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PT950 ブラジル産パライバトルマリン
ダイヤ（リリーダイヤカット） ＆ ダイヤ リング
PRT 2.96ct D 1.443ct（LI） D 1.027ct
重量：約１１.１ｇ 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

5041243 ¥8,980,000-1

2021年11月11日、GSTVは開局14周年を迎えます。

予測のできない激変を強いられ、様々な行動が制限された昨年。

その中から多種多様な価値観が可視化され、

新しく見出された生活様式も定着に向かっている本年は、

未来について、様々なことを考えさせられる１年となりました。

この時勢だからこそ、世界中の人に感動と喜び、

幸せをもたらすジュエリーが

皆様の心の拠り所になれるよう、

これからも努力して参ります。 

お客様への感謝の気持ちを込めて、

 11月11日に「1４周年創業祭」を開催します。

 11月12日から11月14日まで「1４周年アニバーサリーウィーク」と題し、

新作ジュエリーやスペシャルなアイテムが多数登場いたします。

ぜひ、お楽しみください。

「最高の瞬間」はいつもGSTVと共に。
と　き

※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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─ブルーローズ─
Blue Rose

─トリプルスリー─

Triple

─ジェムカーニバル─
Gem Carnival

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 ペンダントトップ
SA 約2.60ct D 約0.02ct（LI）
重量：約３．２ｇ 縦：約２３．５ｍｍ 横：約１６．５ｍｍ
高さ：約６．０ｍｍ バチカン内径：約４．０×１．８ｍｍ

6 5010630 ¥268,000-

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2.20ct D 約0.07ct（LI）
重量：約６．８ｇ 最大幅：約１６．５ｍｍ 最小幅：約２．０
ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

8 5010629 ¥299,000-

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 ピアス
SA 約3.00ct D 約0.04ct
重量：約４．６ｇ 縦：約１８．０ｍｍ 横：約１３．５ｍｍ
イヤリング：５０１０６３２（＋８０００円）

7 5010631 ¥328,000-

「ブルーローズ」
自然発生はしないと言われる青い薔薇の花。その奇跡をサファイアで表現いたしました。ミステリーセッティングの
技術を活かしたデザインで立体感にこだわった、リアルな花びらの様子をお楽しみください。シリーズ３点での
セットアップがおすすめ。

K18PG/YG/PT950 ダイヤモンド ミステリーセッティング 
リング D 約1.00ct
重量：約４．３ｇ 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

3 5036034 ¥158,000-

K18PG/YG/PT950 ダイヤモンド ミステリーセッティング 
ペンダントトップ D 約0.80ct
重量：約２．２ｇ 縦：約１８．５ｍｍ 横：約１３．５ｍｍ 高さ：約５．０ｍｍ
バチカン内径：約４．５×１．６ｍｍ

2 5036035 ¥128,000-

「トリプルスリー」
3色の地金、3種類のカットとセッティングを組み合わせて生まれたコレクション。モダンスタイルが印象的なデザインですが、
クラシカルな雰囲気と華やかさも持ち合わせています。ピンクゴールドを取り入れて、優しいイメージでお仕立ていたしました。

K18YG ブルートパーズ ペリドット アメシスト ダイヤ
アクアマリン リング
TO 約4.00ct PE 約1.80ct AM 約1.40ct
D 約0.18ct AQ 約0.10ct
重量：約８．３ｇ 最大幅：約１７．５ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号 リサイズ不可

5 5040343 ¥148,000-

K18YG ブルートパーズ ペリドット アメシスト ダイヤ
アクアマリン ペンダントトップ
TO 約4.00ct PE 約1.80ct AM 約1.30ct
D 約0.18ct AQ 約0.10ct
重量：約４．５ｇ 縦：約２６．５ｍｍ 横：約２０．０ｍｍ 高さ：約８．０ｍｍ
バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ

4 5040696 ¥89,800-

「ジェムカーニバル」
「宝石のカーニバル」をイメージしてデザイン。宝石の配置によって生まれる印象を大事にして、インパクトとスタイリッシュ
さを演出しました。大粒のカラーストーンも見どころ。にぎやかで、見ているだけで楽しくなるようなジュエリーです。

Ⅲ

※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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Ⅲ

※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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9
PT950/K18PG ブラウンダイヤモンド 
チャーム BRD 約0.05ct
重量：約２．１ｇ 縦：約１７．０ｍｍ 横：約７．５ｍｍ
丸環内径：約４．０ｍｍ 
ト音記号 縦：約２５．５ｍｍ 横：約８．０ｍｍ
※ピアリングやピアス等に取り付けてお楽しみください。

5027676 ¥28,800- 10
純プラチナ ブラウンダイヤモンド メンダコ
ペンダントトップ BRD 約0.02ct
重量：約１．７ｇ 縦：約１４．０ｍｍ 横：約１０．０ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×１．７ｍｍ

5042431 ¥24,800-

11
純金 ブラウンダイヤモンド メンダコ
ペンダントトップ BRD 約0.02ct
重量：約１．６ｇ 縦：約１４．０ｍｍ 横：約１０．０ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×１．７ｍｍ

5042430 ¥34,800-

15
純プラチナ マーメイド リング
重量：約６．０ｇ 最大幅：約４．５ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ 
高さ：約３．０ｍｍ 対応サイズ：１０～１８号 リサイズ不可

5029321 ¥69,800-

16
純金 マーメイド リング
重量：約５．０ｇ 最大幅：約４．５ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ
高さ：約３．０ｍｍ 対応サイズ：１０～１８号 リサイズ不可

5029320 ¥89,800-

12
パラジウムシルバー950 
ブルージルコン サファイア
ブラックダイヤ（トリート） エナメル 
リュウグウノツカイ リング ZI 約0.75ct 
SA 約0.26ct BLD 約0.01ct
重量：約６．３ｇ 最大幅：約１９．５ｍｍ 最小幅：約３．０ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：８～３０号 リサイズ不可

5039888 ¥49,800-

14
純プラチナ ダイヤモンド 提灯鮟鱇
ペンダントトップ D 約0.01ct
重量：約2.2ｇ 縦：約１４．５ｍｍ 横：約１５．０ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5037393 ¥29,800-

13
純金 ダイヤモンド 提灯鮟鱇
ペンダントトップ D 約0.01ct
重量：約１．９ｇ 縦：約１４．５ｍｍ 横：約１５．０ｍｍ
高さ：約３．５ｍｍ バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5037392 ¥39,800-

魅
惑
の
深
海
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ー
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う
こ
そ

※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。



シルクベルベットのような深く鮮やかな色合いを持つ
タンザナイト。大粒の迫力と贅沢なダイヤモンド使い
によって、魅力あふれるジュエリーになりました。20世
紀に発見された、世界でただ一つの場所から産出される
宝石をご堪能ください。

20
PT950 タンザナイト（特優） ダイヤ（リリーダイヤカット） 
& ダイヤ リング TA 10.713ct D 1.18ct（LI） D 1.37ct
重量：約１９．６ｇ 最大幅：約２４．０ｍｍ 最小幅：約４．５ｍｍ 高さ：約１０．０ｍｍ
基本サイズ：１４号 リサイズ不可

5041767 ¥1,280,000-

「願わくば、いつかは手に入れたい」と思わせる上質なミャ
ンマー産ピジョンブラッドルビー。魅力的な鮮やかな色を
呈したルビーにクッションシェイプを施し、リリー社のカ
ラーレスダイヤモンドをたっぷり取り巻いて、ドラマチック
なジュエリーにお仕立てしました。

19
PT950 ミャンマー産ピジョンブラッドルビー H&Cダイヤ
（リリーダイヤカット） リング RB 3.00ct D 1.52ct（LI）
重量：約１１．３ｇ 最大幅：約１６．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ 高さ：約７．５ｍｍ
基本サイズ：１３号

5043261 ¥8,980,000-

唯一無二の形を育んだ、秘蔵のマベパール。マベ貝が
創り出したユニークな形はまさにアート。ダイヤモンド
の曲線ラインをアクセントに加えています。ブローチや
ペンダントとして、装いに取り入れて、個性的な魅力を
お楽しみください。

17
PT950/K18WG マベパ－ル ダイヤ ペンダントブローチ
P 約41.0×22.0mm D 約0.22ct
重量：約２９．８ｇ 縦：約５０．０ｍｍ 横：約２６．５ｍｍ 高さ：約１６．０ｍｍ
バチカン内径：約１４．０×３．０ｍｍ

5042557 ¥398,000-

評価基準・４Cの中で、1.5カラットという最大の魅力を
持つダイヤモンドのリング。大粒ダイヤモンドを探して
いる方向けの逸品。粒の大きさが際立つペアシェイプ&
ソリティアスタイルでお仕立てし、より粒の大きさを際
立たせた垂涎の的になれるジュエリーです。

