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1

2022年11月11日、GSTVは開局15周年を迎えます。
これもひとえにお客様をはじめ関係各位の厚いご支援があってのことと、
心よりお礼申し上げます。
不安定な情勢が続き、「日常」や「普通」の意味が
日々変化している時代の最中。
そんな中でも変わらず美しく、輝き続けるジュエリーが、
皆様の心の灯になれるよう、一層努力して参ります。

2

お客様への感謝の気持ちを込めて、
11月11日に「15周年創業祭」を開催します。
11月12日から13日まで「15周年アニバーサリー２DAYS」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します。
ぜひ、お楽しみください。
と き

「最高の瞬間」はいつもGSTVと共に。

2

GSTV

1

5022664

¥1,280,000-

2

5022552

¥2,980,000-

K18WG ルビー H&Cダイヤ & ダイヤ
（リリーダイヤカット）
& ダイヤ ミステリーセッティング ブローチ
RB 11.00ct D 2.25ct（LI）D 0.71ct（LI）D 0.04ct

PT950 ダイヤモンド & ダイヤ（リリーダイヤカット）
ミステリーセッティング ブローチ
D 0.35ct D 11.35ct（LI）

重量：約１９．
２ｇ 縦：約６２．
５ｍｍ 横：約４１．
０ｍｍ 高さ：約１５．
５ｍｍ

重量：約２８．
８ｇ 縦：約６３．
０ｍｍ 横：約４１．
０ｍｍ 高さ：約１５．
０ｍｍ

※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。
※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。

GSTV

3

Selected Jewelry

of the Month N ovember

Selected Jewelry

of the Month N ovember

厳 選 され た 逸 品 を 世 界 の 産 地 より

4

5
6

3

高品質な
ブルーイッシュグリーントルマリン

4

GSTV

ドイツの誇るアウイナイト

ブラジル産インペリアルトパーズ

大粒カナリートルマリン

濃 厚な緑 色の中に、少し青を感じさせる
ノーブルな印象をもったトルマリン。
重 厚な中石を支えるエレガントなダイヤ
モンドは、コントラストと高級感をより高め
ています。

アイフェル地方特産の希少石。その鮮や
かな深い青 が 魅力の 大 粒アウイナイトを
リングにお仕立てしました。ダイヤを配し
た台座は、アール・デコ様式の雰囲気を
醸し出しています。

ミナス・ジェライス州の歴史的都市オウロ・
プレトで産するインペリアルトパーズ。
大粒の中に、レディッシュピンクが均等に呈さ
れた芳醇な色が素敵です。最高品質をシン
プルな王道スタイルにお仕立てしました。

眩しいほどの輝きと色から発するパワーが
カナリートルマリンの魅力。
透明度があり、大ぶりのジェムクオリティ
の逸品をトリリアントカットの形で個性を
表現しました。

3

4

5

6

5051367

¥998,000-

5059635

¥498,000-

PT950 ブルーイッシュグリーントルマリン ダイヤ リング
T 6.197ct D 1.25ct

PT950 アウイナイト ダイヤ
（リリーダイヤカット）& ダイヤ リング
HA 0.279ct D 0.79ct（LI）D 0.07ct

重量：約１１．
８ｇ 最大幅：約１１．
５ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ 高さ：約８．
５ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

重量：約５．
８ｇ 最大幅：約１０．
５ｍｍ 最小幅：約１．
９ｍｍ 高さ：約５．
５ｍｍ
基本サイズ：１５号 リサイズ不可

※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。

5059231

¥1,280,000-

PT950 ブラジル産インペリアルトパーズ（特優）
ダイヤ
（リリーダイヤカット）リング
ITO 3.638ct D 0.62ct（LI）
重量：約９．
１ｇ 最大幅：約１９．
５ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ 高さ：約６．
５ｍｍ
基本サイズ：１５号 リサイズ不可

5051033

¥1,980,000-

PT950 カナリートルマリン H&Cダイヤ
（リリーダイヤカット）
リング T 7.476ct D 1.96ct（LI）
重量：約１０．
３ｇ 最大幅：約２０．
５ｍｍ 最小幅：約２．
５ｍｍ 高さ：約８．
０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

※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。
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5

DIAMOND JEWELRY
重 厚 ダ イヤ モンド

「ダイヤモンドジュエリーの中でもひと際「主役」なコレクション。
身につけるとより一層、特別な存在へと格上げしてくれます。

8

7

11

「ＤＩＶＡ」

9

10

「ＤＩＶＡ」
プリマドンナなどの意味を持ち
抜群の輝きを放つコレクション

12

「ギャラクシー 」
銀河を表現した
フルネックレス

7

5057870

¥898,000-

K18WG ダイヤモンド DIVA ピアス
D 約 4.20ct

6

GSTV

5057871

5051460

¥598,000-

PT950 アッシャーカットダイヤモンド ＆
ダイヤ
（リリーダイヤカット）DIVA リング
D 約 0.20ct（LI）D 約 1.35ct（LI）

重量：約１０．
９ｇ 縦：約１９．
５ｍｍ 横：約８．
５ｍｍ

9

8

11

重量：約９．
０ｇ 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 リサイズ不可

¥428,000-

10

5050296

5057869

¥398,000-

K18WG ダイヤモンド DIVA ペンダントトップ
D 約2.00ct
¥358,000-

PT950 アッシャーカットダイヤモンド &
H&Cダイヤ
（リリーダイヤカット）DIVA リング
D 約 0.53ct（LI）D 約 0.47ct（LI）

PT950 アッシャーカットダイヤモンド ＆
ダイヤ
（リリーダイヤカット）DIVA リング
D 約 0.55ct（LI）D 約 0.35ct（LI）

重量：約７．
７ｇ 最大幅：約９．
０ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ
高さ：約５．
０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

重量：約７．
４ｇ 最大幅：約８．
０ｍｍ 最小幅：約２．
５ｍｍ
高さ：約４．
０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

※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。

重量：約４．
３ｇ 縦：約３３．
５ｍｍ 横：約１１．
０ｍｍ 高さ：約６．
５ｍｍ
バチカン内径：約１１．
５×３．
０ｍｍ

12

5026045

¥2,680,000-

K18WG ダイヤモンド ＆ H＆Cダイヤ（リリーダイヤカット）
ネックレス D 約9.00ct D 約3.50ct（LI）
重量：約５４.0ｇ 長さ：約４２ｃｍ 幅：約３．
０−１７．
０ｍｍ

※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。

GSTV

7

MARI COLLECTION

14

5047020

14

¥128,000-

K18WG サファイア & アイスブルー
サファイア アンティークレース ピアス
SA 約 1.30ct IBS 約 0.40ct
重量：約４．
５ｇ 縦：約１９．
５ｍｍ 横：約１６．
５ｍｍ
イヤリング：5047012（＋12000 円）

15

5047018

¥348,000-

K18WG サファイア & アイスブルー
サファイア ダイヤ アンティークレース
ペンダントトップ SA 約 3.95ct
IBS 約 1.85ct D 約 0.33ct

13

Fantasy Butterfly
─ファンタジーバタフライ─

アワビ貝の干渉色が
幻想的でロマンティック

重量：約１０．
８ｇ 縦：約４３．
５ｍｍ 横：約３７．
５ｍｍ
高さ：約５．
５ｍｍ バチカン内径：約５．
０×２．
５ｍｍ

16

5047019

15

¥298,000-

K18WG サファイア ダイヤ
アンティークレース リング
SA 約 2.70ct D 約 0.20ct

Antique Lace

─アンティークレース─

重量：約１０．
０ｇ 最大幅：約１８．
５ｍｍ
最小幅：約４．
５ｍｍ 高さ：約３．
０ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

16

17

可憐な模様で
描かれるレース

5041052

¥99,800-

K18PG マルチカラーストーン クォーツ
フラワードーム チャーム
SA 約 0.14ct PS 約 0.14ct
MO 約 0.14ct TS 約 0.12ct
RB 約 0.10ct AM 約 0.10ct
重量：約５．
３ｇ 縦：約１９．
０ｍｍ 横：約１４．
０ｍｍ
丸環内径：約５．
０ｍｍ
※ピアリングやピアスなどに取り付けてお楽しみください。

