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PT950/PT850 レッドベリル ダイヤ
ネックレス BE 約0.35ct D 約0.25ct
重量：約４.４ｇ トップ縦：約１３.０ｍｍ
トップ横：約１３.０ｍｍ トップ高さ：約４.０ｍｍ
バチカン内径：約４.５×２.０ｍｍ 長さ：約４５ｃｍ
幅：約０.７ｍｍ スライドアジャスター

5 5047025 ¥158,000-

K18YG/PT950 グランディディエライト 
リング GR 約0.60ct
重量：約２．９ｇ 最大幅：約７．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

6 5022927 ¥198,000-

K18WG カナリートルマリン ダイヤ リング 
T 約1.75ct D 約0.01ct
重量：約３．３ｇ 最大幅：約１２．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約５．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

4 5045598 ¥79,800-

K18YG スキャポライト ダイヤ 
ペンダントトップ 
SQ 約5.40ct D 約0.01ct
重量：約２.８ｇ 縦：約１８.０ｍｍ 横：約１０.０ｍｍ
高さ：約６.５ｍｍ バチカン内径：約５.０×２.０ｍｍ

2 5045638 ¥59,800-

PT950 ダイアスポア 
H&Cダイヤ（リリーダイヤカット） リング
DJ 約1.70ct D 約0.02ct（LI）
重量：約３．５ｇ 最大幅：約６．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約５．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

3 5003404 ¥79,800-

PT950 シリマナイト ダイヤ リング
SR 約5.00ct D 約0.08ct
重量：約６．７ｇ 最大幅：約１２．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約８．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

1 5044731 ¥148,000-

希少なジュエリーを普段使いでお楽しみください。

レアストーン

初夏にぴったりな爽やかカラーの レアストーン

※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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K18WG サファイア & アイスブルー
サファイア ダイヤ リング
SA 約0.80ct IBS 約0.70ct D 約0.40ct
重量：約７．３ｇ 最大幅：約１７．５ｍｍ 
最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ 
対応サイズ：８～２０号

8 5043865 ¥238,000-

K18WG サファイア & アイスブルー
サファイア ダイヤ ペンダントトップ
SA 約1.50ct SA 約0.80ct 
IBS 約0.70ct D 約0.50ct
重量：約６．３ｇ 縦：約２８．０ｍｍ 横：約３１．０ｍｍ
高さ：約８．０ｍｍ バチカン内径：約３．５×２．０ｍｍ

9 5043866 ¥268,000-

「スタイリッシュハート」
いつの時代もファンが多いオープンハートのピアス。
スタイリッシュさを大事に、甘辛ハートでお仕立ていた
しました。耳たぶを支え、横からスライドさせるように
装着してください。

K18WG ダイヤモンド ピアス D 約0.90ct
重量：約４．４ｇ 縦：約２０．０ｍｍ 横：約２０．５ｍｍ

11 5042399 ¥198,000-

「スター」
流れ星のように、動きを感じるスタイルでお仕立てし
たピアス。ダイヤモンドの配置にこだわり、スマートな
印象で作り上げました。彫り留め部分がお顔側にくる
ように着けるとバランスがとても良く、おすすめです。

K18WG ダイヤモンド ピアス D 約0.60ct
重量：約５．６ｇ 縦：約３０．０ｍｍ 横：約２２．５ｍｍ

12 5042400 ¥188,000-

「ブルーバード」
「幸せの青い鳥」をイメージしたブローチ。飛び立っていくような
躍動感が印象的です。これまでGSTVで培った技術を網羅した作品
で、ミステリーセッティングやカービングの組み合わせ、カラーグラ
デーション、地金2色使いの細かいこだわりを盛り込みました。

K18WG/YG マルチカラーストーン ダイヤ & ブラックダイヤ（トリート） 
ペンダントブローチ 
IBS 約3.50ct SA 約1.75ct SA 約0.75ct D 約1.32ct BLD 約0.03ct
重量：約１６．７ｇ 縦：約６８．０ｍｍ 横：約５０．０ｍｍ 高さ：約１１．５ｍｍ バチカン内径：約７．０×２．０ｍｍ

10 5044906 ¥648,000-

K18WG コロンビア産エメラルド サファイア
ダイヤ ピアリング
EM 約0.80ct SA 約1.30ct D 約0.36ct
重量：約６．０ｇ 縦：約１７．０ｍｍ 横：約８．０ｍｍ

7 5042455 ¥278,000-

どちら側でも主役になれる、サファイアと
エメラルドを配した贅沢なピアリング。
ホワイトゴールドの地金にセットされた
ダイヤモンドが、それぞれの石の魅力を
引き立てています。お色味ときらめきを
お顔の傍でご堪能ください。

「ブルーローズ」
青いバラの花言葉は「夢叶う」。夢が現実になることを願い、ブルーサファイア
をお花に見立てて身につけられるジュエリーにお仕立てしました。濃い色の
サファイアの中に淡い色のアイスブルーサファイアを混ぜて、瑞々しい様子を
表現しています。

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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「幸せの青い鳥」をイメージしたブローチ。飛び立っていくような
躍動感が印象的です。これまでGSTVで培った技術を網羅した作品
で、ミステリーセッティングやカービングの組み合わせ、カラーグラ
デーション、地金2色使いの細かいこだわりを盛り込みました。
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どちら側でも主役になれる、サファイアと
エメラルドを配した贅沢なピアリング。
ホワイトゴールドの地金にセットされた
ダイヤモンドが、それぞれの石の魅力を
引き立てています。お色味ときらめきを
お顔の傍でご堪能ください。

「ブルーローズ」
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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。



13
K18YG ブラウンダイヤモンド チャーム 
BRD 約0.36ct
重量：約３．２ｇ 縦：約２８．0ｍｍ 横：約１０．0ｍｍ
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。

5021999 ¥79,800-

14
K18PG/YG/PT950
ブラウンダイヤモンド トリカラー リング
BRD 約2.50ct
重量：約５．８ｇ 最大幅：約１７．５ｍｍ
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