18
PT950 ダイヤモンド リング D 約1.50ct（G SI1）
重量：約５．２ｇ 最大幅：約１０．４ｍｍ 最小幅：約２．４ｍｍ 高さ：約５．３ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5014266 ¥2,000,000-

19 20

17
18

Selected Jewelry of  the Month November Selected Jewelry of  the Month November

※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。



好評連載中！

P27に掲載！

24
K18YG ゴールデントパーズ ピアス
TO 約1.60ct
重量：約２．０ｇ 縦：約９．５ｍｍ 横：約８．０ｍｍ
イヤリング：５０１００６５（＋８０００円）

5008075 ¥49,800-

27
K18YG ゴールデントパーズ リング
TO 約2.80ct
重量：約３．６ｇ 最大幅：約８．０ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5008230 ¥80,000-

PT950/K18PG インペリアルトパーズ ダイヤ
ピンキーリング ITO 約0.20ct D 約0.06ct
重量：約２．７ｇ 最大幅：約３．５ｍｍ 最小幅：約１．６ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：１～８号

26 5034819 ¥49,800-

25
PT950 ブルートパーズ ダイヤ ネックレス
TO 約1.00ct D 約0.03ct
重量：約２．０ｇ トップ縦：約１０．０ｍｍ トップ横：約５．５ｍｍ
トップ高さ：約４．０ｍｍ バチカン内径：約３．０×１．３ｍｍ
長さ：約４５ｃｍ 幅：約０．９ｍｍ フィニッシュピン

5039078 ¥29,800-

22
K18YG シトリン リング CI 約20.00ct
重量：約７．４ｇ 最大幅：約２４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約１０．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5006990 ¥71,000-

23
K18YG マデラシトリン リング CI 約5.00ct
重量：約６．２ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約７．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5016742 ¥81,000-

21
K18YG シトリン ブラウンダイヤ
ペンダントトップ CI 約5.00ct
BRD 約0.07ct
重量：約２．７ｇ 縦：約１５．５ｍｍ 横：約１０．５ｍｍ
高さ：約９．５ｍｍ バチカン内径：約４．５×２．５ｍｍ

5016040 ¥46,000-

21

22

23
26 27

24 25

The Birthstone of November

― 11月の誕生石 ― 
11月の誕生石はシトリン、トパーズ。

石言葉は「友情」「希望」「潔白」

それぞれのジュエリーに石言葉を結び付け

楽しんでみるのもおすすめです。

Citrine
― シトリン ― 

Topaz
― トパーズ ― 

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

好評連載中！

P27に掲載！

24
K18YG ゴールデントパーズ ピアス
TO 約1.60ct
重量：約２．０ｇ 縦：約９．５ｍｍ 横：約８．０ｍｍ
イヤリング：５０１００６５（＋８０００円）

5008075 ¥49,800-

27
K18YG ゴールデントパーズ リング
TO 約2.80ct
重量：約３．６ｇ 最大幅：約８．０ｍｍ 最小幅：約１．８ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5008230 ¥80,000-

PT950/K18PG インペリアルトパーズ ダイヤ
ピンキーリング ITO 約0.20ct D 約0.06ct
重量：約２．７ｇ 最大幅：約３．５ｍｍ 最小幅：約１．６ｍｍ
高さ：約４．０ｍｍ 対応サイズ：１～８号

26 5034819 ¥49,800-

25
PT950 ブルートパーズ ダイヤ ネックレス
TO 約1.00ct D 約0.03ct
重量：約２．０ｇ トップ縦：約１０．０ｍｍ トップ横：約５．５ｍｍ
トップ高さ：約４．０ｍｍ バチカン内径：約３．０×１．３ｍｍ
長さ：約４５ｃｍ 幅：約０．９ｍｍ フィニッシュピン

5039078 ¥29,800-

22
K18YG シトリン リング CI 約20.00ct
重量：約７．４ｇ 最大幅：約２４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約１０．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5006990 ¥71,000-

23
K18YG マデラシトリン リング CI 約5.00ct
重量：約６．２ｇ 最大幅：約１４．０ｍｍ 最小幅：約２．０ｍｍ
高さ：約７．０ｍｍ 対応サイズ：８～２０号

5016742 ¥81,000-

21
K18YG シトリン ブラウンダイヤ
ペンダントトップ CI 約5.00ct
BRD 約0.07ct
重量：約２．７ｇ 縦：約１５．５ｍｍ 横：約１０．５ｍｍ
高さ：約９．５ｍｍ バチカン内径：約４．５×２．５ｍｍ

5016040 ¥46,000-

21

22

23
26 27

24 25

The Birthstone of November

― 11月の誕生石 ― 
11月の誕生石はシトリン、トパーズ。

石言葉は「友情」「希望」「潔白」

それぞれのジュエリーに石言葉を結び付け

楽しんでみるのもおすすめです。

Citrine
― シトリン ― 

Topaz
― トパーズ ― 

※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 スギライト アコヤ真珠 ブラウンダイヤ ブローチ 
SUG 22.49ct P 3.0-5.0mm BRD 0.23ct
重量：約11.6g 縦：約５０．５ｍｍ 横：約３２．０ｍｍ 高さ：約９．５ｍｍ

28 5036309 ¥498,000-

発見者の一人である鉱物学者・杉健一氏にちなんで
名付けられたスギライト（杉石）を、葉の形に彫刻した
ブローチ。最も価値が高いとされる深い紫色の石で
仕立てられた贅沢な逸品。パールを散りばめて色の
コントラストを際立たせた魅力的なジュエリーです。

K18YG ピンクトルマリンカメオ ダイヤ ペンダントトップ
カメオ 約25×20mm D 約0.09ct
重量：約８．８ｇ 縦：約４０．０ｍｍ 横：約２１．０ｍｍ
高さ：約８．０ｍｍ バチカン内径：約６．５×４．５ｍｍ

29 5045864 ¥1,180,000-

宝石としても人気のあるピンクトルマリンに、エルヴィン・
パウリー氏の芸術的なカメオ彫刻を施しました。
柔らかで優しい女性の横顔と、髪の装飾、服のディテール
を見事に表現した作品です。

世界にその名を轟かせるベルント氏の作品。メノウとラピスラズ
リを精密なピースにし、ゴールドをすり合わせ幾何学的な図案で
組み合わせたモザイクジュエリー。ブローチとしても、またドイツ
製コード紐を通してネックレスとしてもお楽しみいだけます。

K18YG ベルント・ムンシュタイナー メノウ ラピスラズリ
ルビー（トリート） ペンダントブローチネックレス
重量：約３３．２ｇ トップ縦：約８２.0ｍｍ トップ横：約５０．５ｍｍ トップ高さ：約７．５ｍｍ 
バチカン内径：約３．１×３．１ｍｍ 長さ：約４５ｃｍ 幅：約１．９ｍｍ

30 5000580 ¥1,680,000-

28

29

ムンシュタイナー

30

エルヴィン・パウリー／ Erwin Pauly
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

ベルント・ムンシュタイナー／Bernd Munsteiner
1943年　イーダー・オーバーシュタインに生まれる
1957年　父ヴィクトルムンシュタイナーの元で宝石研磨の修行をし、その

後フォルツハイムの美術造形専門学校にて宝石デザインを学ぶ
1966年　マイスター試験合格
1973年　アトリエムンシュタイナーを設立。その後、数々の世界

的な宝石賞を受賞
1993年　アクアマリンのオブジェ「ドンペドロ」制作
1997年　工房を息子トム・ムンシュタイナーへ引き継ぐ

Erwin Pauly
エルヴィン・パウリー作

Bernd Munsteiner
ベルント・ムンシュタイナー作

手彫り作品

カテリーナ
Caterine

※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
宝石彫刻の街 イーダー・オーバーシュタイン
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エルヴィン・パウリー作

Bernd Munsteiner
ベルント・ムンシュタイナー作

手彫り作品

カテリーナ
Caterine

※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
宝石彫刻の街 イーダー・オーバーシュタイン
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31
K18YG ダイヤモンド リング D 約0.03ct
重量：約２．５ｇ 最大幅：約４．０ｍｍ 最小幅：約１．６ｍｍ 高さ：約３．０ｍｍ
対応サイズ：８～２０号

5003142 ¥44,800-

王道ティアラを指元に
アンティーク風のティアラデザインリング。高貴な様相、
きらめくダイヤモンドは重ね付けで一層華やぎます。
色味あるジュエリーと合わせてみて。

33
K18YG マルチカラーストーン プレミアムクロス ペンダントトップ
PE 約0.15ct CB 約0.15ct MO 約0.15ct SP 約0.15ct
PS 約0.15ct TA 約0.15ct TO 約0.15ct AQ 約0.10ct
MO 約0.10ct D 約0.03ct
重量：約２．３ｇ 縦：約３８．５ｍｍ 横：約３１．０ｍｍ 高さ：約２．５ｍｍ
バチカン内径：約４．０×２．０ｍｍ

5025290 ¥49,800-

心ときめく彩りクロス
クラシカルスタイルに合わせてみたい、クロスデザイン。
身に着けると色味が際立つ10種のカラーストーンを
厳選しました。上品カラフルで印象UP!