17

18

18

Fantasy Dome
5048459

¥458,000-

K18YG ブラウンダイヤモンド
アバロンシェル オニキス ファンタジーバタフライ
ペンダントブローチ BRD 約 2.80ct
重量：約１６．
５ｇ 縦：約４３．
５ｍｍ 横：約４９．
５ｍｍ
高さ：約９．
５ｍｍ バチカン内径：約１０．
５×２．
５ｍｍ

8

GSTV

※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。

¥79,800-

重量：約５．３ｇ 縦：約２８．０ｍｍ 横：約１９．０ｍｍ
高さ：約８．０ｍｍ バチカン内径：約４．０×１．８ｍｍ

─ファンタジードーム─

13

5041051

K18PG マルチカラーストーン ダイヤ
クォーツ フラワードーム ペンダントトップ
SA 約 0.10ct TS 約 0.10ct MO 約 0.10ct
AM 約 0.10ct PS 約 0.08ct RB 約 0.05ct
D 約 0.03ct

ファンタジーと現実の境目を
水晶で表現

19

19

5041050

¥118,000-

K18PG マルチカラーストーン ダイヤ
クォーツ フラワードーム リング
SA 約 0.10ct RB 約 0.10ct TS 約 0.10ct
PS 約 0.10ct MO 約 0.10ct
AM 約 0.05ct D 約 0.04ct
重量：約７．
１ｇ 最大幅：約１８．
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

※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。

GSTV

9

STYLING

21

タンザニア産アヤナスピネルなど
さまざまな石でブーケを表現

稀少な大粒アヤナスピネルの
格式高いジュエリー

スタイリング

21

ちょっとしたお呼ばれに、華やかなパーティーに。

5057127

22

¥498,000-

PT950 アヤナスピネル
ダイヤ
（リリーダイヤカット）
ペンダントトップ
SP 1.298ct D 0.39ct（LI）

ハイジュエリーを身につけて、優雅なひとときをお過ごしください。

重量：約２．
６ｇ 縦：約１８．
０ｍｍ 横：約９．
５ｍｍ
高さ：約５．
５ｍｍ バチカン内径：約４．
０×１．
７ｍｍ

22 5057216

23 5050583

¥698,000-

PT950/K18YG アヤナスピネル ダイヤ
ピンクスピネル ファンシーイエローダイヤ
パライバトルマリン リング
SP 1.431ct D 0.50ct SP 0.22ct Y
D 0.11ct PRT 0.02ct

¥2,980,000-

重量：約７．
１ｇ 最大幅：約１０．
０ｍｍ 最小幅：約２．
５ｍｍ
高さ：約４．
５ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

PT950 コンクパール ダイヤ ブローチネックレス
CP 6.032ct D 1.61ct

重量：約２０．
０ｇ トップ縦：約２０．
５ｍｍ
トップ横：約３４．
０ｍｍ トップ高さ：約１３．
５ｍｍ
バチカン内径：約４．
５×２．
０ｍｍ
長さ：約４２ｃｍ 幅：約２．
０ｍｍ
スライドアジャスター約５ｃｍ

23
コンクパールのお花を
リボンで結んだブーケ

20

「フラワーネックレス」
イエローダイヤモンドの小花が
華やかフェミニンなフルネックレス

10

GSTV

20 5045271

火焔模様が魅力的な
濃いピンクの大粒中石

¥ 3,580,000-

K18WG/YG ファンシーイエローダイヤモンド &
ダイヤ 楽ラスプネックレス
YD 13.00ct D 1.80ct
重量：約４０．
６ｇ 長さ：約４３ｃｍ 幅：約２．
０−１３．
５ｍｍ

※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。

24

24 5040582

¥1,480,000-

PT950 コンクパール ダイヤ リング
CP 2.293ct D 1.19ct
重量：約９．３ｇ 最大幅：約１３．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約７．０ｍｍ 基本サイズ：１３号

※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。

GSTV

11

SUPERBUYER SELECT
26 5049248

― スーパ ーバ イヤ ー セレクト ―

格式高く、華やかでゴージャス。
ＧＳＴＶのスーパーバイヤーが選ぶ特別なハイジュエリー。

¥2,480,000-

PT950/PT850 モザンビーク産パライバトル
マリン ダイヤ
（リリーダイヤカット）ネックレス
PRT 1.223ct PRT 0.78ct D 0.60ct（LI）

重量：約１２．２ｇ トップ縦：約２５．０ｍｍ トップ横：約１４．５ｍｍ
トップ高さ：約６．０ｍｍ バチカン内径：約５．０×２．０ｍｍ
長さ：約４３ｃｍ 幅：約２．０ｍｍ スライドアジャスター約５ｃｍ

26

モザンビーク産パライバトルマリン
脇石まで全て
高品質なパライバを厳選

ブラジル産パライバトルマリン
ブラジル産パライバトルマリン

ミャンマー産非加熱
パッション・レッドルビー（特優）
27

28

ファンシーカットを散りばめた豪華なリング

27

5057328

¥998,000-

PT950 ブラジル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 1.18ct D 0.64ct（LI）

28 5059232

重量：約８．
９ｇ 最大幅：約１３．
０ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ 高さ：約３．
０ｍｍ
基本サイズ：１３号 リサイズ不可

25

透明度が高く、
ブルーをかんだ
グリーンが美しい中石
¥498,000-

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）リング
PRT 0.450ct D 0.48ct（LI）
重量：約４．
８ｇ 最大幅：約１２．
０ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ 高さ：約５．
０ｍｍ
基本サイズ：１５号 リサイズ不可

ミャンマー産
パッションレッド・ルビー

モザンビーク産
非加熱ルビー

29
30

高級感とスタイリッシュさを兼ねそなえたデザイン
25

5047200

¥8,980,000-

PT950 ミャンマー産 非加熱パッション・レッドルビー
（特優）
H&Cダイヤ
（リリーダイヤカット）リング RB 3.20ct D 3.67ct（LI）
重量：約１５．
４ｇ 最大幅：約２１．
０ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ 高さ：約９．
０ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

12

GSTV

※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。

アンティークレースを思わせる繊細な作りが魅力的

側面からでも見どころ満点な大粒３石リング

29 5050160

30 5050061

¥1,980,000-

¥798,000-

PT950 モザンビーク産非加熱ルビー ダイヤ ペンダントトップ
RB 5.21ct D 1.79ct

PT950 ミャンマー産パッション・レッドルビー ダイヤ ルビー
リング RB 約3.00ct D 約0.48ct RB 約0.30ct

重量：約１１．
３ｇ 縦：約４０．
０ｍｍ 横：約２４．
５ｍｍ 高さ：約９．
０ｍｍ
バチカン内径：約５．
５×２．
５ｍｍ

重量：約７．
９ｇ 最大幅：約６．
５ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ 高さ：約５．
０ｍｍ
対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

※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。

GSTV
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FOREST
森の中…
森深く、たくましく自由に生きる動植物たち。
生命力溢れるモチーフジュエリーは、日々の生活に元気を与えてくれます。

紅葉前、
瑞々しい緑色の
カエデの葉

存在感抜群の
オパール蜘蛛

愛らしくじゃれ合う
双子のパンダ

色変化するカメレオンを
カラフルに表現

36

リス＆どんぐりの
ラッキーモチーフ

31

33

34

35

32

31

5043082

¥228,000-

K18WG スノーダイヤモンド & ブラックダイヤ
（トリート）オニキス 双子のパンダ リング
DS 約 0.68ct BLD 約 0.32ct
重量：約７．
７ｇ 最大幅：約１３．
０ｍｍ 最小幅：約２．
０ｍｍ
高さ：約９．
０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可

33

5059628

32

5043084

K18WG スノーダイヤモンド & ブラックダイヤ
（トリート）オニキス 双子のパンダ ペンダントトップ
DS 約 0.32ct BLD 約 0.28ct
重量：約２．
９ｇ 縦：約１３．
０ｍｍ 横：約１６．
０ｍｍ 高さ：約９．
０ｍｍ
バチカン内径：約５．
０×２．
０ｍｍ