5045515 ¥398,000-

15
K18YG ブラウンダイヤモンド オニキス リング
BRD 約0.90ct BRD 約0.40ct
重量：約５．４ｇ 最大幅：約１０．０ｍｍ
最小幅：約４．５ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5036706 ¥268,000-

K18YG メレラニミントガーネット ダイヤ ペンダントトップ 
GA 約0.35ct D 約0.04ct
重量：約１．３ｇ 縦：約１７．０ｍｍ 横：約５．５ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
バチカン内径：約４．０×１．５ｍｍ

17 5045375 ¥39,800-

K18GG グリーンサファイア クリソベリル メレラニミントガーネット 
ツァボライト エメラルド リング GS 約0.30ct CB 約0.28ct
GA 約0.28ct TS 約0.27ct EM 約0.20ct
重量：約３．１ｇ 最大幅：約５．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：8～20号

18 5043356 ¥99,800-

K18YG メレラニミントガーネット ダイヤ リング
GA 約0.60ct D 約0.07ct
重量：約３．２ｇ 最大幅：約７．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

16 5045374 ¥74,800-
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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。



キャッツアイの特殊効果を呈しているエメラルド。中石の
カボションカットに合わせてモダンなフォルムでデザイン
したリングです。腕のダイヤモンドがクラシカルな印象も
演出。スタイリッシュにもフェミニンにも身につけられます。

21
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2.00ct D 約0.08ct
重量：約５．２ｇ 最大幅：約８．５ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5039384 ¥288,000-

スリランカは昔から高品質なサファイアが採取され、
ヨーロッパブランドで好んで使われてきた産地。ブルー
サファイアのサイズに見合う大粒ダイヤモンドを配し、
拡張高くお仕立てしたリングをご堪能ください。

22
PT950 スリランカ産サファイアダイヤ（リリーダイヤカット）
& ダイヤリング SA 11.455ct D 0.88ct（LI） D 0.22ct
重量：約１３．２ｇ 最大幅：約１５．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約８．５ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

5047552 ¥7,980,000-

ミディアムサイズのミャンマー産ピジョンブラッドル
ビーのリング。愛らしい赤色で、身につけると一瞬で
魅了されることでしょう。ルビーと共にダイヤモンドの
存在感も強くアピールする、モダンなデザインで
お仕立てしました。

19
PT950 ミャンマー産 ピジョンブラッドルビー ダイヤ（リリーダイヤカット） 
& ダイヤ リング RB 約0.70ct D 約0.30ct（LI） D 約0.12ct
重量：約５．３ｇ 最大幅：約６．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5046699 ¥268,000-

確かな大粒をご堪能いただけるパライバトルマリンの
リング。大きなサイズは今後ますます貴重になっていく
特別な石。指を長く見せるデザインと高品質のダイヤ
モンド使いが秀逸な作品です。

20
PT950 モザンビーク産パライバトルマリン H&Cダイヤ
（リリーダイヤカット） リング PRT 3.621ct D 1.27ct（LI）
重量：約１０．６ｇ 最大幅：約２２．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5045500 ¥3,980,000-

19

20
21

22

Selected Jewelry of  the Month May Selected Jewelry of the Month May

※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。

キャッツアイの特殊効果を呈しているエメラルド。中石の
カボションカットに合わせてモダンなフォルムでデザイン
したリングです。腕のダイヤモンドがクラシカルな印象も
演出。スタイリッシュにもフェミニンにも身につけられます。

21
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2.00ct D 約0.08ct
重量：約５．２ｇ 最大幅：約８．５ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ 高さ：約５．５ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5039384 ¥288,000-

スリランカは昔から高品質なサファイアが採取され、
ヨーロッパブランドで好んで使われてきた産地。ブルー
サファイアのサイズに見合う大粒ダイヤモンドを配し、
拡張高くお仕立てしたリングをご堪能ください。

22
PT950 スリランカ産サファイア ダイヤ（リリーダイヤカット）
& ダイヤ リング SA 11.455ct D 0.88ct（LI） D 0.22ct
重量：約１３．２ｇ 最大幅：約１５．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ 高さ：約８．５ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

5047552 ¥7,980,000-

ミディアムサイズのミャンマー産ピジョンブラッドル
ビーのリング。愛らしい赤色で、身につけると一瞬で
魅了されることでしょう。ルビーと共にダイヤモンドの
存在感も強くアピールする、モダンなデザインで
お仕立てしました。

19
PT950 ミャンマー産 ピジョンブラッドルビーダイヤ（リリーダイヤカット）
& ダイヤリング RB 約0.70ct D 約0.30ct（LI） D 約0.12ct
重量：約５．３ｇ 最大幅：約６．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5046699 ¥268,000-

確かな大粒をご堪能いただけるパライバトルマリンの
リング。大きなサイズは今後ますます貴重になっていく
特別な石。指を長く見せるデザインと高品質のダイヤ
モンド使いが秀逸な作品です。

20
PT950 モザンビーク産パライバトルマリン H&Cダイヤ
（リリーダイヤカット）リング PRT 3.621ct D 1.27ct（LI）
重量：約１０．６ｇ 最大幅：約２２．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約７．０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

5045500 ¥3,980,000-
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20
21

22

Selected Jewelry of the Month May Selected Jewelry of  the Month May

※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。



23
K18YG コロンビア産エメラルドダイヤリング
EM 約1.00ct D 約0.20ct
重量：約２.８ｇ 最大幅：約１３.０ｍｍ 最小幅：約１.７ｍｍ
高さ：約４.０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5044868 ¥298,000-

23

24 25

26 27

27
PT950 ラベンダーヒスイリング
J 約4.00ct
重量：約５.１ｇ 最大幅：約１０.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約５.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5039891 ¥69,800-26
純プラチナラベンダーヒスイリング
J 約5.50ct
重量：約５.５ｇ 最大幅：約１１.０ｍｍ 最小幅：約１.８ｍｍ
高さ：約６.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5041265 ¥79,800-