Pendant top

Ring

Ring

32
K18YG ピンクサファイア & アイスブルーサファイア 
&グリーンサファイア パティスリーリング
PS 約0.30ct IBS 約0.25ct GS 約0.25ct
重量：約５．４ｇ 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

5030575 ¥99,800-

キルト＆カラーのきらめき
優しい色合いのサファイアをたっぷり使用したスイート
デザイン。チェック柄やキルト生地、冬カラーコーデ
との相性◎。

今冬トレンドは上品シックなクラシカルコーデ。
きらめくジュエリーをプラスして、レディを気取ってみませんか？
今冬トレンドは上品シックなクラシカルコーデ。
きらめくジュエリーをプラスして、レディを気取ってみませんか？

合言葉は
クラシカルコーデに彩りジュエリーを添えて
合言葉は
クラシカルコーデに彩りジュエリーを添えて

「レディライク」「レディライク」！！

※掲載商品のオンエア後の販売については直接オペレーターまでお尋ねください。（注）対象商品の完売、一定期間を過ぎた商品の販売価格については変動の可能性もございます。※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。　※商品価格は全て消費税10％税込です。
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アンコールDAYアンコールDAY
＼GSTVポイント2倍／＼GSTVポイント2倍／

バラエティに富んだMC、コメンテータが
魅力たっぷりのジュエリーをご案内します。

川野 美津子小川 よしの大松 彰石橋 茜

大口 竜仁 大久保 絵弥大河原店長石井 珠代五十嵐 公司飯田 優人

伊佐 美紀

桐戸 寿之 栗原 直矢菊地 康雄菊地 岳史カピル・ミタル小俣 友里

小田切 秀弘大久保 洋子

渕野 泉 古屋 聡平野 生馬林田 達也濱野 恵野澤 明央

塗野 聖一沼田 正美

目黒 佐枝 やまやちほ宮下 賢一三沢 一章三浦 友幸MARI

保坂 建二古屋 貴司

吉田 真一郎吉倉 太

高井 清史 髙島 あやめ鈴木 昭一菅井 薫清水 雅弘齋藤 航

小山 泰治グレッグ・アーウィン

並木 孝之 西田 貴義夏井 和広内藤 秀治戸部 店長ディレン・ガンディ

田川 薫高橋 美涼

優森山 このみ茂木 歩松本 真依辻 直樹

石岡 麻奈美 田代 真弓

MCのご紹介

ジュエリーコメンテータ

宝石専門チャンネルならではの専門知識を有するMC陣は、みなさまに楽しいショッピングをしていただくための
ご案内係です。それぞれの個性が躍動する番組をお楽しみください。

国内外で活躍するバイヤーやデザイナー、コーディネーターなど、ジュエリー業界の
最前線を知るGSTV自慢のコメンテータ陣。正確な知識と経験を元にしたコメント
を皆様にお届け致します。

GSTV
番組プログラム

November
2021

（五十音順）

（五十音順）

淺川 昌彦赤﨑 堅一朗

BS放送
特別追加枠

・11月14日㊐ 9:00～10:29
・11月27日㊏ 14:00～14:59

BS-TBS特別放送
「麗しの宝石ショッピング」

放送変更のお知らせ

・11月21日㊐ 9:00～9:55 までの放送
　となります。

BS-TBS　「麗しの宝石ショッピング」

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：11月2日㊋ 11月1日㊊ 24:00（11月2日㊋ 0:00）

　　　　～ 11月3日㊌ 7:59まで
ポイント2倍
対象期間

11月の番組チェック！

11/12㊎～14㊐
14周年アニバーサリー3DAYS

&

11/11㊍11/11㊍

※放送スケジュールはやむをえず変更させていただくことがございます。ご了承ください。
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大賞
第4回

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9月に募集した「私からはこう見えてます～！サード
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～

9月に
募集した

「ピクトグラム」 PN. なおちーさん

「ありえない値段がついて
　　　　　驚くガンディさん」

PN. つっちーいっちーさん

「GSTVの女王
　　　大久保洋子先生」

「茂木たて果実は
エレガント！」茂木さん

「選ばれし天秤座」
※森山さん

PN. リラットモオさん

PN. かすみさん

PN. 孫子の代さん

PN. ウィーちゃんさん

「オープニングの菊地康雄さん」
PN. アターシャ・キンスキーさん

「背筋も凍る眼光ビーム」 PN. プラチナマン出演熱望さん

「そこそこ人気のあったインディーズバンド
　（リーダーの脱退宣言が原因で解散）」

PN. クレセントみつ子さん

・エレベーターで扉が開いて正面に人が立ってたとき
・部屋に蝉が入ってきたとき

例） ・カップ麺焼きそばを完食した後に青のりパックを入れ忘れたとき
・コンビニの店員が同じ中学の同級生だったとき

私からはこう見えてます～！私からはこう見えてます～！

ご応募
お待ちしてま～す！
ご応募
お待ちしてま～す！思わず大き～な声がでた出来事 大賞思わず大き～な声がでた出来事 大賞

～サードシーズン～～サードシーズン～
大賞を
ご紹介！！
大賞を
ご紹介！！

MC＆コメンテータ＆モデルの似顔絵とキャッチコピーを募集しました！MC＆コメンテータ＆モデルの似顔絵とキャッチコピーを募集しました！

11月のお題

「いつも宝石が大好きで、
　誠実なコメントが心地よい渕野さん」
PN. わが家の猫にジュエリーは遊び道具さん

大賞
第1回

大賞
第1回

大賞
第2回

大賞
第2回

大賞
第3回

大賞
第3回

大賞
第3回

大賞
第4回

大賞
第4回

「琵琶湖の水、とめたろか～」

「大久保黄門さま、ジュエリー漫遊記」
まんゆうき
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第11回 ~November~

　日本では「黄玉」としてしられていますね。かの高村光太郎の「智恵子抄」の一節「レモンをあなた
のきれいな歯ががりりと噛んだトパアズいろの香気が立つ」でそんな「黄色い宝石」のイメージが
広がったとか。王子の大好きな、さだまさしさん名曲「つゆのあとさき」の中にも「トパーズいろの風
は～♪」という印象的なフレーズがあり、長崎の黄砂らしいといわれていて、やはり現代でも「黄色」
のイメージです。
　しかしご存知の通りトパーズには様々な色があり、OHタイプではイエロー～オレンジ～シェリー
～ピンク～レッド、Fタイプではホワイト、ブラウンなどがあります。レッドトパーズは大変に貴重で
色の評価が難しいので必ず鑑別書を確認してください。それ以外の色も、まさに「ニュアンスカラー
の女王」にふさわしい上品で高貴な輝きをもった美しさで、必ず持っておきたい宝石と言われるのも
納得です。
　またFタイプの華はなんといってもブルーですね。トリートが施されておりますが、有名ブランド
もブルートパーズを使ったコレクションを持っているところが多いです。以前は様々な色の呼び方
がありましたが、最近では濃い方からロンドン、スーパー、スイス、スカイブルーに落ち着いています
でしょうか。またブルートパーズは射手座の守護石らしく、12月の誕生石にも挙げられている場合
もあるそうですので、12月の方選択肢に入れてみてはいかがでしょう！？
　あ、そう言えばOH,Fタイプと呼んでおりますが、トパーズは二種類ありまして、化学式はAl2SiO4
（F,OH）2。OH（水酸基）、F（フッ素）の両方のタイプがあります。若干、屈折率と比重の差があり、
OHタイプが希産です。最近では成分分析も進んで、同じようにOH,F二タイプある宝石が人気と
なっています。代表的な宝石では番組でもご紹介しました、アンブリゴナイト（Fタイプ）、モンテブ
ラサイト（OHタイプ）が挙げられます。

「トパーズ」

▲ スイスブルートパーズ

◀ ゴールデントパーズ

▲ スーパーブルートパーズ▲ ロンドンブルートパーズ

▲ スカイブルートパーズ

インペリアルトパーズ

※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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目黒佐枝 ─ Sae Meguro

1991年 Gemological Institute of America G.I.A G.G 取得
G.I.A パールグレーディング／西洋アンティーク鑑定検定スペシャリスト／博物館学芸員資格を有する。
日本ジュエリーアカデミー鑑別講師／千葉市科学館「地球からのギフト」講師