¥228,000-

PT950 メキシコオパール ファンシーカラーサファイア
ダイヤ ルビー リング OP 約 0.20ct SA 約 2.10ct
D 約 0.05ct RB 約 0.05ct
重量：約１１．
５ｇ 最大幅：約１０．
５ｍｍ 最小幅：約２．
５ｍｍ
高さ：約１０．
０ｍｍ 対応サイズ：８〜２０号 リサイズ不可
14
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¥99,800-

34 5049654

¥178,000-

K18YG インペリアルトパーズ ブラウンダイヤ
ブラックダイヤ
（トリート）ペンダントトップ
ITO 約 0.30ct BRD 約 0.52ct BLD 約 0.01ct
重量：約５．
４ｇ 縦：約２２．
０ｍｍ 横：約３０．
０ｍｍ 高さ：約７．
５ｍｍ
バチカン内径：約６．
０×２．
５ｍｍ

※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。

35

5042616

¥598,000-

PT950 ホワイトオパール ダイヤ アウイナイト 蜘蛛
ペンダントトップ OP 12.835ct D 0.30ct HA 0.04ct
重量：約１３．
３ｇ 縦：約４２．
５ｍｍ 横：約３８．
０ｍｍ 高さ：約７．
５ｍｍ
バチカン内径：約６．
５×１．
９ｍｍ

36 5047245

¥2,980,000-

K18WG/YG デマントイドガーネット ダイヤ カエデの葉
ペンダントブローチ DTG 10.00ct D 5.00ct
重量：約２７．
７ｇ 縦：約６７．
０ｍｍ 横：約６８．
５ｍｍ 高さ：約８．
５ｍｍ
バチカン内径：約７．
５×２．
５ｍｍ

※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。
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ART COLLECTION
― 芸 術の秋 ―

指元で楽しめる
「アート」な
モダンリング

おだやかな気候の中、心豊かにしてくれる

38

芸術品に触れたい晩秋。
アートとしてもお楽しみいただける
ジュエリーを選出しました。
身につけるだけでなく、手にとり眺めても
味わい深い逸品です。

37

GSTVの技巧を凝らした
アーティスティックハイジュエリー

40

迫力ある美しさが際立つ
トム・ムンシュタイナー氏の作品
39

スタイリッシュに洗練された
ムンシュタイナーカットグラス
ムンシュタイナー

37

5032916

¥2,980,000-

K18WG モザンビーク産非加熱ルビー サファイア ダイヤ
グロッシュラーガーネット エナメル ブローチ
RB 2.056ct SA 1.40ct D 0.32ct GA 0.28ct
重量：約３２．
８ｇ 縦：約８７．
０ｍｍ 横：約３２．
０ｍｍ 高さ：約１８．
５ｍｍ

16
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※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。

38 5042414

¥998,000-

PT950/K18YG ムンシュタイナーカット
バイカラ−トルマリン アッシャーカット
ダイヤ
（リリーダイヤカット）リング
T 5.94ct D 0.12ct（LI）
重量：約１２．２ｇ 最大幅：約１７．５ｍｍ 最小幅：約２．５ｍｍ
高さ：約６．５ｍｍ 基本サイズ：１３号 リサイズ不可

39

5058384

¥398,000-

40 5042576

¥999,000-

ムンシュタイナーカット
シトリン ショットグラス
CI 421.99ct

K18YG ムンシュタイナーカット
トルマリンクォーツ ペンダントトップ
QU 58.67ct

重量：約８４．３ｇ 高さ：約４６．５ｍｍ 直径：約３９．０ｍｍ

重量：約３６．
０ｇ 縦：約８６．
０ｍｍ 横：約１６．
５ｍｍ
高さ：約１１．
５ｍｍ バチカン内径：約７．
０×３．
０ｍｍ

※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。

GSTV
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STONE CAMEO

Idar-Oberstein

41
「女神 デメテル」

荘厳につくられた
ギリシャ神話・豊穣の女神

44
「女神 アテナ」

雄々しい中にも
気品たたえるブローチ

43
「イノセンス」

高貴さただよう
凛とした表情

42

45

「トパーズ」

「朝の目覚め」

＊アルフォンス・
ミュシャの絵画のカメオ

貫禄と迫力ある大振り

ミシャエル・ポイスター原型［機械彫りカメオ］

41 5061613

¥118,000-

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ
カメオ 約 43×29mm
重量：約８．
０ｇ 縦：約５３．
０ｍｍ 横：約２９．
２ｍｍ
高さ：約３．
５ｍｍ バチカン内径：約６．
０×４．
０ｍｍ

18
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42 5035506

¥79,800-

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．
０ｍｍ
高さ：約２．
５ｍｍ バチカン内径：約６．
０×２．
５ｍｍ

43 5059553

¥39,800-

K18YG メノウカメオ ペンダントトップ
カメオ 約 25×18mm
重量：約２．
９ｇ 縦：約３３．
５ｍｍ 横：約１８．
２ｍｍ
高さ：約２．
５ｍｍ バチカン内径：約６．
０×２．
０ｍｍ

※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。

44

クラウディア・ポイスター作 ［手彫り作品］

5061612

¥798,000-

45

ミシャエル・ポイスター原型 ［機械彫りカメオ］

5061149

¥238,000-

K18YG クラウディア・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47×43mm

K18YG メノウカメオ ペンダントブローチ
カメオ 約45×42mm

重量：約１６．
１ｇ 縦：約５４．
０ｍｍ 横：約４３．
０ｍｍ 高さ：約８．
５ｍｍ
バチカン内径：約５．
５×３．
５ｍｍ

重量：約１８．
８ｇ 縦：約５２．
５ｍｍ 横：約４２．
０ｍｍ 高さ：約８．
５ｍｍ
バチカン内径：約７．
０×４．
５ｍｍ

※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。
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E A R R I NG S
イヤリング

高級感をお楽しみいただける
パヴェセッティング

耳元からお顔を美しく引き立てる耳ものジュエリー。
マスク生活が続く中、更なる人気の高まりをみせています。
GSTVでは多種多様な石使い、デザインのアイテムを取り揃えています。

48
47

広大な宇宙と輝く星を
立体的に表現

透かしのレース状模様が
エレガントなジュエリー

46

星の軌道を描いた
スタイリッシュライン

49

可憐で生命力溢れる
野山に咲くお花
50

47

5043975

¥248,000-

PT950/K18YG ダイヤモンド ＆ ブラウンダイヤ
ピアス D 約 0.80ct BRD 約 0.50ct
重量：約８．
５ｇ 縦：約１８．
０ｍｍ 横：約１７．
５ｍｍ

46 5047016

¥248,000-

K18YG/PT950 ブラウンダイヤモンド
スターライン ピアリング BRD 約 1.30ct
重量：約１０．
４ｇ 縦：約１８．
０ｍｍ 横：約１０．
０ｍｍ

20
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※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。

49

48 5049205

¥268,000-

K18WG ダイヤモンド スウィングキャッチ付き
ピアス D 約 1.20ct
重量：約３．
２ｇ 縦：約２４．
０ｍｍ 横：約７．
５ｍｍ

5042760

¥218,000-

50

5050155

¥89,800-

K18WG ザンビア産エメラルド ダイヤ ピアリング
EM 約 0.80ct D 約 0.34ct

K18YG ダイヤモンド アゲート ワイルドフラワー
ピアス D 約 0.10ct

重量：約５．
８ｇ 縦：約１８．
０ｍｍ 横：約１０．
０ｍｍ

重量：約２．
８ｇ 縦：約１８．
５ｍｍ 横：約１０．
５ｍｍ
イヤリング：５０５０１５６（＋12000 円）

※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。
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GSTV FAN ／ November 2022