24
PT950/K18YG コロンビア産エメラルドリング
EM 約1.50ct
重量：約３.９ｇ 最大幅：約７.５ｍｍ 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

5045360 ¥268,000- 25
PT950 コロンビア産エメラルドダイヤリング
EM 約1.00ct D 約0.10ct
重量：約４.１ｇ 最大幅：約４.５ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約３.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5044788 ¥118,000-

THE BIRTHSTONE of

MAY

EMERALD / JADE

5月の誕生石 ［エメラルド］［ヒスイ］

2021年12月、63年ぶりに日本の誕生石が改訂。
５月のエメラルドに加えて選ばれたのは日本の国石・ヒスイ（ジェード）。
GSTVでは緑はじめ優しいパープルのラベンダーヒスイをご用意しています。

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

「誕生石」はこちらから

Emerald
エメラルド

Jade
ヒスイ

※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。

23
K18YG コロンビア産エメラルド ダイヤ リング 
EM 約1.00ct D 約0.20ct
重量：約２.８ｇ 最大幅：約１３.０ｍｍ 最小幅：約１.７ｍｍ
高さ：約４.０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5044868 ¥298,000-

23

24 25

26 27

27
PT950 ラベンダーヒスイ リング
J 約4.00ct
重量：約５.１ｇ 最大幅：約１０.０ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約５.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5039891 ¥69,800-26
純プラチナ ラベンダーヒスイ リング
J 約5.50ct
重量：約５.５ｇ 最大幅：約１１.０ｍｍ 最小幅：約１.８ｍｍ
高さ：約６.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5041265 ¥79,800-

24
PT950/K18YG コロンビア産エメラルド リング 
EM 約1.50ct
重量：約３.９ｇ 最大幅：約７.５ｍｍ 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

5045360 ¥268,000- 25
PT950 コロンビア産エメラルド ダイヤ リング 
EM 約1.00ct D 約0.10ct
重量：約４.１ｇ 最大幅：約４.５ｍｍ 最小幅：約２.０ｍｍ
高さ：約３.５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5044788 ¥118,000-

THE BIRTHSTONE of

MAY

EMERALD / JADE

5月の誕生石［エメラルド］［ヒスイ］

2021年12月、63年ぶりに日本の誕生石が改訂。
５月のエメラルドに加えて選ばれたのは日本の国石・ヒスイ（ジェード）。
GSTVでは緑はじめ優しいパープルのラベンダーヒスイをご用意しています。

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

「誕生石」はこちらから

Emerald
エメラルド

Jade
ヒスイ

※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 ミシャエル・ポイスター 手彫り メノウカメオ
ペンダントブローチ カメオ 約57×39mm
重量：約２１．０ｇ 縦：約６６．５ｍｍ 横：約３９．５ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
バチカン内径：約８．５×３．５ｍｍ

31 5046600 ¥1,180,000-

エジプト神話の女神・メルセゲル。その名の意味は「沈黙を
愛する者」で、死者の守護者、悩める者の相談相手などといわ
れています。蛇や、頭だけ女性の蛇として描かれてきました。

K18WG ハンス・ディーター・ロート 手彫り メノウカメオ 
ピンブローチ カメオ 約14×19mm
重量：約１３．６ｇ 縦：約３２．５ｍｍ 横：約２８．０ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ

30 5039287 ¥498,000-

スカラベは創造や復活のシンボルの昆虫。日輪の回転を
司る神の化身といわれ、古来よりスカラベを象った
装飾品や護符が数多くつくられています。

ハンス・ディーター・ロート作　［手彫り作品］ ミシャエル・ポイスター作　［手彫り作品］

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ カメオ 約30×22mm
重量：約４．５ｇ 縦：約３９．０ｍｍ 横：約２２．２ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

29 5039752 ¥49,800-

紀元前のエジプト王であるツタンカーメン。約100年前に
墓と黄金のマスクが発掘され、「世紀の大発見」と
世界中から注目を浴びました。

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ カメオ 約30×22mm
重量：約３．３ｇ 縦：約３９．０ｍｍ 横：約２２．２ｍｍ 高さ：約２．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．５ｍｍ

28 5042373 ¥49,800-

ネフェルティティは、美しく聡明な王女。エジプト三大
美女とうたわれ、その胸像は所蔵されているベルリン
博物館で最も有名な作品のひとつです。

カメオで表現された古代エジプトの世界。
荘厳で華やか、歴史ロマン溢れるジュエリーです。モチーフカメオ古代エジプト

28
「ネフェルティティ」

282828
「ネフェルティティ」「ネフェルティティ」「ネフェルティティ」

29
「ツタンカーメン」

292929
「ツタンカーメン」「ツタンカーメン」「ツタンカーメン」

30
「ハート・スカラベ」

303030
「ハート・スカラベ」「ハート・スカラベ」「ハート・スカラベ」

31
「メルセゲル」

313131
「メルセゲル」「メルセゲル」「メルセゲル」

ハンス・ディーター・ロート原型　［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-ObersteinANCIENT EGYPTIAN MOTIF CAMEO

K18YG ミシャエル・ポイスター 手彫り メノウカメオ
ペンダントブローチ カメオ 約57×39mm
重量：約２１．０ｇ 縦：約６６．５ｍｍ 横：約３９．５ｍｍ 高さ：約９．０ｍｍ
バチカン内径：約８．５×３．５ｍｍ

31 5046600 ¥1,180,000-

エジプト神話の女神・メルセゲル。その名の意味は「沈黙を
愛する者」で、死者の守護者、悩める者の相談相手などといわ
れています。蛇や、頭だけ女性の蛇として描かれてきました。

K18WG ハンス・ディーター・ロート 手彫り メノウカメオ 
ピンブローチ カメオ 約14×19mm
重量：約１３．６ｇ 縦：約３２．５ｍｍ 横：約２８．０ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ

30 5039287 ¥498,000-

スカラベは創造や復活のシンボルの昆虫。日輪の回転を
司る神の化身といわれ、古来よりスカラベを象った
装飾品や護符が数多くつくられています。

ハンス・ディーター・ロート作　［手彫り作品］ ミシャエル・ポイスター作　［手彫り作品］

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ カメオ 約30×22mm
重量：約４．５ｇ 縦：約３９．０ｍｍ 横：約２２．２ｍｍ 高さ：約３．５ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．０ｍｍ

29 5039752 ¥49,800-

紀元前のエジプト王であるツタンカーメン。約100年前に
墓と黄金のマスクが発掘され、「世紀の大発見」と
世界中から注目を浴びました。

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ カメオ 約30×22mm
重量：約３．３ｇ 縦：約３９．０ｍｍ 横：約２２．２ｍｍ 高さ：約２．０ｍｍ
バチカン内径：約６．０×２．５ｍｍ

28 5042373 ¥49,800-

ネフェルティティは、美しく聡明な王女。エジプト三大
美女とうたわれ、その胸像は所蔵されているベルリン
博物館で最も有名な作品のひとつです。

カメオで表現された古代エジプトの世界。
荘厳で華やか、歴史ロマン溢れるジュエリーです。モチーフカメオ古代エジプト

28
「ネフェルティティ」

282828
「ネフェルティティ」「ネフェルティティ」「ネフェルティティ」

29
「ツタンカーメン」

292929
「ツタンカーメン」「ツタンカーメン」「ツタンカーメン」

30
「ハート・スカラベ」

303030
「ハート・スカラベ」「ハート・スカラベ」「ハート・スカラベ」

31
「メルセゲル」

313131
「メルセゲル」「メルセゲル」「メルセゲル」

ハンス・ディーター・ロート原型　［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-ObersteinANCIENT EGYPTIAN MOTIF CAMEO



32

33

34

34
K18YG ザンビア産エメラルド ミュージカル チャーム
EM 約0.06ct
重量：約０．５ｇ 縦：約１７．０ｍｍ 横：約４．５ｍｍ 丸環内径：約５．０ｍｍ
８分音符チャーム 縦：約１４．０ｍｍ 横：約４．０ｍｍ 丸環内径：約５．０ｍｍ
※ピアスやピアリングなどに取り付けてお楽しみください。

5043372 ¥18,800-

耳元に音楽を
ト音記号と８分音符を象ったチャーム。「一瞬一瞬を
大切に」という想いを込めてお仕立ていたしました。
片耳で重ね付けるとキュートさアップ！

32
K18YG ザンビア産エメラルド モルガナイト
サンタマリアアフリカーナアクアマリン リング
EM 約0.50ct MOR 約0.40ct AQ 約0.30ct
重量：約２．６ｇ 最大幅：約５．０ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ 高さ：約４．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5010200 ¥79,800-

ベリル３カラー
ザンビア産エメラルド×モルガナイト×アクアマリンの
ベリル組み合わせジュエリー。シンプルデザインと
優しいお色味で身につけやすく、重ね付けもおすすめ。

33
K18YG ザンビア産エメラルド ブラウンダイヤ
ピンキーリング 2本セット
EM 約0.15ct BRD 約0.07ct
重量：約３．８ｇ 最大幅：約３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約２．０ｍｍ 対応サイズ：１～８号 リサイズ不可
１粒リング 最大幅：約４．０ｍｍ 最小幅：約１．７ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ

5042849 ¥ 99,800-

和みピンキー
心落ち着く緑色のピンキーリング２本
セット。引っ掛かりが少なく指なじみの
良いデザインも魅力。指１本に重ねる、
両手小指につけるなど、シーンに合わ
せてお楽しみください。

Ring

Ring

少し青みがかった緑色が特徴のザンビア産エメラルド。
清涼感あるきらめきは、初夏の明るい装いにぴったり！

Charm

初夏を彩る初夏を彩る
ザンビア産エメラルドジュエリー
55 誕生石！

月の

※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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「伝説のホープダイヤ」

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／

GSTV
NEW

Commentator

◆座右の銘は？
─ 魚心あれば水心
◆あだ名は何ですか？
─ 修修。セキネーゼ。
◆今一番のマイブームは？
─ ルース収集。
◆気になるジュエリーを教えてください。
─ カラーダイヤモンド。
◆オンエア中にやってしまった一番大きな
失敗は？
─ 今もですがコメント中噛んでしまうこと
です。よく噛みます（笑）
◆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？
─ 出張展示会やイベント等でお客様にお声
をかけていただいたこと。

◆自分が出演する番組の見所を教えてくだ
さい。
─ 定番から特別アイテムまでご紹介します！
◆GSTVの現場の雰囲気を教えてください。
─ 変化が多く魅力的な会社です。
◆GSTVについて一言。
─ 希少石の宝庫！
◆ファンに向けてメッセージお願いします。
─ 普段なかなかＯＡできないようなジュ
エリーをご紹介できるように努めてまいり
ます。宜しくお願い致します。

GSTV
番組プログラム

May
2022

BS放送
特別追加枠

5月の番組チェック！
関根修平（せきね しゅうへい）新コメンテータ

関根修平（せきね しゅうへい）　
●誕生日：4月14日　●出身地：東京　●趣味・
特技：弓道、バイク、エレキベース　●資格・免許：
漢字検定1級、電卓検定1級、簿記検定3級、他

新コメンテータの関根修平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

！！！！
＃9  「サファイアの歴史と色」 
＃10「サファイアの産地」 
＃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」

＃１「宝石とは？」 
＃２「世界四大宝石とは？」 
＃３「ダイヤモンド」
＃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」 

＃１7「エメラルドの歴史」  
＃１8「エメラルドの成り立ち」  
#19「エメラルドの産出地」
#20「エメラルドの産出地2」
#21「アレキサンドライト」
#22「アレキサンドライト名前の由来と産地」
#23「伝説の宝石」