　ある恋愛意識アンケートによると、コロナ前
と比べて、51.7％が恋人が欲しいと思うよう
になったと回答し、更に交際相手を選ぶ基準
が変わったと答える人が48％だそうです。
そんな気持ちを表わすジュエリーと言えば、
婚約指輪や結婚指輪でしょうか。
　エーゲ海の島を舞台にしたMamma 
Mia! は、まさにこのご時世に観たいミュージ
カル映画の一つです。ホテル経営をする母
ドナは、一人娘を女手ひとつで育ててきまし
た。娘ソフィの結婚が決まり、ソフィは自分の
父が誰か知りたいという思いから、母の昔の
恋人3人にこっそり結婚式の招待状を送りま
す。かつては恋人だったうちの一人と、当時
の誤解が解け、母は娘のために準備したその
教会でプロポーズを受け、ハッピーエンドに
なるお話です。
　映画では、男性が結婚指輪を差し出した
ので、それを紐解いてみましょう。

　プリニウスの博物誌によると、指にリングを
はめる風習は、ギリシャからローマに伝わっ
たとあり、一部の人だけが金で、普段は鉄製
のリングを身につけると書かれています。
　鉄は強さを現わすことで重要な意味を持
つ金属でした。実際、古代ギリシャ人やロー
マ人が最初の結婚指輪を残しています。　

そして、輪の形と“約束”との連想は、古代か
らあり、ヴァイキングは、金属の腕輪の上に王
や神への忠誠を誓ったということがあります。
つまり指輪でも腕輪でも「輪」という象徴の
下に、男性同士でもリングを交換したのです。
光沢と装飾性を持っているのは男性同士の
交換、恋人同士の交換は、飾りのないシンプル
なものだったとのことです。
　日本において、いつからクリスチャン以外
の人々が結婚指輪を贈り合うようになったか
はかなり地域差があるようです。しかし、個人
同士の契約でリングをはめ合う風習は、とて
もロマンチックですから、全国的に定着して
います。既に持っている方もこれからの方
も、改めてリングを見て温かい気持ちになれ
るといいですね。

Vol.11it’s a MEGURO world

─ 第 35回 ─

※画像はイメージです。

映画：マンマ・ミーア!（Mamma Mia!）　公開：2009年1月　　監督：フィリダ・ロイド
出演：メリル・ストリープ／ピアース・ブロスナン/アマンダ・セイフライド

─ マンマ・ミーア! ─
（ MAMMA MIA! ）

※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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フルオーダー・セミオーダーに関しては、ショールームスタッフに
お気軽にご相談ください。スタッフ一同、ご来店を楽しみにお待ち
申し上げております

11月ショールーム詳細は
P42～45をご覧ください！

各ショールームでは、ルースからデザイン画を作成し“世界に1点だけの特別なアイテム”
をお作りできるサービスを行っております。デザイナーが在籍しているショールームも
あり、その場でデザイン画を作成しながらご相談いただけます。

展示中の
ルースを使って…

デザイナーがその場で
デザイン画を作成！

世界に
一点だけの特別な
アイテムに！

セミオーダー & フルオーダー
ジュエリー

S e m i  &  F u l l  O r d e r  J e w e l r y

ショールームだけではなく
イベント会場等でのご相談も承っております。

たと
えば…

MONTHLY PHANTOM NEWS
マンスリー・ファントム・ニュース

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

今回は、ショールームサービスの1つとして行っている
フルオーダー・セミオーダーサービスについて、ご紹介したいと思います。ファントムなおや 検  索
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GSTV甲府事業所、始動！
宝飾品の集積産地で高品質なジュエリーを創造&地域に根ざした活動にも挑戦！

　９月号でお知らせしていたGSTV甲府事
業所（以下、事業所）が本格稼働を開始しま
した。9月28日にはこれ以上ない晴天の中、
テープカットとお披露目会が行われ、いつも
お世話になっている方々や、近隣住民の
皆様が多数訪れ、新たな事業所を見学して
くださいました。
　工房やスタジオなど、スタッフの解説付き
でGSTV FAN編集担当もじっくりと見学。
　新品の製造設備が整然と並んでいて壮観
です。鋳造機器類は最新で、新たなジュエ
リーがここからたくさん作られていくのを想
像するだけでワクワクします！
　できたてのスタジオも見てきました。真
新しい匂いが印象的。今後、甲府からどん
な放送がされていくのか、またお伝えでき
ましたら嬉しいです♪

　そして担当含め、来ていただいた方々に一
番興味を持っていただいたのはズバリ食堂。
300円で美味しいごはんがガッツリ食べられ
る自慢の施設。今後は地域貢献の一環とし
て、子どもがひとりでも訪れることができ
て、ごはんが食べられる「子ども食堂」も展開
予定です。

GSTV 
NEW FACTORY
in KOFU

今後の展開は追ってお伝えしますので、またのレポートを、ぜひご期待ください！

▲ お披露目会のテープカット

▲ 高品質なジュエリーを作り出す工房 ▲ 最新の鋳造機器類

▲ 撮影スタジオもできました！
　 清水さんやカピルさんもここから出演！？

▲ 食堂は優しい色合いの過ごしやすい空間

この
ボリュームで

300円！
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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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メレサイズのダイヤモンドを
パヴェセッティングしたリング

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

「メレ」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。

　「メレ」という用語は宝飾業界においてサイズの小さい

ダイヤモンドのことを指します。サイズに関して明確な

定義は決まっていませんが、GSTVでは0.1CT未満の

ダイヤモンドに対して使っています。呼び方の由来として

はフランス語で小粒石を意味する「メレ」からきていると

言われています。また基本的にはダイヤモンドに対して

使われていますが、サイズ感を伝えるため「メレダイヤ」と

同じ程度の大きさの色石に対して「メレサイズ」という

表現も用いています。
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石の買付けから製造、販売まで自社で行うGSTV

石の特性を
熟知した

自社デザイン

鉱山から
ダイレクトに
お客様へ…

素敵なジュエリーが出来るまでには、いくつかの工程があります。ダイヤモンドや
ルビー、サファイア、パライバトルマリンなどの宝石の調達、そしてデザイン画の作成。
完成したデザイン画をもとに原型を作成し、鋳造、下磨き、石留め、仕上げ、検品という
ように作業が進められます。GSTV では、この製造工程を自社工場にて行っています。
中間の流通をなくすことで、無駄を省いてコストダウンを実現しています。

「お客様の立場に立ったものづくり」をするには、素材から製造までのすべてに責任を持つ必要があると考えます。
その理念に基づいた商品をGSTVでは誇りを持って「Fair Price」でお届けしております。

ジュエリーの流通経路

一般的なジュエリーの流通経路

お
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自社で行っています／

国際的にも評価されているジュエリーデザイナーと専属契約。
石の特性を知り尽くしたGSTVならではのオリジナルジュエリーを展開しております。

GSTV専属のジュエリーデザイナーから生み出される
華やかなオリジナルジュエリー

オリジナル
商品は
自社で生産

GSTVのオリジナル商品は日本と海外の自社工場と提携工場で製造されています。
どの工場も、工作機械を中心とした大量生産の工場とは異なります。
作られる商品はどれも、職人の手によってひとつひとつ丁寧に仕上げられたものです。

高度な技術者を擁する日本工房と海外工場

GSTVラボ
のこだわり 買い付けた宝石は、国内外で著名な宝石研究者である阿依アヒマディ博士の協力に

より設立した、GSTV宝石学研究所（GSTVラボ）にて鑑別を実施。通常の鑑別機関
では実現できなかった原産地や品質の評価をしております。

宝石研究者 阿依アヒマディ博士の協力により設立
GSTV宝石学研究所（GSTVラボ）

etc.

有明本社の
オフィス工房

新設の甲府事業所

海外工場

GSTV GUIDE ／ Fair Priceとは？ GSTV GUIDE ／ Fair Priceとは？

Fair PriceGSTVの とは？
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ように作業が進められます。GSTV では、この製造工程を自社工場にて行っています。
中間の流通をなくすことで、無駄を省いてコストダウンを実現しています。

「お客様の立場に立ったものづくり」をするには、素材から製造までのすべてに責任を持つ必要があると考えます。
その理念に基づいた商品をGSTVでは誇りを持って「Fair Price」でお届けしております。

ジュエリーの流通経路

一般的なジュエリーの流通経路
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自社で行っています／

国際的にも評価されているジュエリーデザイナーと専属契約。
石の特性を知り尽くしたGSTVならではのオリジナルジュエリーを展開しております。

GSTV専属のジュエリーデザイナーから生み出される
華やかなオリジナルジュエリー

オリジナル
商品は
自社で生産

GSTVのオリジナル商品は日本と海外の自社工場と提携工場で製造されています。
どの工場も、工作機械を中心とした大量生産の工場とは異なります。
作られる商品はどれも、職人の手によってひとつひとつ丁寧に仕上げられたものです。

高度な技術者を擁する日本工房と海外工場

GSTVラボ
のこだわり 買い付けた宝石は、国内外で著名な宝石研究者である阿依アヒマディ博士の協力に

より設立した、GSTV宝石学研究所（GSTVラボ）にて鑑別を実施。通常の鑑別機関
では実現できなかった原産地や品質の評価をしております。

宝石研究者 阿依アヒマディ博士の協力により設立
GSTV宝石学研究所（GSTVラボ）

etc.