GSTV番組プログラム

November

GSTV FAN ／ November 2022

2022

11月の番組チェック！

15

創業祭
th

15

th

11/11㊎

11/12㊏〜13㊐

&

15周年アニバーサリー2DAYS
ポイント2倍対象期間：

GSTVポイント2倍 11月10日㊍ 24:00
〜

（11月11日㊎ 0:00）

11月14日月 7:59まで

GSTV公式 SNS 紹介

ー＆
フォロ ね♪
て
登録し
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♪

プレミアムDAY
11月3 日㊍

開催期間：

・11月16日㊌ 16:00〜16:59
・11月30日㊌ 16:00〜16:59

放送変更の
お知らせ

22
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ポイント2倍対象期間：

11月2日㊌ 24:00（11月3日㊍ 0:00）
〜 11月4日㊎ 7:59まで

・11月11日㊎ 16:00〜17:59
・11月11日㊎ 22:00〜22:54

BS-TBS「麗しの宝石ショッピング」

・11月 2 日㊌ 17:00 〜17:59
・11月 9 日㊌ 17:00 〜17:59
・11月 23 日㊌ 17:00 〜17:59
・11月12 日㊏ 11:00 〜11:59

e
YouTub

GSTVのジュエリーをピックアップして紹介中！

Twitter

ジュエリー情報通は
要チェック！

動画コンテンツ
続々配信中！
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

を
最新情報！
チェック

Facebook

GSTV

BS-フジ（181ch「ジュエリーナイト
）
11」
・11月11日㊎ 22:55〜23:59

※通常より5分開始が早まります。

「アニマル＆モチーフアワー」は休止
「アニマル＆モチーフアワー」は休止
「アニマル＆モチーフアワー」は休止
「極みの宝石ショッピングアワー」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。

オススメ商品や
セール&イベント情報も！

www.facebook.com/gstv.jp

！＼無料で学べる！GSTVの宝石大学／
Youtubeで絶賛配信中！

宝石大学 #40

お楽しみに！
！

BS-フジ（サブチャンネル182ch「ジュエリーライフ
）
NEXT」

BS放送特別追加枠

GSTVが
組む
本気で取 !

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

GSTVのイベント情報やバズりそうなジュエリーも紹介中！

＼GSTVポイント2倍／
普段はご紹介できない
特別な商品が目白押しの1日

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

ID： @gstv_official

@GSTV_ jp

「人気商品」
や
「新作」など

GSTVofficial

フォロー & いいね
お願いします！

https://twitter.com/gstv_jp

〜お客様に感謝を込めて〜

チャンネル登録
お願いします！

ー
ジュエリ
写真が
！
たくさん

オパール最大の魅力とは
GSTV 宝石大学

＃1
「宝石とは？」
＃2
「世界四大宝石とは？」
＃3〜5
「ダイヤモンドについて」
＃6〜11
「ルビー・サファイアについて」
＃12〜14「宝石の加熱・非加熱について」
＃15〜16「誕生石について」
「エメラルドついて」
＃17〜20
#21〜22「アレキサンドライト」

検

索

#23〜24「伝説の宝石ついて」
#25〜26「トルマリン」
#27〜29「宝石の街＆甲府事業所」
#30〜33「キャスト製法とは？」
#34「GSTV のとある取り組みとは？」
#35「トルマリンの最高峰パライバトルマリン」
＃36〜37「タンザナイトについて」
＃38〜39
「ターコイズについて」

GSTV
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GSTV GUIDE ／テレビで楽しむ

GSTVを

視聴
無料

テレビで楽しむ！

GSTV GUIDE ／テレビで楽しむ

毎日
放送

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）』
『ジュエリーライフNEXT（ネクスト）』
また、J:COM『華麗なる宝石ショッピング』
『ジュエリーライフNEXT（ネクスト）』大好評放送中です。
お気軽にGSTVをお楽しみください。

BS6

（161ch）

BS8

視聴
無料

（181ch）

月〜金
放送

リビングでゆったり、いつものテレビで。

BS 放送

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。

J:COM 202ch

1
2

電源

視聴
無料

1
2

毎日
放送

電源

BS ボタンを押します。

地デジボタン

電源

を押します。

地デジ BS

電源

CS

地デジ BS

CS

ボタンを押します。
番組表

3

1

選択後、赤ボタン
押します。

毎日
放送

地デジ BS

2

チャンネル

音量

決定

番組表

電源

決定

地デジ BS

CS

ボタンを押します。

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。

方向ボタンの◀▶を押して
地域毎のチャンネルを選択して
決定

30
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チャンネル

BS6（161ch）

番組表

地デジ BS

ボタンを押します。
音量

《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）

水

木

金

-

日

10：00~ 1時間放送

-

-

-

-

-

土

-

（サブチャンネル・182ch）

10：00~ 1時間放送

月

火

水

木

金

-

-

「ジュエリーライフ11」

11：00~ 1時間放送

月

火

水

木

金

-

-

「ジュエリーライフNEXT」
（サブチャンネル・182ch）

12：00~ 2時間放送

月

火

水

木

金

-

-

「ジュエリーナイト11」

23：00~ 1時間放送

月

火

水

木

金

土

日

24：00~ 1時間放送

月

火

水

木

金

土

日

25：00~ 1時間放送

月

火

水

木

金

土

日

「麗しの宝石ショッピング」

3

「麗しの宝石ショッピング」

CS

ボタンを押します。

CS ・ケーブルテレビ放送
視聴無料 毎日放送

J:COM

決定

《札幌・仙台・関東》地上デジタル10ch
《熊本》地上デジタル11ch

火

音量

電源

番組表

決定

月

CS
地デジCSBSボタンを押します。

決定

J:COM 全国コミュニティチャンネル

チャンネル

1
2

番組表

番組表

3

BS8（181ch）

24

時間

153ch
電源

番組表

を

527ch

CS

09：00~ 1時間放送

CS

番組表

視聴
無料

光

サブチャンネル（182ch）で放送中！

「ジュエリーライフNEXT」

BSフジ（181ch）
を

番組
ボタン

チャンネル
音量
地デジ ボタンを押します。

BS6（161ch）

チャンネル
音量
上記1、2の手順で

全国コミュニティチャンネル

電源

月〜金
放送

月〜金
放送

地デジ BS

音量

J:COM

視聴
無料

電源

ボタンを押します。

視聴
無料

BS8（181ch）

サブチャンネル（182ch）

GSTV（202ch）
を選択して
チャンネル

視聴
無料

BS8

方向／
決定ボタン

方向ボタンの◀▶を押して
決定

ボタンを押します。

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

番組表
ボタン

決定

毎日
放送

決定

番組表

決定

視聴
無料

もしくは、

BSボタン CSボタン
赤ボタン

決定

BS6（161ch）

番組表

番組表

番組表

または

番組ボタンの
BS CS
地デジ

CS ボタンを押します。
地デジ BS CS

番組表

＊月によりプログラムが変更になる場合があります。

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

スカパー！
ひかりTV
一口メモ

＊月によりプログラムが変更になる場合があります。

「華麗なる宝石ショッピング」

※土曜10時は「麗しの宝石ショッピング」

10：00~ 1時間放送

月

火

水

木

金

土※

日

「ジュエリーライフNEXT」

12：00~ 1時間放送

月

火

水

木

金

-

-

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。
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阿依アヒマディ博士
2021年度「応用鉱物科学賞」を受賞

【授賞題目】
先端分析手法を適用した宝石の鑑別技術開発とデータベース構築
【授賞理由詳細】
Ⅰ

レーザーアブレーション―誘導結合プラズマ質量分析法による微量元素測定(参考論文1−

8)とU-Pb同位体による年代測定(参考論文9、10)を宝石鑑別に用い，それらの有用性を示すなど
先進的な研究
Ⅱ

原産地同定の研究対象とした宝石：コランダム(参考論文1、2)、エメラルド(参考論文3)、

パライバ・トルマリン(参考論文4)、サンストーン(参考論文5、6)、翡翠(参考論文7)、真珠(参考論
文8)など。また、世界中の鉱山と地域から産出されたルビー、サファイア、エメラルド、パライバ・
トル マ リ ン、サ ン ス ト ーン、ヒ ス イ、真 珠 な ど の 生 成 起 源 と 特 徴 を 決 定 す るChemical
Finger-Print Diagramを提案し、異なる微量元素の比率や組み合わせから生成起源を識別、
多様な地質環境から産出された各種宝石の特徴をまとめる
Ⅲ