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

定番から特別アイテムまで
普段なかなかＯＡできないようなジュエリーを

＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／

Special Int�viewSpecial Int�view

・5月14日㊏  13:00～13:59
・5月25日㊌  16:00～16:59

BS-TBS 
「麗しの宝石ショッピング」

チャンネル登録よろしくカメ！チャンネル登録よろしくカメ！

毎週金曜日更新！毎週金曜日更新！

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：開催期間：

5月18日㊌5月18日㊌

5月17日㊋ 24:00ポイント2倍対象期間：
（5月18日㊌ 0:00）

～ 5月19日㊍ 7:59まで

※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

宝石大学 #24宝石大学 #24

5/1㊐～5/5㊍まで5/1㊐～5/5㊍まで5/1㊐～5/5㊍まで5/1㊐～5/5㊍まで
【5月4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【5月4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

※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／May 2022 GSTV FAN／May 2022
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GSTV FAN／May 2022 GSTV FAN／May 2022



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「ほのぼの夫婦目線川柳！」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

第2回

大賞
PN. つっちーいっちーさん

肩痛い　あっちも負けじと　腰痛い

PN. クリシュナラブさん
ああショック　夫のジャージ　共用に

第1回

大賞
PN. ウイーちゃんさん

冬散歩　先行く妻を　風よけに

PN. リラットモオさん
賞味期限　ダンナで試して　食卓に

ほのぼの夫婦目線川柳！ほのぼの夫婦目線川柳！

5月のお題

私、〇〇しがち！選手権私、〇〇しがち！選手権
・空港の荷物検査で毎回ひっかかりがち！
・人前の第一声が裏返りがち！
・「明日は思いっきり食べるぞ！」と寝ても翌日そんなに食べながち！
・近道を探して進んでも行き止まりがち！

例）

ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！

GSTV FAN／May 2022

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

五月の誕生石の
　極みの極みから！
五月の誕生石の
　極みの極みから！

「極みの宝石ショッピングアワー」　毎週土曜19時～

第5回

ID： 5015175　K18WG ロウカンヒスイ ダイヤ リング J 3.80ct D 1.17ct

最後に初夏ということでパールの極みの極みを
ご紹介いたしましょう！南洋真珠のオールスター「トロピカル

クイーン」。南洋真珠の特別呼称の茶金、ビーナス、ラグーン、
プラチナブラック、サンセットブラックがそろい踏みという、ありそうで

なかったネックレス。最強たちが揃った絶妙なハーモニーは想像できても実際の作品を見るとまさに至上の楽園
を身に着けるがごとく。サイズも12ｍｍとなりますとほしいサイズ帯ですが、黒蝶真珠の状況、白蝶真珠の値段
の上がり方も含め再度の実現はかなり難しいそうです。ぜひ、夏本番前に手に入れて夏の女王となってください！

「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。

ID： 5034825　PT950 トラピッチェエメラルド & エメラルド 
H&Cダイヤ ペンダントトップ EM 49.82ct EM 1.26ct D 1.02ct

ID： 5043771　SV ナチュラルマルチカラー 白蝶真珠 
　　＆ 黒蝶真珠 （オーロラトロピカルクイーン） ネックレス 
　　P 約12.0mm P 約12.0mm 全長 約44cm PK付

宝石界の中でも別格扱いされるのがインペリアルジェード、
ロウカン（琅玕）ヒスイです。ヒスイは透明度、色合い、色むらなどなど

複合的な評価要素が、まさにヒスイの繊維状構造よろしく絡み合って細かく
値段が分けられております。それだけに抜きんでた透明感と色合いのロウカンクラス
は別格の扱いになります。そもそもロットという概念がほぼないので一つでいくら
という値付けはベースが高くなりますので、ロウカンは優先的にお考えいただき
たいと思います。ミャンマーに行かせていただいて身をもって体感いたしました。

「極み」解説

エメラルドからは美しいトラピッチェエメラルド
を15ピースも惜しげもなく使ったネックレス。奇しくもヒスイ

同様まずは透明度に価値が付き、そこに色がのると青みとの組み合わ
せで細かく段階化された突拍子もない値段への階段がある。近年トラピッチェ
のような模様を示す宝石が人気のため今後入手も難しくなるでしょう。ちなみに
ルビー、サファイア、アメシスト、トルマリン、桜石（アイオライト）やクリソベリルの輪座
双晶、十字模様ではダイヤモンドにキアストライト（アンダリュサイト）が似た模様を示します。

「極み」解説

※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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https://gstvfan.jp/report/houseki-ten記事はこちらから

JSMについて詳細はP48~49をご覧ください。

行く前に要チェック！！ GSTVFAN.jp オリジナル記事

【宝石展】原石からジュエリーまで全てがわかる展覧会
6月19日（日）まで開催中の、話題の宝石展にスタッフが潜入！
気になる入場方法や見どころなどをご紹介しております。

入場を前に
「楽しみ～♫」

なぜ猫ちゃん？

※撮影時のみマスクを
　外していただきました。

アヒマディ博士とばったり遭遇！！

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
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お顔周りを
爽やかに

上記以外にも、催事・各ショールームでは沢山の商品を展示・販売をしており、特別なジュエリー
が沢山揃っております。是非お近くにお越しの際にはショールームまでお立ち寄りくださいませ。
スタッフ一同、ご来店を楽しみにお待ちしております。

ID：5025777
K18WG パライバトルマリン ダイヤモンド デマントイド
ガーネット ペンダントトップ/ブローチ 
PRT 6.60ct D 0.72ct DTG 0.38ct PRT 0.17ct