有明本社の
オフィス工房

新設の甲府事業所

海外工場

GSTV GUIDE ／ Fair Priceとは？ GSTV GUIDE ／ Fair Priceとは？

Fair PriceGSTVの とは？



電源

地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

CS電源

地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

電源

地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

リモコンのイラストは一例です。
機器により、ボタンの配置が
異なりますのでご了承ください。

リビングでゆったり、いつものテレビで。
GSTVはBS放送やCS放送、またはケーブルテレビでお楽しみいただけます。

注1：生放送は8時から26時、その他時間は録画放送を行っております。
　　一部CATV局によっては、土日の朝9時から17時までは視聴いただけません。

J:COM 全国コミュニティチャンネル

ボタンを押します。

BSボタン地デジボタン

方向／
決定ボタン

番組
ボタン

番組表
ボタン

CSボタン

1

ボタンを押します。

2

3

方向ボタンの◀▶を押して
GSTV（202ch）を選択して
　　ボタンを押します。決定

番組表

CS
電源

地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

電源

地デジ BS CS

番組表

決定

ボタンを押します。1

ボタンを押します。

2

3

方向ボタンの◀▶を押して
527chまたは
153chを選択して
　　ボタンを押します。決定

番組表

電源

地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

電源

地デジ BS CS

番組表

決定

ボタンを押します。

2

3

方向ボタンの◀▶を押して
地域毎のチャンネルを選択して
　　ボタンを押します。決定

番組表

ボタンを押します。1

J:COM 202ch

電源

地デジ BS CS

番組表

決定

チャンネル 音量

ボタンを押します。

番組ボタンの
または

を押します。

1

ボタンを押します。

もしくは、

2

方向ボタンの◀▶を押して
161chまたは
181chを選択して
　　ボタンを押します。決定

番組表

J:COM 
全国コミュニティチャンネル

地デジ

《札幌・仙台・関東》地上デジタル10ch
《熊本》地上デジタル11ch
《関西・九州》地上デジタル12ch
《下関》地上デジタル111ch

（9:00～10:00、24:00～26:00）

BS
BS6 （161ch）

視聴
無料

視聴
無料

毎日
放送

視聴
無料

月～金
放送

視聴
無料 527ch

153ch

光

視聴
無料

24
時間

視聴
無料

毎日
放送

視聴
無料

月～金
放送

一口メモ

GSTVは自社スタジオから朝8時～翌26時まで毎日生放送！
それ以外の時間は、録画放送を放映しています。

一口メモ

BS放送やケーブルTVをお楽しみいただくためには専用のアンテナか、
各地域のケーブルテレビにお申し込みいただく必要があります。

GSTVは以下のCATV局から24時間放送注1をお楽しみいただけます。
放送時間・チャンネルについては各ケーブルテレビ局にお問い合わせください。

■北海道／帯広シティーケーブル
■東北／八戸テレビ放送、岩手ケーブルテレビジョン、水沢テレビ、
宮城ケーブルテレビ、CAT-V（仙台CATV）
■北陸／能越ケーブルネット、ケーブルテレビ富山、射水ケーブルネット
ワーク、みらーれTV（新川広域圏事務組合ケーブルテレビ）、Net3、高
岡ケーブルネットワーク、となみ衛星通信テレビ、NICE TV（新川イン
フォメーションセンター）、テレビ小松、あさがおテレビ、輪島市ケーブ
ルテレビ、高岡ケーブルネットワーク、福井ケーブルテレビ、さかい
ケーブルテレビ、丹南ケーブルテレビ
■関東／東京ベイネットワーク、東京ケーブルネットワーク、多摩
ケーブルネットワーク、としまテレビ、厚木伊勢原ケーブルネット
ワーク、横浜ケーブルビジョン、YOUテレビ、湘南ケーブルネットワーク、
イーストコミュニケーションズ、いちはらコミュニティー・ネットワーク・
テレビ、らーばんねっと（千葉ニュータウンセンター）、ケーブルネット
296、本庄ケーブル、JWAY
■甲信越／ＮＮＳ日本ネットワークサービス、LCV（エルシーブイ）、
佐渡テレビジョン
■東海／ミクスネットワーク、CAC、CCNet (中部ケーブルネット
ワーク）、クローバー TV、グリーンシティケーブルテレビ、ひまわりネット
ワーク、ICC（アイ・シー・シー）、キャッチネットワーク、知多メディアス
ネットワーク、三河湾ネットワーク、知多半島ケーブルネットワーク、
ティーズ（豊橋ケーブルネットワーク）、Top Tower（稲沢CATV）、
スターキャット、CCN、ケーブルテレビ可児（CTK）、ウィンディ（浜松

ケーブルテレビ）、Hit net TV（飛騨高山ケーブルネットワーク）、
大垣ケーブルテレビ、おりべネットワーク、伊賀上野ケーブルテレビ、
松阪ケーブルテレビ・ステーション（MCTV）、CCNet (中部ケーブル
ネットワーク）、トコちゃんねる静岡、TOKAIケーブルネットワーク
■関西／オプテージ、テレビ岸和田、ベイ・コミュニケーションズ、明石
ケーブルテレビ、あいコムこうか、ZTV、KCN京都、こまどりケーブル、
近鉄ケーブルネットワーク
■中国／ＫＣＴ倉敷ケーブルテレビ、Oniビジョン、中海テレビ放送、
出雲ケーブル、石見ケーブルビジョン、はあぶビジョン、ひとまろ
ビジョン、サンネットにちはら、おおなんケーブルテレビ、GTVぎんざん
テレビ、アイ・キャン、周防ケーブルネット
■四国／ＫＢＮ香川テレビ放送網、ケーブルメディア四国（高松ケーブル
テレビ）、三豊ケーブルTV、高知ケーブルテレビ、愛媛CATV、四国中央
テレビ
■九州・沖縄／九州通信ネットワーク（QTNet）、BTVケーブルテレビ、
テレビ九州、多久ケーブルメディア、大分ケーブルテレコム、長崎
ケーブルメディア、天草ケーブルネットワーク、皇徳寺ケーブルテレビ、
沖縄ケーブルネットワーク、宮崎ケーブルテレビ

毎日
放送

毎日
放送

BS8 （181ch）

BS6
 （161ch）

BS8 
（181ch）

テレビで楽しむ！GSTVを

BS放送

CS・ケーブルテレビ放送

月 火 水 木 金 土 日

月 火 水 木 金 土 日

- - - - 土土- -

12：00~ 火 水 木 金 土月 日
10：00~ 火 水 木 金 土※月

月 火 水 木 金 - -

月 火 水 木 金 - -

日

BS8 （181ch）

J:COM・スカパー！・ひかりTV

BS-TBS『麗しの宝石ショッピング』　 BSフジ『ジュエリーライフ11（イレブン）』『ジュエリーナイト11（イレブン）』
また、 J:COM『華麗なる宝石ショッピング』 大好評放送中です。お気軽にGSTVをお楽しみください。

視聴
無料

毎日
放送

11：00~ 1時間放送

10：00~ 1時間放送

火 水 木 金 -月 日
BS6 （161ch）

09：00~ 1時間放送

23：00~ 1時間放送

24：00~ 1時間放送

25：00~ 1時間放送

1時間放送

1時間放送

「麗しの宝石ショッピング」

「麗しの宝石ショッピング」

「ジュエリーライフ11」

「ジュエリーナイト11」

＊月によりプログラムが変更になる場合があります。

＊月によりプログラムが変更になる場合があります。

※土曜10時は「麗しの宝石ショッピング」

BS6 （161ch）

GSTV GUIDE ／テレビで楽しむ GSTV GUIDE ／テレビで楽しむ
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リモコンのイラストは一例です。
機器により、ボタンの配置が
異なりますのでご了承ください。

リビングでゆったり、いつものテレビで。
GSTVはBS放送やCS放送、またはケーブルテレビでお楽しみいただけます。

注1：生放送は8時から26時、その他時間は録画放送を行っております。
　　一部CATV局によっては、土日の朝9時から17時までは視聴いただけません。
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それ以外の時間は、録画放送を放映しています。
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各地域のケーブルテレビにお申し込みいただく必要があります。