①、②一連の研究による成果を学術論文等としてまとめ国内外の学術誌に発表(英文約60、

和文・研究報告約150)。特にGems & Gemology誌に発表した論文のうちの２論文が最優秀
表彰されるアヒマディ博士

2021年度「応用鉱物科学賞」表彰状

日本で地質学・鉱物学・岩石学の発展と研究を普及するために、1928年に発足された日本
岩石鉱物鉱床学会。固体地球科学分野に関連する多くの研究者・学生が毎年集まり、
それぞれ
の専門研究成果を発表していました。その後、専門性がさらに細分化し、1955年に日本鉱物
学会
（以下、
本会）
として独立。最先端の研究と課題へ次々と取り組み、
学術活動を続けています。
その活動の一環で、岩石学、鉱物学、鉱床学で優れた研究成果を収めた研究者を表彰する
学会賞。本年も9月17日、
新潟大学において本会が開催され、
日本鉱物科学会賞、
応用鉱物科学
会賞、
研究論文賞、
奨励賞など、
昨年度に優秀な成果を収めた研究者が表彰されました。その中で、
世界的に宝石学分野で活躍しているTokyo Gem Science社の代表で、
GSTV宝石学研究所の所長
である阿依アヒマディ博士が初めて「応用鉱物科学会賞」、第14回目の受賞者となりました。
応用鉱物科学会賞は数年に一度、
地質鉱物科学の応用研究分野で顕著な業績を上げた研究者
へ授与される賞。アヒマディ博士は鉱物学を専攻し、
京都大学で理学博士の学位を取得後、
宝石
鑑別機関等において業務・研究に従事。天然石、
合成石、
処理石などが宝石として流通し、
宝石
鑑別において天然石の産地鑑別や多様化する合成法・処理法の特定、さらに個体識別などを
行うことが求められている昨今、博士は①世界各地の宝石鉱山での現地調査による地質的
データと宝石試料の収集、
②先端科学技術による組成分析・分光法などの高精度の分析法の宝石
への適用、
③最新の産地鑑別や個体識別等にとって不可欠なデータベース構築の研究、
それぞれを
発展させ、
一連の研究から得られる情報を統合的に行うことで問題解決に取り組んできました。
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論文賞を受賞。また、前述のような最新の研究成果も含めた書籍出版など、宝石学の精力的な
普及活動
参考論文
1. Abduriyim, A., Kitawaki, H. (2006) Determination of the Origin of Blue Sapphire Using Laser Ablation Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometry. Journal of Gemmology, Vol. 30, No. 1/2, pp. 23-36.
2. Sutherland F.L., Abduriyim, A. (2009) Geological typing of gem corundum: A test case from Australia. Journal of
Gemmology, Vol. 31, No. 5/8, pp. 203-210.
3. Abduriyim, A., Kitawaki, H. (2006) Applications of Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
(LA-ICP-MS) to Gemology. Gems & Gemology, 42 (2): 98-118 SUM 2006
4. Abduriyim, A; Kitawaki, H; Furuya, M; Schwarz, D. (2006) “Paraiba”-Type Copper-Bearing Tourmaline from
Brazil, Nigeria, and Mozambique: Chemical Fingerprinting by LA-ICP-MS. Gems & Gemology, 42 (1): 4-21 SPR
2006.
5. Abduriyim, A. (2009) The characteristics of red andesine from the Himalaya Highland, Tibet. Journal of Gemmology,
Vol. 31, No. 5/8, pp. 283-298.
6. Abduriyim, A., McClure, S.F., Rossman, G.R., Leelawatanasuk, T., Hughes, R.W., Laurs, B.M., Lu, R., Isatelle, F.,
Scarratt, K., Dubinsky, E.V., Douthit, T.R. and Emmett, J.L. (2011) Research on gem feldspar from the Shigatse
region of Tibet. Gems & Gemology, Vol. 47, No. 2, pp. 167‒180.
7. Abduriyim, A., Kazuko, S., Yusuke, K. (2017) Jadeite Jade from Japan-Its history and Gemology. Gems &
Gemology, Vol. 53, No. 1, pp. 48‒67.
8. Abduriyim, A. (2018) Cultured Pearls from Lake Kasumigaura: Production and Gemological Characteristics. Gems
& Gemology, Vol. 54, No. 2, pp. 166‒183.
9. Sutherland, F.L., Coenraads, R.R., Abduriyim, A., Meffre, S., Hoskin, P.W.O., Giuliani, G., Wuhrer, R., Sutherland,
G.B. (2015) Corundum (sapphire) and zircon relationships, Lava Plains gem ﬁelds, NE Australia: Integrated
mineralogy, geochemistry, age determination, genesis and geographic typing. Mineralogical Magazine, Vol.79, No.3,
pp. 545-581.
10. Abduriyim, A., Sutherland, F.L., Belousova, E. (2012) U-Pb age and origin of gem zircon from the New England
sapphire ﬁelds, New South Wales, Australia. Australian Journal of Earth Science, Vol. 59, No. 7, pp. 1067‒1081.

その他の受賞履 歴
●
●
●
●
●

Gems & Gemology 学術誌Dr.Edward Gübelin最優秀論文賞二度受賞 (2006年 と2011年)
韓国国際結晶成長学会 最優秀発表賞 (2011年)
香港宝石学協会学術発表 最優秀発表賞 (2007年)
日本宝石学会 奨励賞 (2006年)
英国宝石学協会認定宝石鑑定士 (FGA , Gem-A), ロンドン (2007年)
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GSTV FAN」
毎 週、GSTV番 組 ガ イド 誌「
お客 様から
つ、
しつ
紹介
掲載ジュエリーを
ルを ご 紹 介。
ー
見メ
意
やご
スト
クエ
のリ
らの 投稿 を
また、様々 なお 題で お客 様か
！
発表
募集し番組で

はこう
今月 は 9 月に 募 集し た「私 から
」の
ン）
ーズ
見えてます〜！（フォースシ

9月に募集した

大賞

大賞を発 表します！

毎週水曜２１時〜

〜フォースシーズン〜

第2回
PN.

私からはこう見えてます〜！ ご紹介！！

たぬきのたにさん

大賞を

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！
大賞

大賞

第1回

第1回

大賞
第2回
PN.

「真吾か、真吾以外か」
PN. アターシャ・キンスキーさん

ウィーちゃん さん

「エメラルドエンペラー」
PN. かすみさん

ジュエリー川柳

〜フォースシーズン〜

ジュエリーや夫婦仲など、日常にまつわる川柳を募集します！

前回
大賞

大賞

品届く その日に限って 誰かいる

PN. ケロロさん

指太い １点物が 入らない

PN. みやびさん

第2回
PN.

リラットモオさん

番組へのリクエストやご意見はコチラ

jp-studio@gstv.jp

「なんちゃら〜保坂！！」
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ご応募
！
〜す
お待ちしてま

「オータムビューティー」

プロデューサ
ー Yo!
からのお願い
…

「GSTV FANアワー宛」
と明記してメールを送信してください。

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！

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。 ※いただいたリクエストは番組やホームページ、
ガイド誌でご紹介させていただく場合がございます。
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JEWELRY
第11回

「極み」解説 もう一方でサファイアのもう一つの

魅力はフルネックレスライン。くどいよ

うに感謝祭などでは青のフルネックレス
をご試着してくださいと唱えております
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。

が、
着けた瞬間に新しいご自身を発見していただけ
ます。最近はヴィンテージ流行りということもあって
「極みの宝石ショッピングアワー」
毎週土曜19時〜

5ct超え！ミャンマー産非加熱サファイア
ダイヤとプラチナの
「クリフハンガー」

こういったロマンティックなデザインも人気がありま
すね
（と言っても、
天然素材は稀ですが…）
。適度な
ドロップ感がざっくりとつけても上品さと
「こなれ」
感
を演出して出番も多そう。サファイアは主にマダガ
スカルとスリランカの上質なタイプを使用し1部の明
るい色はコーンフラワーブルーも含まれるそうです。
タイトルは「フォンテーヌ」。泉のような透明感と
みずみずしさがあふれ出てくるという、
落ち着きの
あるイメージのサファイアに品のある動きを足して
くれていますので、
ちょっとした所作にも洗練され
たさりげない美しさを足してくれることは間違い
ないでしょう！
ID： 5040833 PT950 サファイア ダイヤ（リリーダイヤカット）
& ダイヤ ネックレス SA 14.198ct D 6.15ct（LI）D 0.08ct