ID：5015132
K18YG サファイア ルビー ピアリング 
SA 約1.80ct RB 約1.80ct

ID：5015132　
PT950 H&Cダイヤ モンド 白 蝶 貝 Dreamy 
フェザータッチイヤリング D 約1.40ct

ID：5015788
K18WG ピンクサファイア ダイヤ リング 
PS 約2.00ct D 約0.45ct

サイズ
縦：約45.5ｍｍ
横：約21.0ｍｍ

サイズ
縦：約15.0ｍｍ
横：約4.8ｍｍ

サイズ
縦：約15.5ｍｍ
横：約11.0ｍｍ

サイズ
最大幅：約13.5ｍｍ
最小幅：約1.5ｍｍ

◀原寸

◀原寸

縦

縦

縦

横

最大幅

最小幅

横

横

原寸▶

原寸▶

涼しげな
透明度のあるパライバを
お花に見立てた

ペンダントブローチ。

大人可愛く
華やかに

赤と青の
リバーシブルで
ワンポイント

催事・ショールーム詳細は
P30～P33をご覧ください！※画像のサイズはほぼ原寸です。

WELCOME TO GSTV SHOWROOM
今回はGSTV福岡ショールームに展示しております、
おすすめ商品4点を実際の大きさでご紹介いたします。

装いが軽くなるこの時期は、ジュエリーがよく映える季節です。
涼しげな印象のある宝石や、夏場の装いにワンポイントになるジュエリーが活躍いたします。

＼GSTV 福岡ショールーム おすすめ商品！／

GSTV
福岡ショールーム
店長 太田

ぜひ
ショールームで
ご覧ください！
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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。

ダイヤモンド

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。

　　宝石やジュエリーといえば、真っ先に名前があがる「ダイヤモンド」。マリー・アント
ワネットが愛した宝石である、イギリス王室とゆかりが深い、レッドカーペットを歩く時に
身につけるのがオスカー女優のステータスと囁かれていた、etc――。格式高くゴージャス
な話題に事欠かない、まさに“宝石の王様”です。
　ダイヤモンドにはRapaportという国際基準の価格表が存在し、プロが取引する際に
用いられています。ゆえに宝飾品としての顔だけでなく、金などの貴金属と似たような
「インフレーションに強い現物資産」という側面も併せ持ちます。
　過去に戦争の絶えない時代を経験している欧州では、自身の子供たちにダイヤモンド
のジュエリーを与え「何か危機が差し迫ったら、このジュエリーを売りながら生活するよう
に！」と教えていた家庭も数多くあったようです。
　良質な原石の産出は増えない一方、新興国の富裕層が欲しているので、天然ダイヤ
モンドの需要はさらに上がって、最近は世界的にも資産価値として脚光を浴びています。
　ダイヤモンドの価値は国際基準「４C」（カラット〈重さ〉、カラー〈色〉、クラリティ
〈透明度〉、カット）で決まりますが、資産価値として特に重要なのはカラット・カラー・
クラリティ。１カラット以上・H（ほぼ無色）以上のカラー・SI1（内包物が肉眼でほぼ
視認できない）以上のクラリティの石は既に資産性が上がっています。
　加えて、宝石やジュエリーが持つ歴史的背景などもその価値の考慮に入れられそうで
す。例えば2008年、ロンドンのオークションに出品されたドイツのウィッテルスバハ家が
所有していたブルーダイヤモンド「ヴィッテルスバッハ」が約22億円で落札され、宝石では
過去最高の落札額として当時話題となりました。1664年、スペイン国王フェリペ４世が

婚礼で娘に贈ったものが、その後ヴィッテルスバッハ家に代々受け継がれてきたという
歴史深いダイヤモンドです。最近ですと、“ダイヤモンドキング”と呼ばれたアーネスト・
オッペンハイマー氏の一族が所有していたブルーダイヤモンドのリング「オッペンハイマー・
ブルー」が2016年にサザビーズ・ジュネーブにて約63億円、同一族のピンクダイヤモンド
リング「ウィンストン・ピンク・レガシー」が2018年クリスティーズ・ジュネーブにて
約57億円で落札。ルースだけでなく、ジュエリーとしての価値の高さもうかがえます。
ちなみに2017年サザビーズ・香港に出品されたピンクダイヤモンドのリング「ピンクス
ター」（驚異の59.60ct！）約79億円が、現在ジュエリーでは過去最高落札価格です。
　上述したような色付きのダイヤモンドは「ファンシーカラーダイヤモンド」と呼ばれ、
これからさらに価値が上がると予測されているダイヤモンド。同一のグレードでも石の
状態や色合いにより価格に差が出ることもありますが、お家に眠っているルースやジュエ
リーを鑑定すると、思いのほか高価だった！・・・ということもあるかもしれません。
　今回はダイヤモンドを資産性の面から解説しましたが、本来の魅力は美しい輝き・
耐久性・稀少性をすべて高いレベルで併せ持つ宝石だということ。まずはお気に入り
のダイヤモンドジュエリーを探していただき、身に着け
て、ジュエリーを持つ幸せを感じてみてください。
　少し高嶺の花なイメージがあるダイヤモンドですが、
昨今はリーズナブルなジュエリーも増え、気軽に身につけ
て楽しめる存在にもなっています。GSTVでもさまざまな
ダイヤモンドジュエリーをご紹介しておりますので、是非
番組をお楽しみください。

第２回

資産価値

左）ウィンストン・ピンク・レガシー
（クリスティーズ）
出典：CHRISTIE'S ｜ The Pink Legacy diamond ring 
https://www.christies.com/features/My-highlight-of-2018-The-Winston-Pink-Legacy-9598-3.aspx

右）ピンクスター（サザビーズ）
出典：Sotheby's ｜ The Pink Star 
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/the-pink-star-hk0770/lot.1801.html?locale=en

