヤモンド
を使用したラグジュアリーアイテム。
ID：5026276

コロンビア産エメラルドリング

希少なトラピッチェをフルネックに！！
ID：3363697

トラピッチェエメラルド
ネックレス

希少なトラピッチェ

コロンビア産

今がお
買得！

いかがでしたでしょうか？こちらの商品は各ショールームにてご覧いただけます。
そのほか普段ご覧いただけない特別なお品物がショールームには並んでおります
ので是非足をお運びください。ファントムともどもお待ちしております。

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。
GSTVのイベントが自粛傾向にある中、今回、TVではなかなか見ることの
できない商品をご紹介したいと思います。Phantom NAOYA

Phantom of The GSTV 

ファントムなおや 検  索

5月ショールーム詳細はP42～45をご覧ください！

GSTV FAN／May 2021



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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マダヤ（シリア）の病院で栄養不良の
スクリーニングを受ける子ども
© UNICEF/UN07564/Singer© UNICEF/UN07564/Singer

ユニセフ（国際連合児童基金）は、世界の
子どもたちの生命と健やかな成長を守る
ために、保健、栄養、水と衛生、教育、保護、

緊急支援など幅広く活動している国連機関です。ユニセフの活動
資金はすべて任意の資金で、民間の皆様の募金が活動の大切な支え
となっています。公益財団法人日本ユニセフ協会は日本でユニセフ
を代表するユニセフ国内委員会として、ユニセフの活動資金を
支える募金活動と広報やアドボカシー活動を実施しています。

GSTVは公益財団法人日本ユニセフ協会を通じ
世界中の子どもたちの支援を応援しています。
GSTVでユニセフの応援をはじめてから今年で7年目になりました。今年も毎月のイベント放送
「アンコールDAY」の売上金の一部を対象として、世界中の子どもたちの支援を応援します！

皆様のご協力に心より感謝申し上げます

支援ギフト：2020年4月～2021年3月までの実施

GSTV 支援の実績

経口補水塩
2020 年 6月
105,000 包分

栄養治療食
2020 年 5月
13,800 包分

浄水剤
2020 年 4月
760,000 錠分

テント
2020 年 10月
4 張

微量栄養素パウダー
2020 年 9月
327,750 包分

はしかワクチン
2020 年 8月
19,040 回分

治療用ミルク
2021年 2月
2,875 缶分

箱の中の学校
2021年 1月
1,722 人分

毛布
2020 年 12 月
1,190 枚分

ワクチン用保冷箱
2020 年 7月
372 箱分

経口ポリオワクチン
2020 年 11月
42,240 回分

抗マラリア薬
2021年 3月
212,400 錠分

© UNICEF/UNI141891/Schermbrucker

© UNICEF/UNI109692/Halawani

© UNICEF/2009/Susan Markisz© UNICEF/UNI125873/Asselin

© UNICEF/UNI84764/LeMoyne
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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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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

「インデックスリング」
って何？

Q

　「インデックスリング」とは宝飾業界において人差し指に
着ける指輪のことを指します。由来としては英語で人差し
指はインデックスフィンガー（INDEX FINGER）と呼ばれ
ており、その指に着ける指輪であるためです。また、同じ由来
として小指に着ける指輪のピンキー（PINKY）リングや親指
に着けるサム（THUMB）リングが有名です。あまり使いま
せんが、中指に着ける指輪をミドルフィンガーリング、薬指
に着ける指輪をアニバーサリーリングと呼ぶ方もいます。
他に着ける位置で呼び方がある指輪に手の第1関節と
第2関節の間に着けるファランジリングや足の指に着ける
トゥリングがあります。

サムリング

インデックス
リング

ピンキー
リング

アニバーサリー
リング

ミドルフィンガー
リング
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編集部より 水泳の池江選手が東京五輪の代表に入りました。
病気を克服しての復活！衰えた体力や筋力を取り戻
すだけでも大変なはず。それを短期間で、さらに
五輪代表にも入ったことは、本当に凄い！感動しま
した！これに関連するわけではありませんが、以前、
GSTV宛にこのようなお手紙をいただいたことがあり

ます。「私はいま病気療養中。GSTVで宝石を見てい
ると癒されて元気が出ます。」がんばる力、がんばれ
る力って、人に感動や元気を与えられる行動から湧
き出るのでしょうね。宝石で病気を治すことはできな
いけれど、元気や癒しを与えることはできる！これか
らもGSTVはがんばります！

May 2021

スタッフ：お気に入りのエメラルドをGSTVでご購入いただけたこと、とても嬉しいです！通信販
売ですので、ご不安に感じる部分もあるかと思います。何かあればお気軽にお電話をください。
お客様のご要望を伺いながら、商品を探したり、お悩み解決のために、さまざまな対応をさせて
いただきます。今後も番組をお楽しみください！

誕生石のエメラルドの購入を迷っていました。エメラルドには詳しくないので、電話で相談
をした際に、丁寧に説明をしていただき、焦らずにもう少しエメラルドをお知りになってから
購入したらどうかとアドバイスをいただきました。その後、欲しいと思うエメラルドに出会い、
注文しました。値段以上の素晴らしいものを贈っていただいて、感謝しています。

スタッフ：いつもGSTVをご利用くださいま
してありがとうございます！男性向けのジュエ
リーはまだまだ数が少ないのが現状です。
お客様からお寄せいただいたご意見をもと
に、これまで以上に男性向けの商品もご紹
介していけるように努めてまいります。

男性が付けやすいピンブローチの商品
をもっと増やして欲しいです。最近、純金
と純プラチナのカエルのペンダントトップ
が紹介されていましたが、同じデザイン
で18金のピンブローチがあるといいなと
思っています。

いつも沢山のメッセージをありがとうございます。

今回掲載以外にも沢山のお声をいただいており、

今後のより良い運営に役立たせていただきますので、

是非、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください!

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：番組に対して貴重なご意見を
いただきましてありがとうございます。
お客様のお顔の輪郭に合うか、どのように
見せたいかなど、相応しいジュエリーデザ
インをお知りになりたいですよね。いただ
いたご意見は、今後の番組制作の参考に
させていただきます。

ピアリングなど、耳物の商品を紹介する
時に、顔の輪郭の形、顔の長さなどによ
り、どのようなデザインのものが合うのか、
番組内でフリップボードなどを使って紹介
してくれると嬉しいです。

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：5021926
PT950 コロンビア産
エメラルドキャッツアイ 
ダイヤ & H&Cダイヤ ネックレス 
EM 17.74ct D 5.69ct D 3.54ct   
重量：約６３．０ｇ 長さ：約４３ｃｍ 
幅：約５．５～１３．８ｍｍ
￥3,680,000-



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
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5月号
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