美しい王道コバルトスピネルの入手はより困難…
この豪華な枠は一見の価値あり！

ID： 5027640 PT950 ミャンマー産非加熱サファイア ダイヤ ＆
H＆Cダイヤ
（リリーダイヤカット）リング SA 5.147ct D 1.57ct D 1.53ct（LI）

「極み」解説

いやーー、あるとこにはあるんですねーと言わしめる、見事なサファイア。
５ｃｔを超えてしかも、クッションカット。上下左右対称となるとより色と

カットのバランスが難しいサファイアですが、場面を犠牲にすることなく、身に着けると尚更美しさが
音をたてて変化していくようで、もう外したくなくなります。色もミャンマーと言えば「ロイヤルブルー」
ですが、もう少し明るい感じで、逆にインクルージョンの入り方によってはカシミールのようにもみせる
趣があってこちらの方が好きという方も多いはず。さらに非加熱であるという付加価値がまさに何刀流
でしょうという絶品です。
枠もOAでもお話ししましたが、大胆な高低差をつけたダイヤモンド使いが側面からみるとダイヤと
プラチナの「クリフハンガー」！ぜひ攻略して登り詰めてください。

「極み」解説
1月にも5ｃｔ越えの大粒を青の帝王とし
てこのコーナーで取り上げましたが、さらに
その当時よりも注目度が上がったコバルト含有
のスピネル 。 今 ホットなベトナム 産 地 以 外も
タンザニアのマヘンゲ（アヤナの産地）からの産出
があったりとにぎやかですが、
「コバルトを含む
ブルーのスピネル」という点でスピネル族たちの

ID： 5017372 コバルトスピネル ダイヤ（リリーダイヤカット）
& ダイヤ リング SP 2.193ct D 2.20ct（LI）D 1.57ct

中で選択肢も増えてきているのも注目です。
今回ご案内するような美しい王道コバルトスピ
ネルの入手はより困難であることは間違いあり
ません。ましてやこの豪華な枠は今となっては
一見の価値あり！是非ご検討ください。

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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SAPPHIRE

A sset value jewelr y

資産価値

としてのジュエリー

監修：古屋 聡

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。

第5回

スピネル
ムガール帝国の3皇帝が刻印したビーズの
首飾り
（クリスティーズ）

昨年、新誕 生石のひとつとして選出されたスピネル。イギリスの王家に伝わる
352カラットの伝説の「ティモールルビー」や170カラットの「黒太子のルビー」が実は

出 典：CHRISTIE S ｜ AN IM PERIAL MUGHAL
SPINEL NECKLACE
https://www.christies.com/en/lot/lot-5436541

スピネルだったことは有名な逸話です。
わかりやすく説明すると「スピネルはルビーやサファイアの親戚」といった存在で、
同一の鉱床から産出されることもあります。組 成や構造も近似していることから
パッと見た目で判別することは難しいケースも多いですね。
スピネルの特 徴としては「澄んだ輝きと個性の強い色合い」があげられます。

急上昇しているため今後さらに資産価値が上がることが見込まれます。
2015年、ボンハムズのオークションに「ホープ・ダイヤモンド」の所有者として有名
だったヘンリー・ホープ氏のコレクションのひとつ「ホープ・スピネル」が登場し、

多いため輝きを阻害する内包物が少なく、
独特な澄んだ輝きを放ちます。また他宝石

約１億7000万円で落札されました。

と比較しても複雑で深みのある個性的な色を持っているので「私だけの色」を探して

1997年10月、ロンドンのクリスティーズオークションで、インド独立50周年を記念

いる方には最適の宝石です。実際に買付けの最前線では多くのバイヤーがスピネル

して「名高いインディアンジュエリー」をテーマにとした競売を開催。そこに出品され

の虜になってしまいます。

たスピネル ネックレス（ムガール帝国の3皇帝が刻印したビーズの首飾り）88万1千

高いのはレッドスピネル。古くから採掘されているミャンマー /モゴック産のレッド
スピネルは高価値とされています。また番組で「アヤナスピネル」と紹介している

500ポンド(142万8千30米ドル)で落札され、2011年にも別のムガール帝国スピネル
ネックレスが 約４億3000万 円で 落 札されています
（ジュネーブ・クリスティーズ）。

タンザニア/マヘンゲ産のスピネルは鮮烈なホットピンクの色が美しく、こちらも高い

番組に出演している中で人気の高さを実感できる

価格で取引されています。青色系としてはベトナムから産出されるコバルトブルーの

スピネル。ＧＳＴＶではさまざまなカラー、高価なもの

スピネルが有名。とても稀少でコレクター垂涎のアイテムとなっています。スリランカ産

からお手に取りやすい価格のものまで、多種多様な

は輝きが特に強い素材が多く、スター効果、キャッツアイなど、珍しい色や効果を

スピネル ジュエリーを取り扱っていますので 是 非

有した石も産出されています。ピンクスピネルでいえば中央アジアのタジキスタン周辺で
GSTV

これまでは欧米向けの高級宝石でしたが近年ではアジアや中東圏での人気が

美しい正八面体の形状をした原石をただ研磨しただけ、つまり非加熱であることが

レッド、ピンク、ブルー、バイオレットなど、色味豊富なスピネルですが、特に価値が

38

採れる「バラススピネル」も今後注目されるかもしれません。

「あなただけのスピネル」を探してみてください。
※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。

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。
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39

GSTV FAN ／ November 2022

GSTV FAN ／ November 2022

TOPICS 1

から青
お祭りの 途中

甲府事業所1周年の感謝を込めて

GSTV

地域貢献
活動

空が！

GSTV秋祭り2022開催！
さん♪
」
「Uバク
った
大 人 気だ

フも多数参加！
GSTVのスタッ

チラシを配って宣
伝

ジュエリー制作体験 教室。
て
アクセサリーやキーホルダーにし
お持ち帰りいただきました。

雨の中でのスタート・・・

大量に用意したハヤシライス

大好評だったフランクフルト
お菓子など

寄 付いただ

きました。

9月18日、GSTV甲 府 事 業 所（以

お 祭りは 始 まりました。そんな 中

特 に 教 室 は 満 席 で、女 の 子・男 の

お祭り途中から雨が上がり、空は

下、事 業 所）においてGSTV秋 祭り

でも朝からたくさんの方に足を 運

子、ど ちら の お 客 様 にも お 楽し み

澄み渡って、まるで天も楽しんでい

が 開 催 さ れ ました。事 業 所 開 設

んでいただけて、スタッフ一同感無

いただけたかなと思います。この

るかのよう。

1周年の感謝を込めて、BS‐TBS様、

量です。

体験で、将来さらにジュエリーに興

お 客 様 を はじ め、さ まざ ま な 方

味を持っていただけたらとても嬉

に支えられて、甲府事業所は1周年

しいです♪

を 迎 えられ ました。誠 にありがと

UTY テレビ山 梨 様ご協力のもと、

お 昼 には、楽し い 食 堂 でも 振 る

地元の方や
「GSTV 楽しい食堂」
をご

舞 わ れて い る、GSTV食 堂 自 慢 の

利用の皆様に向けて、フランクフルト、

ハヤシライス が 提 供 さ れ、お 客 様

わたあめ、金魚すくいetc…
「お祭り」
を

に味わっていただきました。

無料でお楽しみいただきました。
実 は18日 は 台 風 が 日 本 に 直 撃
して い た日。天 候 が 不 安 定 な 中、

テレビ 山 梨 様 の キャラクター
「Uバグ」さんとのじゃんけん大 会、

宝 石すくいやジュエリー 制 作 体

ごっちくんさんのマジックショーな

験教室など、GSTVならではのジュ

どのステージもあり、会は最後まで

エリーにかかわるイベントも実施。

大盛況でした。

うございます！またイベントを定期
的 に開 催 予定 で すので、ご 報 告 い
たします。

※商品番号が掲載されていない商品は、参考商品です。
40

GSTV

GSTV

41

GSTV FAN ／ November 2022

GSTV GUIDE ／ JSMとは？

TOPICS 2

２回目の天王洲イベント！

2022年 秋のファクトリーセール

GSTVが運営するセカンダリーマーケット

JSM

ジュエリー・
セカンダリー・マーケット

ジュエリーの価値を高めるセカンダリーマーケット
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。

対 象 商 品 ※出品には本人確認書類が必要です。

他社で購入された商品

GSTVで購入された商品
購入価格1点あたり
じっくりご覧いただけます

49,800円（税込）以上

購入価格1点あたり

100,000円（税込）以上

K18以上またはPT850以上の

貴石・半貴石のジュエリー

多数のお客様がご来場

ルース※天然石に限ります。

9月9 〜 12日の３日間、GSTV本社のあ

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。）

る天王洲アイル・WHAT CAFÉにて秋の

ご注意：他社で購入された商品は
「鑑別料金＊」がかかります。
＊ 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。