Asset value jewelry

Vol.2    DIAMOND

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。

ダイヤモンド

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。

　　宝石やジュエリーといえば、真っ先に名前があがる「ダイヤモンド」。マリー・アント
ワネットが愛した宝石である、イギリス王室とゆかりが深い、レッドカーペットを歩く時に
身につけるのがオスカー女優のステータスと囁かれていた、etc――。格式高くゴージャス
な話題に事欠かない、まさに“宝石の王様”です。
　ダイヤモンドにはRapaportという国際基準の価格表が存在し、プロが取引する際に
用いられています。ゆえに宝飾品としての顔だけでなく、金などの貴金属と似たような
「インフレーションに強い現物資産」という側面も併せ持ちます。
　過去に戦争の絶えない時代を経験している欧州では、自身の子供たちにダイヤモンド
のジュエリーを与え「何か危機が差し迫ったら、このジュエリーを売りながら生活するよう
に！」と教えていた家庭も数多くあったようです。
　良質な原石の産出は増えない一方、新興国の富裕層が欲しているので、天然ダイヤ
モンドの需要はさらに上がって、最近は世界的にも資産価値として脚光を浴びています。
　ダイヤモンドの価値は国際基準「４C」（カラット〈重さ〉、カラー〈色〉、クラリティ
〈透明度〉、カット）で決まりますが、資産価値として特に重要なのはカラット・カラー・
クラリティ。１カラット以上・H（ほぼ無色）以上のカラー・SI1（内包物が肉眼でほぼ
視認できない）以上のクラリティの石は既に資産性が上がっています。
　加えて、宝石やジュエリーが持つ歴史的背景などもその価値の考慮に入れられそうで
す。例えば2008年、ロンドンのオークションに出品されたドイツのウィッテルスバハ家が
所有していたブルーダイヤモンド「ヴィッテルスバッハ」が約22億円で落札され、宝石では
過去最高の落札額として当時話題となりました。1664年、スペイン国王フェリペ４世が

婚礼で娘に贈ったものが、その後ヴィッテルスバッハ家に代々受け継がれてきたという
歴史深いダイヤモンドです。最近ですと、“ダイヤモンドキング”と呼ばれたアーネスト・
オッペンハイマー氏の一族が所有していたブルーダイヤモンドのリング「オッペンハイマー・
ブルー」が2016年にサザビーズ・ジュネーブにて約63億円、同一族のピンクダイヤモンド
リング「ウィンストン・ピンク・レガシー」が2018年クリスティーズ・ジュネーブにて
約57億円で落札。ルースだけでなく、ジュエリーとしての価値の高さもうかがえます。
ちなみに2017年サザビーズ・香港に出品されたピンクダイヤモンドのリング「ピンクス
ター」（驚異の59.60ct！）約79億円が、現在ジュエリーでは過去最高落札価格です。
　上述したような色付きのダイヤモンドは「ファンシーカラーダイヤモンド」と呼ばれ、
これからさらに価値が上がると予測されているダイヤモンド。同一のグレードでも石の
状態や色合いにより価格に差が出ることもありますが、お家に眠っているルースやジュエ
リーを鑑定すると、思いのほか高価だった！・・・ということもあるかもしれません。
　今回はダイヤモンドを資産性の面から解説しましたが、本来の魅力は美しい輝き・
耐久性・稀少性をすべて高いレベルで併せ持つ宝石だということ。まずはお気に入り
のダイヤモンドジュエリーを探していただき、身に着け
て、ジュエリーを持つ幸せを感じてみてください。
　少し高嶺の花なイメージがあるダイヤモンドですが、
昨今はリーズナブルなジュエリーも増え、気軽に身につけ
て楽しめる存在にもなっています。GSTVでもさまざまな
ダイヤモンドジュエリーをご紹介しておりますので、是非
番組をお楽しみください。

第２回

資産価値

左）ウィンストン・ピンク・レガシー
（クリスティーズ）
出典：CHRISTIE'S ｜ The Pink Legacy diamond ring 
https://www.christies.com/features/My-highlight-of-2018-The-Winston-Pink-Legacy-9598-3.aspx

右）ピンクスター（サザビーズ）
出典：Sotheby's ｜ The Pink Star 
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/the-pink-star-hk0770/lot.1801.html?locale=en

Asset value jewelry

Vol.2    DIAMOND



見て、さわって楽しむ！GSTVを

感染症対策を万全にしてお待ちしております。
https://www.gstv.jp/thanks_event_list.html 詳細はこちら

開催日前後の状況が以下の場合、中止・延期をさせていただきます。
東京都に緊急事態宣言　もしくは　開催地に蔓延防止重点措置適用

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。

GSTVショールームでは、ご購入いただいた商品のアフターサービスや修理の受付はもちろん、
GSTVの商品を実際にお手に取ってお試しいただけます。もちろんその場でのご購入も可能！
お近くへお越しの際には、是非お気軽にお立ち寄りください。

都市に常設

ショールーム
GSTVと
お客様を
つなぐ

ショールームサービス一覧

ご来店ポイントカード配布中！2

修理・リフォーム・オーダー相談 承ります3

10個たまると
3,000円のクーポン
としてご利用いただけます。

※発行から1年間有効、発行店のみでのご使用になります。

ショールーム限定！ 

ジュエリー修理の窓口として、また
リフォームやオーダーについても
ご相談を承ります。

TVや番組ガイド誌 GSTV FAN で
紹介されたジュエリーの
リクエストを承ります！ 
実際にお手に取って
ご覧ください。

もちろんアンコールDAY他、
ポイント2倍DAYも2倍になります。

ショールームにご来店いただけるだけで
スタンプ1個捺印！

ジュエリー無料クリーニング4第一日曜日はご購入ポイントが2倍！！1

TVやガイド誌紹介商品のリクエスト承ります5

番組ガイド誌 配布中！6

※一部、紹介不可商品がございます。事前にお問合せください。

※過去の番組ガイド誌は
　ご相談ください。

お手持ちのジュエリーを 

GSTVが毎月発行している
番組ガイド誌「GSTV FAN」 
ショールームに行けば
必ず手に入ります！

ショールームスタッフまでお気軽にお声がけください。

第一日曜日は
ご購入ポイントが2倍！！

無料で
ピッカピカに
クリーニング！

2022年5月開催

2022年 大阪大感謝祭

大

阪

府5月7日（土）・8日（日）5月7日（土）・8日（日）
●JR「大阪駅」直結 中央口を出て右手すぐ●JR「大阪駅」直結 中央口を出て右手すぐ

GSTVジュエリーフェア in 天王洲

東

京

都

WHAT CAFÉWHAT CAFÉ
5月20日（金）～22日（日）5月20日（金）～22日（日）
●東京モノレール羽田空港線「天王洲アイル駅」中央口より徒歩5分
　りんかい線「天王洲アイル駅」B出口より徒歩4分
●東京モノレール羽田空港線「天王洲アイル駅」中央口より徒歩5分
　りんかい線「天王洲アイル駅」B出口より徒歩4分