GSTVは以下のCATV局から24時間放送注1をお楽しみいただけます。
放送時間・チャンネルについては各ケーブルテレビ局にお問い合わせください。

■北海道／帯広シティーケーブル
■東北／八戸テレビ放送、岩手ケーブルテレビジョン、水沢テレビ、
宮城ケーブルテレビ、CAT-V（仙台CATV）
■北陸／能越ケーブルネット、ケーブルテレビ富山、射水ケーブルネット
ワーク、みらーれTV（新川広域圏事務組合ケーブルテレビ）、Net3、高
岡ケーブルネットワーク、となみ衛星通信テレビ、NICE TV（新川イン
フォメーションセンター）、テレビ小松、あさがおテレビ、輪島市ケーブ
ルテレビ、高岡ケーブルネットワーク、福井ケーブルテレビ、さかい
ケーブルテレビ、丹南ケーブルテレビ
■関東／東京ベイネットワーク、東京ケーブルネットワーク、多摩
ケーブルネットワーク、としまテレビ、厚木伊勢原ケーブルネット
ワーク、横浜ケーブルビジョン、YOUテレビ、湘南ケーブルネットワーク、
イーストコミュニケーションズ、いちはらコミュニティー・ネットワーク・
テレビ、らーばんねっと（千葉ニュータウンセンター）、ケーブルネット
296、本庄ケーブル、JWAY
■甲信越／ＮＮＳ日本ネットワークサービス、LCV（エルシーブイ）、
佐渡テレビジョン
■東海／ミクスネットワーク、CAC、CCNet (中部ケーブルネット
ワーク）、クローバー TV、グリーンシティケーブルテレビ、ひまわりネット
ワーク、ICC（アイ・シー・シー）、キャッチネットワーク、知多メディアス
ネットワーク、三河湾ネットワーク、知多半島ケーブルネットワーク、
ティーズ（豊橋ケーブルネットワーク）、Top Tower（稲沢CATV）、
スターキャット、CCN、ケーブルテレビ可児（CTK）、ウィンディ（浜松

ケーブルテレビ）、Hit net TV（飛騨高山ケーブルネットワーク）、
大垣ケーブルテレビ、おりべネットワーク、伊賀上野ケーブルテレビ、
松阪ケーブルテレビ・ステーション（MCTV）、CCNet (中部ケーブル
ネットワーク）、トコちゃんねる静岡、TOKAIケーブルネットワーク
■関西／オプテージ、テレビ岸和田、ベイ・コミュニケーションズ、明石
ケーブルテレビ、あいコムこうか、ZTV、KCN京都、こまどりケーブル、
近鉄ケーブルネットワーク
■中国／ＫＣＴ倉敷ケーブルテレビ、Oniビジョン、中海テレビ放送、
出雲ケーブル、石見ケーブルビジョン、はあぶビジョン、ひとまろ
ビジョン、サンネットにちはら、おおなんケーブルテレビ、GTVぎんざん
テレビ、アイ・キャン、周防ケーブルネット
■四国／ＫＢＮ香川テレビ放送網、ケーブルメディア四国（高松ケーブル
テレビ）、三豊ケーブルTV、高知ケーブルテレビ、愛媛CATV、四国中央
テレビ
■九州・沖縄／九州通信ネットワーク（QTNet）、BTVケーブルテレビ、
テレビ九州、多久ケーブルメディア、大分ケーブルテレコム、長崎
ケーブルメディア、天草ケーブルネットワーク、皇徳寺ケーブルテレビ、
沖縄ケーブルネットワーク、宮崎ケーブルテレビ
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※土曜10時は「麗しの宝石ショッピング」
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WEBなら、どこでも素早くショッピング
スマホやパソコンで、24時間お手軽に番組をご覧いただけます。
また、テレビを見ながら直にWEBサイトでショッピングできます。

GSTV 検  索

放送済みの番組もWEB番組表からご覧いただけます！ →

※1 生放送は8:00～26:00（翌2:00）です。　※2 放送局の配信方法により、一部時間のみ視聴いただける場合がございます。

パソコン

パソコン

スマートフォン

スマートフォン

gstv.jp
WEBでのご視聴方法

ブラウザの検索窓に「GSTV」と打ち込んで「検索」を押してください。
または、直接URLを　　　　　　と入力ください。gstv.jp

右のQRコードを読み込んでください。
または、直接URLを　　　　　　と入力ください。gstv.jp

24時間放送！
もちろん

スマホも対応！

一口メモ

WEBで会員登録いただくと、オンエア中の人気商品のご注文や、
QRコードを読み取ってカートに入れたりと便利な機能が盛りだくさん！
GSTVをよりお楽しみいただけます！

まずはWEB会員登録をおすすめします！

https://www.gstv.jp/
　　login/start_register.html

こちらからお申し込みください！WEBでもっと楽しむ！GSTVを

※音声の初期設定はオフになっています。（音声を出す場合はチェックを外してください。）
※自動再生はされません。再生ボタン（▷）をクリックしたら映像が始まります。

音声のオンオフは
ここで操作できます

ここからすぐ注文！

ここからすぐ注文！

簡単！
安心！

スマホでも、パソコンでも基本的な操作は一緒！

音声のオンオフ

（▷）をクリックして再生

Check

WEBサイトからのオーダー

WEBサイト

早くて
確実！

素早く、スムーズ！ 
スマホからもご注文

トップページに「テレビで放送中の商品」というカテゴリが
表示されていますので「ご注文へ進む」をクリックしてください。

─放送中の商品のご注文方法─

（注1）WEBでの会員登録が必要です。ページ上の「一口メモ」をご参照ください。（注2）QRコードを読み取っただけでは、決済完了いたしません。

「WEBサイト」からのご注文は、
ご注文内容がマイページから確認できて安心です。
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QRコードで
ご注文簡単！（注1）

すぐにカートに
入ります！

WEBサイトQRコード
“gstv.jp”をsafariで開く

TV画面に表示されている
QRコードをスマートフォンで
読み取ると…（注2）

すぐにカートに
商品が入ります！
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一般電話・携帯電話　通話料無料

案内に沿ってご希望の番号を押してください。

新規ご注文

＊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。0120-570-243

アナウンスのあと、番号「2」を押して「自動応答によるご注文」にお進みください。

アナウンスに従い、生年月日または会員番号をご入力ください。

アナウンスのあと、商品番号をご入力ください。

アナウンスのあと、商品番号をご入力ください。

配達日をご入力ください。

アナウンスに従い、お客様情報を音声でご登録ください。

お支払い方法をご選択ください。

配達日をご入力ください。 以上でご注文は完了です。商品ご到着までお待ちください。

以上でご注文は完了です。※録音が確認できない場合はご注文となりません。

新規ご注文の方
新規ご注文の方

会員登録済みの方

会員登録済みの方会員登録済みの方

※ショッピングローンはご利用いただけません。ご利用いただく場合は
　オペレーターまたはWEBからご注文をお願いします。

2 アナウンスのあと、番号［9］を押してください。
オペレーターにおつなぎいたします。9

アナウンスのあと、番号「0」を押してください。0

0

自動応答

素早く！

会員登録済みの方

自動応答

素早く！

会員登録で登録した電話番号でおかけの場合は「1」を
別の電話番号からおかけの場合は「2」を押してください。

アナウンスに従い、生年月日または会員番号をご入力ください。

アナウンスのあと注文番号か商品番号をご入力ください。

ご注文を確認し、配送日時指定変更やキャンセルを行ってください。　

会員登録済みの方

3

アナウンスに従い、今おかけになってる電話番号を入力してください。

会員登録で登録した電話番号でおかけの場合は「1」を
別の電話番号からおかけの場合は「2」を押してください。

アナウンスに従い、生年月日または会員番号をご入力ください。

アナウンスのあと注文番号か商品番号をご入力ください。

ご注文を確認し、配送日時指定変更を行ってください。　

会員登録済みの方

4

アナウンスに従い、今おかけになってる電話番号を入力してください。

オペレーター受付時間｜8時～26時 (翌2時) 12:30～ 23:59
キャンセル受付時間

0時からのご注文を「当日のご注文」とし、ご注文当日の
23時59分までがキャンセル可能時間となります。0:00～23:59まで

当日のご注文のみ

ご注文商品のキャンセルについて  （キャンセル受付ダイヤル：0120-570-243）

12：30

GSTVお客様サービスセンター（オペレーターによる受付）
自動応答サービス

WEBサイト

23：590：00

キャンセル可能時間

キャンセルのご連絡方法は3つ
・GSTVお客様サービスセンター（オペレーター）
・自動応答サービス
・WEBサイト

お電話でのご注文方法安心サポート

※お電話が混み合う時間帯は優先的に自動応答におつなぎすることがございます。

本日以外のご注文確認、配送指定日時変更4

会員登録済みの方のご注文2 自動応答システムのご説明7

本日のご注文確認、配送日時変更、キャンセル3 会員登録済みの方で、オペ̶レータによるご注文9

オペレーター

GSTV GUIDE ／お電話でのご注文方法 GSTV GUIDE ／お電話でのご注文方法
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見て、さわって楽しむ！GSTVを

各店舗では沢山の商品を展示・販売をしており、TVでは見る事のできない特別な
ジュエリーもございます。今回は銀座・有明・横浜元町の店長が“おすすめする一品”
をご紹介いたします。