ファクトリーセールを実施いたしました。
天王洲でのイベントはこれが２回目。今
回 も 多 数 の お 客 様 にご 来 場 い た だ き、

ガイド誌掲載アイテムの先行紹介

ジュエリーをご堪能いただきました。
本 会 で は 本 番 組 ガ イ ド 誌「GSTV

↓JSMスタッフによる作業の一例

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。

JSMなら面倒な出品作業がありません！

FAN」の掲載予定アイテムも先行して初め
てブースでご紹介できました！

ジュエリーは新しいオーナーの元へ

▲ 地金の測定

▲ 熟練の職人による磨き

いろいろ

な方に手に取っていただき、とても嬉し
かったです。

［検品］
［クリーニング］
［鑑別］
［撮影］
［掲載］
［発送］…

蔵出し商品やテレビで未OAの高額ア
イテム、
「近山晶

宝石コレクション」の見

JSMについての詳細はこちらから
インスタグ
ラムでも
アイテム 紹
介中！

学など、天王洲でも精力的にGSTVおよ
びGSTVジュエリーをご紹介。
感染症対策は万全に、全国各地でもイ

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！

ベント実施中ですので、是非いらしてくだ
さいね。

全部おまかせ！

※別途、実費や売買成立後に販売手数料を頂いております。

多数のジュエリーを取り揃えてお待ちしております

JSM ジュエリー

@jsm_jewelry

検索

※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。
※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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GSTVを

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント

見て、さわって楽しむ！

GSTVと

お客様を
つなぐ

GSTVイベント情報

2022年11月開催

開催時間:

都市に常設

GSTVと

ショールーム

お客様を
つなぐ

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！

11：00〜18：00

大阪大感謝祭

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。

〔2022 年 秋〕

11月5日

〜6 日

1 第1日曜日はご購入ポイントが2倍！！ 4 ジュエリー無料クリーニング

＼ショールーム限定！／

今月は11月6日!!
ご購入ポイントが 2 倍！
！

ホテルグランヴィア大阪
20階 名庭

もちろんプレミアムDAY他、

ポイント2倍DAYも2倍になります。

2 ご来店ポイントカード配布中！

お手持ちのジュエリーを

無料で
ピッカピカに
クリーニング！
ショールームスタッフまでお気軽にお声がけください。

5 TVやガイド誌紹介商品のリクエスト承ります

JR「大阪駅」直結 中央口を出て右手すぐ

ショールームにご来店いただけるだけで

TVや番組ガイド誌 GSTV FAN で

大阪大感謝祭お駐車場：

スタンプ1個捺印！

紹介されたジュエリーの

無料提携駐車場有

会場
にて

ショールームサービス一覧

・リクエスト受付中！
・コンシェルジュコーナーで
お問い合せやご相談も！

保坂さん
！
ご来場決定！
ジュエリー

無料クリーニング
＆メンテナンス
TVではご紹介できない

高額商品も!

オンエア
完売商品

蔵出し
アイテム

展示点数

5000
点
以上
＊

＊展示点数は会場規模
により異なります。

感染症対策を万全にしてお待ちしております。

https://www.gstv.jp/thanks_event_list.html

詳細はこちら

リクエストを承ります！

10個たまると
3,000円のクーポン

実際にお手に取って
ご覧ください。

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。

3 修理・リフォーム・オーダー相談 承ります
ジュエリー修理の窓口として、また

※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。

6 番組ガイド誌 配布中！

リフォームやオーダーについても

GSTVが毎月発行している
番組ガイド誌「GSTV FAN」

ご相談を承ります。

ショールームに行けば
必ず手に入ります！

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。

※過去の番組ガイド誌は
ご相談ください。
※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10月時点）
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全店

定休日： 毎週水曜日

GSTV GUIDE ／ショールーム&イベント

営業時間：11:00〜19:00

OSAKA

心斎橋の 隠れ家 サロン
TOKYO

『 心斎橋ショールーム 』

優雅な気分で楽しいジュエリーデイを

『 銀座サロン 』

0120-160-243

デザイナー在籍

デザイナー在籍

（ 06-6213-6205 ）

0120-570-771

〒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

〒104-0061
東京都中央区 銀座１丁目 6-8 DEAR GINZA 1 階

・御堂筋線・長堀鶴見緑地線
「心斎橋駅」から徒歩約 5 分

・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
KOBE

TOKYO

ルースいっぱい 楽しさいっぱい 夢いっぱい 神戸元町SR

スタジオ直結 リクエスト品揃えNO.1！

『 神戸元町ショールーム 』

『 天王洲ショールーム 』

0120-570-126

0120-420-243

デザイナー在籍

デザイナー在籍

（ 078-333-8000 ）

〒140-0002
東京都品川区東品川 2-2-43 T2 号棟 1 階

〒650-0022 兵庫県神戸市中央区
元町通 2-6-2

・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

・JR 線・阪神線「元町駅」から
徒歩約 3 分

FUKUOKA
YOKOHAMA

誠実で明るく楽しいお店がモットーです

『 横浜元町ショールーム 』

0120-570-423

（ 045-873-2677 ）

〒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

ゆる〜りのんびりジュエリーの癒し空間

『 福岡ショールーム 』

0120-730-243

（ 092-406-3230 ）

〒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
※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10月時点）
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GSTVの

オーダージュエリー

オーダージュエリー承ります。
GSTVでは、ジュエリーに加え、多種多様なルースを取り揃えております。

4

GSTV GUIDE ／オーダージュエリー

完成！
世界で1点だけの特別なアイテムに！

ルースをご購入いただいたお客様に、是非おすすめしているのがオーダージュエリー。
世界でただひとつのジュエリーをデザインから作成いただけます。
［オーダージュエリー制作工程］

1

ルースを購入

マーキスカットのエメラルドを
クラシカルにアレンジ

各ショールームやGSTVのイベント
会場にて、お好きなルースを是非
ご購入ください。

2

ルースに合わせて、

ジュエリーをデザイン

色と形がそろったパライバトルマリンと
丁寧にミル打ちされた台座

お客様のイメージを実現させていた
だけるよう、GSTVのデザイナーが
相談承ります。

3

ジュエリー制作
GST Vの 工 場 に て、い た だ い た

エメラルドカットのサファイアを
ダイヤモンドの取り巻きで豪華に演出

デザイン画を元にジュエリーを制作
します。

詳細は各ショールームにお問い合わせください。
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ショールームの詳細は、
本誌46,47ページをご覧ください。
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完全新作！

BS6（161ch）無料放送

〜由紀さおりが行く！イタリアの旅〜
GSTVの人気企画「麗しの宝石物語」新作が、11月6日㊐12：30よりオンエアスタート！
2022年、由紀さおりさんとイタリアへ…。
イタリアのジュエリーを巡る旅路を是非テレビでお楽しみください。