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

ホテルグランヴィア大阪
20階 名庭
ホテルグランヴィア大阪
20階 名庭

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4月時点）
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5月20日（金）～22日（日）5月20日（金）～22日（日）
●東京モノレール羽田空港線「天王洲アイル駅」中央口より徒歩5分
　りんかい線「天王洲アイル駅」B出口より徒歩4分
●東京モノレール羽田空港線「天王洲アイル駅」中央口より徒歩5分
　りんかい線「天王洲アイル駅」B出口より徒歩4分
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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4月時点）



※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4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

全店 毎週水曜日定休日：
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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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「珊瑚婚式」
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。

　「珊瑚婚式」とは結婚35周年目
のお祝いの式で、贈り物として珊瑚
が選ばれることが多い、結婚記念式
の1つです。日本では25周年目の
銀婚式や50周年目の金婚式が有名
です。ヨーロッパにおいて広まって
いた文化で、日本に入ってきたのは
明治時代と言われています。
　1周年から70周年（15周年以降は
5年ごと）まで名前がついており、
国によって若干の違いはありますが

イギリス式が一般的です。30周目
年以降は30周年目の真珠婚式や40
周年目のルビー婚式など宝石の
名前が多くなります。

※イメージ

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8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：2021年4月～2022年3月までの実施

GSTV 支援の実績

手洗い石けん
2021年 6月
60,000 個分

栄養治療食
2021年 5月
30,000 包分

浄水剤
2021年 4月
2,880,000 錠分

テント
2021年 10月
6 張分

微量栄養素パウダー
2021年 9月
342,000 包分

はしかワクチン
2021年 8月
14,960 回分

治療用ミルク
2022 年 2月
2,425 缶分

箱の中の学校
2022 年 1月
2,255 人分

毛布
2021年 12 月
1,690 枚分

経口補水塩
2021年 7月
139,000 袋分

経口ポリオワクチン
2021年 11月
50,720 回分

抗マラリア薬
2022 年 3月
123,840 錠分

© UNICEF/UN067569/Helin

© UNICEF/UNI181989/Rich

© UNICEF/UNI153424

WEBで楽しむ
  GSTV FAN！

番組ガイド誌の特集や、

オリジナル記事などを公開中！

過去の番組ガイド誌も

ご覧いただけます。

宝石＆ジュエリー情報サイト

＼GSTV FAN公式SNSもスタート！／

GSTVが運営 する

https://gstvfan.jp/
GSTV FAN

贈り物として選ばれることが多いサンゴジュエリー

GSTV FAN／May 2022 GSTV FAN／May 2022
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May 2022

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：いつも番組をご覧いただきあ
りがとうございます！「フラワーガーデン」
シリーズは、これからの季節にピッタリで
素敵ですよね。今後もみなさまに楽しん
でいただけるようなジュエリーのご紹介
をしてまいりますので楽しみにお待ちく
ださい！

いつも楽しみに拝見しております。

MARIさんの「フラワーガーデン」シリー

ズがとても素敵です。イングリッシュ

ガーデンシリーズのブーケのような雰囲

気のカラフルなペンダントトップがぜひ

欲しいです。楽しみに待っています。 スタッフ：貴重なご意見ありがとうござい
ます。テレビだからこそ、多くのお客様に
商品の状態を詳しくお伝えできればと思っ
ております。お客様のご意見は担当部署
に申し伝え、今後の参考にさせていただき
ます。
これからもGSTVの商品をご愛顧いただ
きますよう、よろしくお願い致します。

番組で、商品の裏側も見せてほしいです。

リングの裏を見せる映像がほとんどなく、

想像するしかありませんでした。

また、つけた時は指の感覚が映像からも

分かると嬉しいです。

スタッフ：いつもGSTVをご覧いただきましてありがとうございます！今年の3月より、新しい
スタジオから番組をお送りしています。GSTVが宝石文化の発信地となれるよう、さらなる
発展を目指していきますので、どうぞご期待ください！また、1階には天王洲ショールームも
併設されていますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください！

新スタジオ移転おめでとうございます！毎日楽しく、番組を観ています！

おしゃれで、昼と夜とで雰囲気が違うのが素敵ですね。

編集部より 昨年末に開けたピアス穴。思いのほか時間がかかり
ましたが、ようやく落ち着きました！思えばポスト長
めのファーストピアスはマスク生活との相性が最悪
でした。マスク紐に引っかかっては穴が傷つき、膿ん
だり出血したりの繰り返し。そして、いざ落ち着いて
外そうとするもガッチリ固定されたキャッチがビクとも

せず、また傷つけて再び頓挫。…などの紆余曲折が
あったため、穴がちゃんと開いたことと「普通のピア
スはポストがマスク紐に引っかからない」こと自体に
感動を覚えています。夏も近いですが、マスク生活
はまだまだ続きそう。私も今年は耳元から顔まわり
を飾っていこうと思います♪

GSTV FAN／May 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：5040904
K18YG ダイヤモンド ピアス D 約0.32ct  
重量：約１．６ｇ 縦：約１０．５ｍｍ 横：約１４．５ｍｍ
三日月ピアス 縦：約１０．５ｍｍ 横：約８．０ｍｍ
￥69,800-

ID：5040902
K18YG ダイヤモンド リング D 約0.50ct  
重量：約４．９ｇ 最大幅：約１３．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 
高さ：約３．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可
￥158,000-

ID：5040903
K18YG ダイヤモンド ペンダントトップ D 約0.90ct  
重量：約３．２ｇ 縦：約２５．５ｍｍ 横：約１９．０ｍｍ 高さ：約４．５ｍｍ 
バチカン内径：約４．５×１．４ｍｍ
￥178,000-