銀座サロン 
オススメ！ 有明ショールーム

オススメ！

横浜元町ショールーム
オススメ！

「皇帝の宝石」と呼ばれるアレキサンドライト

ID：5004155
PT950 アレキサンドライト ダイヤリング 
AL 1.238ct D 0.84ct   
￥2,526,000-

ロシアでは「皇帝の宝石」と呼ばれているアレキサンド
ライト。希少なエメラルドカットのアレキサンドライト
は見事に色を変え、耐久性が高く、ダイヤモンドのよう
な輝きを持ちデザインにもこだわりを持った逸品です。

透明感のある美しいグリーン ロウカンヒスイ

ID：5019072
PT950 ロウカンヒスイ H＆Cダイヤ(リリーダイヤカット) ＆ 
ダイヤ ＆ ロシアンダイヤ リング J 4.065ct D 1.30ct(LI) D 
1.30ct D 0.50ct(ロシア産)  
￥1,910,000-

硬玉翡翠の最高品質として有名なロウカンヒスイ。
透明感のある美しいグリーンが豪華なダイヤモンドの
取り巻きにとても映えます。

オーストラリア産オパールの豪華なリング

ID：5017560
PT950 ブラックオパール ダイヤ リング BO 5.327ct D 1.55ct  
￥1,480,000-

希少な厚みと、ドーム状の側面から裏にかけて遊色効果が出ている
オーストラリア産オパールを、豪華なリングにお仕立てしています。　
部分的に青とイエローオレンジがかすかに感じられるオパールの魅力
を感じることが出来る逸品です。

お近くにお越しの際には、お気軽にお立ち寄りくださいませ。
スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

店長おすすめの一品店長おすすめの一品

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

GSTVイベント情報
2021年11月開催

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

2021年 大阪大感謝祭

大

阪

府

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
11月14日（日）～15日（月）11月14日（日）～15日（月）

JSM出品受付
いたします！

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。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、開催内容を急遽変更・中止する場合がございます。
ご来場の前に開催状況をご確認いただきます様、お願い申し上げます。

●JR「大阪駅」直結 中央口を出て右手すぐ

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。（2021年10月時点）
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￥1,480,000-

希少な厚みと、ドーム状の側面から裏にかけて遊色効果が出ている
オーストラリア産オパールを、豪華なリングにお仕立てしています。　
部分的に青とイエローオレンジがかすかに感じられるオパールの魅力
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、開催内容を急遽変更・中止する場合がございます。
ご来場の前に開催状況をご確認いただきます様、お願い申し上げます。

●JR「大阪駅」直結 中央口を出て右手すぐ

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。（2021年10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。（2021年10月時点）

〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7
TOC有明2階

・りんかい線 「国際展示場駅」から
  徒歩約5分

『 有明ショールーム 』
0120-570-126
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日、年末年始（TOCビル閉館日に準ずる）

0120-570-771
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日

スタジオ直結 リクエスト品揃えNO.1

TOKYO

〒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

〒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 』
0120-570-423
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日

誠実で明るく楽しいお店がモットーです

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
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日

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
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日

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
●営業時間：11:00～19:00　
●定休日：毎月1日、第2水曜日

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

デザイナー在籍
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個人情報の取扱いについて

株式会社GSTV（以下、「当社」といいます。）は、個人情報保護方針に基づき、ご本人からお預りする個人情報の取扱いについて、以下のように規定します。

■  1．個人情報の利用目的

（１）ショッピング会員様の個人情報※
ご本人から取得した個人情報について、以下の各項に記載の利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。

■  ２．個人情報保護管理責任者
製造部長　E-mail： PrivacyFeedback@corporate.gstv.jp

■  ３．「開示等の求め」に応じる手続き

1. 当社の商品の発送、カタログやダイレクトメール、メールマガジンの送付のため。 2. 当社が提供する商品に関連するアフターサービス、新商品・サービス
などの各種情報を提供させていただくため。 3. 商品・サービスに関するアンケート調査、その他生活に関するお得な情報を提供させていただくため。 4. 当社
の通信販売に関する事業活動、店舗や催事に関するご案内・ご予約の確認のため。 5. 当社が適正と定めた企業のカタログやダイレクトメール、試供品などの
作成・送付のため。 6. 商品・サービスの改善または新たな商品・サービスの企画開発のため。 7. 当社とのお取引に関する与信管理、回収管理、債権管理の
ため。 8. 商品、サービスに関するお問い合わせに対するご連絡のため。 9. お客様の利用状況や満足度調査等、商品開発・サービスの向上に係る調査、問題
解決、ヒアリング及び集計・統計・分析実施のため。10. 地金の下取り並びに古物の販売及びその受託のため。11. 与信管理および債権回収のため。12. 
経理上の処理のため。13. 電話でご注文を受け付けるため。

返品・交換をお受けできない場合

お客様のお手元に商品が到着してから8日以内であれば､返品をお受けいたしております（一部の商品を除く）｡
返品の可不可につきましては、各商品詳細ページやオンエアにて記載しておりますので、必ずご確認をいただきますようお願いいたします。

■  返品方法

■ 返品について

返品可能商品の返品は、商品到着後8日以内に商品（付属品を含む）を返品連絡票に必要事項をご明記の上、
記載されている返送先に「商品」および「同梱物」を同梱しご返送ください。

■  確認に必要な事項
1. 「お客様氏名」「ご住所」「電話番号」「注文番号」「商品番号」
2. 返品を希望される理由

■  確認に必要な事項
「お客様氏名」「ご住所」「電話番号」「注文番号」「商品番号」　商品の状態・様子

■  返金について

「GSTV」では以下の場合ご返品をお断りしております。
●商品をお受け取りいただいてから8日を経過した場合　
●リサイズ（リング）済み商品の場合
●セミオーダーやフルオーダー等のオーダーメイド商品の場合　
●ルースケースを開封した場合　
●商品に付属する鑑定書、鑑別書、保証書を紛失された場合
●番組やWEB商品ページにて「返品不可」と表示した商品　
●通常、鑑別書が付属しない商品に鑑別書付属（作成）を希望された場合　
●店舗及び２日以上開催の催事でご購入された商品

商品の不具合によるご返送の場合
弊社提携の配送業者（佐川急便またはヤマト運輸）による着払いにてご返送ください。詳しくは弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

ご注意事項
※お掛けの際には事前に番号非通知拒否設定の解除をお願いいたします。
※事前のお電話なしに商品を返送いただいた場合、確認のお電話をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
※但し、返品を承れない場合がございます。上記の「返品・交換をお受けできない場合」および販売約款をご確認ください。

クレジットカードでお支払いいただいた場合
ご返品いただいた商品代金はクレジットカード会社様経由でご返金の手続きを取らせていただきます。ご返金に関しましては、到着確認日や各クレジットカード
会社様の〆日により異なりますので、恐れ入りますが、ご返品月の翌月15日以降、または翌々月15日以降に、ご利用のクレジットカード会社様にお問い合わせ
ください。

クレジットカード以外でお支払いいただいた場合
GSTVに商品が到着後から２～３週間で、銀行口座へお振込の手続きを取らせていただきます。
※お客様都合によるご返品の場合、振込手数料はお客様負担となります。

■ 交換について
お届け商品に不具合があった場合、交換をする為の在庫を確認し、交換をさせていただきます。
お手数ではございますが、弊社お客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）までご連絡をいただいた後、修理サービス保証約款に必要事項をご記入
の上「不具合商品」と「同梱物」を同梱し、弊社提携の配送業者（佐川急便またはヤマト運輸）による着払いにてご返送ください。商品を確認した後、交換商品の
発送手配をいたします。
詳しくは弊社お客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）までお問い合わせください。

※確認の為、電話連絡をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
　【発信者番号通知のお願い】
　非通知設定にされている方は、恐れ入りますが、はじめに「186」をつける等して、番号を通知しておかけください。

当社の保有する個人情報に対しての「開示等の求め」に、当社所定の方法によりご本人からの要請であることを確認し、迅速に対応します。ただし、開示に関し
ては当社が別途定める開示手数料をお支払いいただく場合があります。また、以下のいずれかに該当する場合は、開示等の対象としないことがあります。この
場合、ご本人に遅滞なくその旨を、理由の説明とともに通知します。　1. ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2. 当社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合　3. 法令に違反することとなる場合
「開示等の求め」に関しては、お客様サービスセンターまでお申し出ください。お客様サービスセンター：0120-170-243

■  ６．その他
当社はGoogle社の提供するアクセス解析サービス「Google Analytics」を使用しています。「Google Analytics」は特定のデータ（IPアドレス・使用ブラウ
ザ等）収集のためにCookieを使用していますが、このデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はCookieを無効にする
ことで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認いただき、下記ページよりオプトアウトの手順に従ってください。
https://support.google.com/ads/answer/2662922
＊Cookieを無効にした場合、当社ウェブサイトが正常にご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、当社ではGoogle社を含
む広告配信事業者が提供する広告サービスを使用しています。このような広告配信事業者はお客様のブラウザに保存されているCookieを利用して当社の広
告を配信する場合があります。