11月 毎週日曜 昼 12:30〜 オンエアー
（30分）

GSTV15周年創業祭にてデビュー！
プラチナ99の新作
プレミアムな地金「プラチナ99（ダブルナイン）」と、
バイヤーの審美眼でセレクトしたダイヤモンドや希少石との出会い。
タイムレスなデザインでまもなく展開いたします。

― プラチナ9 9（ダブルナイン） ―
GSTVオリジナルの「プラチナ99（ダブルナイン）」は、

11

6㊐

由紀さおりが行く！イタリアの旅 〜1〜

11

13 ㊐ 由紀さおりが行く！イタリアの旅 〜2〜

世界遺産とジュエリーのまちヴィチェンツァ

ジュエリーのまちヴィチェンツァで工場巡り

世界遺 産の街ヴィチェンツァのもう一つの顔はジュエ
リーの街。世界中からバイヤーが集まるジュエリーショー
「VICENZA ORO」の様子をご紹介。どこを見てもジュエ
リーだらけの状況に由紀さんは興奮しっぱなし！

世 界 的 なジュエリーショー「VICENZA ORO」を
満喫したあとは２社の工場を初訪問。
大人気のクリシュナが作られる様子は必見です！

11

20 ㊐

由紀さおりが行く！イタリアの旅 〜3〜

景色や料理だけではもったいないナポリの秘宝たち
ヴィチェンツァからナポリに向かった由紀さん。
美しい景観と美味しい料理にも勝る美しい宝石の
数々をご紹介。なんと、日本のテレビ初となる秘宝
の数々も！お見逃しなく！

11

27㊐

純度99％で最高純度の純プラチナに極めて近いプラチナ地金となります。

な ぜ 9 9 ％ な の か？
〇純プラチナ、Pt950 よりも硬く強度に優れ繊細な加工も可能に
・割金配合調整により、様々な加工に適した「硬さと粘り」を実現

由紀さおりが行く！イタリアの旅 〜4〜

・通常のプラチナ製品に比べ変形が少なく、使用による小キズも減少

イタリアが育んだ芸術宝飾品シェルカメオの世界
イタリア第四弾はほぼ世界のシェアを占めている
シェルカメオ。その大巨匠のもとを訪ね、彼が作り出
すシェルカメオの情熱を語っていただきます。さら
に彼の作品作りを受け継ぐ息子や、未 来の巨匠も
登場！そして、この番組ならではの夢の対談も実現！

〇磨いた時の輝き（テリ）が強く、プラチナの白い輝きを楽しめる
・純プラチナだと柔らかさゆえに磨ききれなかったが硬さが出たため
GSTVオリジナル
地金の刻印

しっかりと磨けるように

※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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皆様からの

GSTV FAN ／ November 2022

今月のCOVER

よ くある質問

リングやネックレスのサイズ変更は
可能でしょうか？
ショールームで相談可能です。ぜひお問い
合わせください。（ショールーム情報は44、
45ページを参照ください）
店舗で購入した際に電話番号を登
録したところ、WEB会員登録でその
電話番号が登録できなくなりました。
同じ電話番号では重複して登録ができない
ため、別の電 話 番 号でご登 録いただくか、
GSTVお客様サービスセンターへお問い合
わせください。

クー ポンをいただいたのですが、
有 効 期 限 内 に 使 用しないと失 効
しますか？
期限内にご使用いただかないとクーポンは
失 効 いたします。ぜ ひこの 機 会 にジュエ
リー購入をご検討ください。

ピアス
（またはイヤリング、
チャーム）
を片方だけ無くしてしまいました。
片耳分だけ、作製いただけますか？

購 入を検 討していたジュエリーが
ホームページから消えていました。
お気に入り登録をしていましたが、
そこにも表示されませんでした。これは完売
して購入ができないということでしょうか？
完売したアイテムは、取り下げております。
アイテムによっては電話で購入可能なものも
ございます。お問い合わせください。

ポイントの有効期限を教えてください。

最後にポイントを取得した日から１年間有効です。
GSTVお客様サービスセンター

0120-170-243

受付時間｜12時30分〜21時

ブレスレットを紹介する放 送では、モデル

分 割 払い の 場 合 、手 数 料 をG S T Vが

さんが常に手を胸元で固定していますが、

負 担して 下さるとのことで 、利 用した

手を下げて着用している状態も見たいです。

いと 思って い ま す 。 申 込 方 法 を 教 え

手 をお ろした 時 に 、ブ レスレットが どう

てください 。

動くのか参考にしたいのです。
スタッフ：腕を下げた時のブレスレッドの
動きは 、気 に なりますよね 。関 係 部 署 に
伝 え、より良い 紹 介 の方 法 に努 めてまい
りま す。「こうだ ったら もっとい い の に
な 」のご 意 見をい た だき、とても 嬉しい
で す。これ からも番 組をどうぞ お 楽しみ

皆様の声

お待ちしております！

ID：5050159
PT950 タンザナイト モザンビーク産パライバトルマリン
サンタマリアアフリカーナアクアマリン
アヤナスピネル パパラチアサファイア アウイナイト
ダイヤ ペンダントブローチ
TA 3.997ct PRT 10.06ct AQ 3.31ct SP 2.17ct
PPS 1.37ct HA 0.27ct D 3.94ct

作製可能なものもありますので、GSTVお客
様サービスセンターへお問い合わせください。

重量：約４２．
８ｇ 縦：約５５．
０ｍｍ 横：約 67.0ｍｍ
高さ：約８．
０ｍｍ バチカン内径：約４．
０×２．
５ｍｍ

￥4,980,000-

大粒ブラジル産パライバトルマリンを
華やかなお花のデザインで取り巻き
ID：5025807
PT950 ブラジル産パライバトルマリン ダイヤ リング
PRT 4.58ct D 2.45ct
重量：約１８．
５ｇ 最大幅：約２４．
５ｍｍ 最小幅：約３．
０ｍｍ
高さ：約８．
０ｍｍ 基本サイズ：１２号

￥10,000,000-

お 客様の声
お客様の声

今 月の

ください！

希少石でしか表現できない
色使いにこだわったコレクション

スタッフ：G S T V 指定のローン会 社を
ご利用いただくと、金利手数料無料に
てショッピングローンのご利用が 可能
です！HPからご自身でお申込みいただ

モザンビーク産パライバトルマリンの
優雅でクラシカルなジュエリー

くか、オペレーターまでお問い合わせ
ください。その際、自動応答ダイヤルで
のショッピ ン グ ロ ーン の お 申し 込 み
はできませんのでご注意ください。

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

ID：5044099
PT950/PT850 モザンビーク産パライバトルマリン ダイヤ ネックレス
PRT 1.659ct PRT 1.428ct D 0.61ct

重量：約１４．
０ｇ トップ縦：約３０．
５ｍｍ トップ横：約３７．
０ｍｍ トップ高さ：約８．
０ｍｍ
バチカン内径：約１０．
０×２．
５ｍｍ 長さ：約４３ｃｍ 幅：約２．
０ｍｍ スライドアジャスター約５ｃｍ

￥2,980,00052

GSTV

GSTV
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返品・交換のご案内

（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※

■ 返品について

当社への応募及び採用活動に関する判定のため。

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・交換をお受けできない場合

「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

■ 返品方法

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。
※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。

■ 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

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。

■ 返金について

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。

（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。

■ ２．個人情報保護管理責任者
総務部長

E-mail： PrivacyFeedback@corporate.gstv.jp

■ ３．「開示等の求め」に応じる手続き

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

■ 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。

■ 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。

クレジットカード以外でお支払いいただいた場合

Information

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。

番組ガイド「GSTV FAN」定期購読のお知らせ

■ 交換について

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。

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。

※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。

WEBサイトから

■ 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

「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

※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。

お電話から

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）

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

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。

（１）
ショッピング会員様の個人情報※

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。

ご注文はこちらから
お電話でのオーダー（一般電話・携帯電話
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通話料無料）

0120-570-243
オペレーター受付時間｜8時〜26時（翌2時）

GSTVお客様サービスセンター

0120-170-243
受付時間｜12時30分〜21時

＊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。

（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。

商品に関するお問い合わせなど

株式会社GSTV

インターネット

GSTV

検索
GSTV
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