■  ４．「個人情報に関する相談、苦情」に応じる手続き
この個人情報の取扱いの対応が不適切だと感じられた場合、その他個人情報に関するお問い合わせについては、以下相談窓口までご連絡ください。
株式会社GSTV　個人情報相談窓口　E-mail： PrivacyFeedback@corporate.gstv.jp

■  ５．当社は、下記の認定個人情報保護団体の対象事業者です。
　　同団体において対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けています。

・認定個人情報保護団体の名称 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
・苦情解決の連絡先　　個人情報保護苦情相談室　〒106-0032　東京都港区六本木1-9-9　六本木ファーストビル内
　　　　　　　　　　  TEL：03-5860-7565、0120-700-779　※当社の商品・サービスに関するお問い合わせ先ではございませんのでご注意ください。

（２）従業者の個人情報※

保険医療管理、社会保険加入、雇用管理、外国人雇用状況の届出等法令の定めのある業務のため。

（３）お取引先ご担当者様の個人情報※
当社とのお取引業務のため。

（４）採用応募者の個人情報※
当社への応募及び採用活動に関する判定のため。

（５）ご注文、お問い合わせ等の電話録音
対応品質向上、正確な内容把握のため。 ※開示対象個人情報となります。

返品・交換のご案内

※商品不良などお客様都合ではない理由で8日を過ぎた場合は、事前にお客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）にご連絡ください。

GSTV GUIDE ／返品交換案内 GSTV GUIDE ／個人情報の取扱いについて

お買い物サポート
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商品の不具合によるご返送の場合
弊社提携の配送業者（佐川急便またはヤマト運輸）による着払いにてご返送ください。詳しくは弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

ご注意事項
※お掛けの際には事前に番号非通知拒否設定の解除をお願いいたします。
※事前のお電話なしに商品を返送いただいた場合、確認のお電話をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。
※但し、返品を承れない場合がございます。上記の「返品・交換をお受けできない場合」および販売約款をご確認ください。

クレジットカードでお支払いいただいた場合
ご返品いただいた商品代金はクレジットカード会社様経由でご返金の手続きを取らせていただきます。ご返金に関しましては、到着確認日や各クレジットカード
会社様の〆日により異なりますので、恐れ入りますが、ご返品月の翌月15日以降、または翌々月15日以降に、ご利用のクレジットカード会社様にお問い合わせ
ください。

クレジットカード以外でお支払いいただいた場合
GSTVに商品が到着後から２～３週間で、銀行口座へお振込の手続きを取らせていただきます。
※お客様都合によるご返品の場合、振込手数料はお客様負担となります。

■ 交換について
お届け商品に不具合があった場合、交換をする為の在庫を確認し、交換をさせていただきます。
お手数ではございますが、弊社お客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）までご連絡をいただいた後、修理サービス保証約款に必要事項をご記入
の上「不具合商品」と「同梱物」を同梱し、弊社提携の配送業者（佐川急便またはヤマト運輸）による着払いにてご返送ください。商品を確認した後、交換商品の
発送手配をいたします。
詳しくは弊社お客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）までお問い合わせください。
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当社の保有する個人情報に対しての「開示等の求め」に、当社所定の方法によりご本人からの要請であることを確認し、迅速に対応します。ただし、開示に関し
ては当社が別途定める開示手数料をお支払いいただく場合があります。また、以下のいずれかに該当する場合は、開示等の対象としないことがあります。この
場合、ご本人に遅滞なくその旨を、理由の説明とともに通知します。　1. ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2. 当社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合　3. 法令に違反することとなる場合
「開示等の求め」に関しては、お客様サービスセンターまでお申し出ください。お客様サービスセンター：0120-170-243

■  ６．その他
当社はGoogle社の提供するアクセス解析サービス「Google Analytics」を使用しています。「Google Analytics」は特定のデータ（IPアドレス・使用ブラウ
ザ等）収集のためにCookieを使用していますが、このデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はCookieを無効にする
ことで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認いただき、下記ページよりオプトアウトの手順に従ってください。
https://support.google.com/ads/answer/2662922
＊Cookieを無効にした場合、当社ウェブサイトが正常にご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、当社ではGoogle社を含
む広告配信事業者が提供する広告サービスを使用しています。このような広告配信事業者はお客様のブラウザに保存されているCookieを利用して当社の広
告を配信する場合があります。

■  ４．「個人情報に関する相談、苦情」に応じる手続き
この個人情報の取扱いの対応が不適切だと感じられた場合、その他個人情報に関するお問い合わせについては、以下相談窓口までご連絡ください。
株式会社GSTV　個人情報相談窓口　E-mail： PrivacyFeedback@corporate.gstv.jp

■  ５．当社は、下記の認定個人情報保護団体の対象事業者です。
　　同団体において対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けています。

・認定個人情報保護団体の名称 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
・苦情解決の連絡先　　個人情報保護苦情相談室　〒106-0032　東京都港区六本木1-9-9　六本木ファーストビル内
　　　　　　　　　　  TEL：03-5860-7565、0120-700-779　※当社の商品・サービスに関するお問い合わせ先ではございませんのでご注意ください。

（２）従業者の個人情報※

保険医療管理、社会保険加入、雇用管理、外国人雇用状況の届出等法令の定めのある業務のため。

（３）お取引先ご担当者様の個人情報※
当社とのお取引業務のため。

（４）採用応募者の個人情報※
当社への応募及び採用活動に関する判定のため。

（５）ご注文、お問い合わせ等の電話録音
対応品質向上、正確な内容把握のため。 ※開示対象個人情報となります。

返品・交換のご案内

※商品不良などお客様都合ではない理由で8日を過ぎた場合は、事前にお客様サービスセンター（電話番号：0120-170-243）にご連絡ください。

GSTV GUIDE ／返品交換案内 GSTV GUIDE ／個人情報の取扱いについて

お買い物サポート



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ます。お客様に販売に最適な価格を
ご提案し、お客様ご自身に販売する金額を決定いただきます。

GSTVのカメラマンにより写真撮影し、JSMスタッフが必要
な情報などのコメント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

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。 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。
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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！ 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：この度は、GSTVの商品をご購入いた
だきましてありがとうございます！商品を気に入っ
ていただけて、とても嬉しいです。弊社ジュエリー
をお客様に肌身離さず身につけてお楽しみいただ
きたい！…のは、私どもも山々ですが、家事をされ
る際は、できれば取り外したほうが永くお楽しみい
ただけると思います。料理や洗濯などでの水濡れ
はくすみや劣化の原因になりますし、衛生面での
不安もあります。いずれにしても、こまめにお手入
れすることをおすすめします。いつまでも輝くジュ
エリーをお楽しみいただけるよう、願っております。

購入した商品がとても気に入ったので、ずっ
と着けていたい。家事の時など、外したほう
がいいですか？ スタッフ：ショッピングローンをご希

望の場合は、電話でご注文いただき、
オペレーターにお申し付けください。
ご注文受付後、提携しております信販
会社からお客様のご希望の日時に折
り返しお電話をかけさせていただきま
す。ご注文もショッピングローンのお
申し込みも、お電話で可能ですので、
お気軽にご利用ください。金利手数
料も24回まではGSTV負担となります
のでおすすめです。  ※ショッピングロー
ンご利用にあたり審査がございます。

番組内でよく紹介されているローン
は、どのように手続きするのですか？

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！リングサイズにお悩みのお客様
も多くいらっしゃいますので、番組内でわかりやすく丁寧にお伝えできるよう、これからも努めて
まいります。今後もGSTVをお楽しみください！

番組で「同じサイズのリングでも、朝と夕方では体のむくみなどで着用感覚が異なり、
実際にサイズが変わる場合もある」とMCさんがコメントされていました。自分に当て
はまっていることに気がつき、勉強になりました。とても素敵なコメントでした。ありが
とうございます。これからも楽しく視聴します。

編集部より 非常事態宣言が開け、電車にも少しずつ人が増え
てきたなぁと感じる今日この頃。でも、なんとな～
く、GSTV本社がある国際展示場（有明）付近は、
あまり人が増えていないような…？　弊社もです
が、各社、リモートワークが定着しつつあり、そんな
に出社率自体は上がっていないのかもしれません。

いつか家でも仕事ができるようにならないかな？と
思ってはいましたが、まさかこんな日が早々に来る
とは予測していませんでした！

移り変わる世の中です。そんな中でも弊社の宝石
やジュエリーが、変わらず皆様の生活や心に寄り
添えるように引き続き精進いたします。

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：5044052
K18WG/PG ミャンマー産
ヴィヴィッドカラールビー 
ダイヤ ネックレス & ピアス 2点セット 
RB 13.869ct D 12.89ct 
RB 1.507ct RB 1.474ct D 1.12ct    
重量：約６２．７ｇ 長さ：約４２ｃｍ 幅：約７．０－１１．５ｍｍ
ピアス 縦：約２４．０ｍｍ 横：約１２．５ｍｍ
￥7,980,000-




