


rose pierce rose necklace

UP0-0001-1 UN0-0002-1

\18,700 (税込) \23,100 (税込)

K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド

ローズカットダイヤを添えたバラモチーフのコレクション ローズカットダイヤを添えたバラモチーフのコレクション

繊細な立体感と可憐でいて甘すぎないのが魅力 繊細な立体感と可憐でいて甘すぎないのが魅力

rose ring

UR0-0003-1

\24,200 (税込)

K10 ダイヤモンド

ローズカットダイヤを添えたバラモチーフのコレクション

繊細な立体感と可憐でいて甘すぎないのが魅力



clear stud pierce clear hook pierce

UP0-0004-1 UP0-0005-1

\25,300 (税込) \29,700 (税込)

K10 ダイヤモンド ホワイトトパーズ K10 ホワイトトパーズ

クリアカラーにこだわったホワイトトパーズのコレクション クリアカラーにこだわったホワイトトパーズのコレクション

人肌になじむいびつな輪郭と透明感を引き立てるローズカットが魅力 人肌になじむいびつな輪郭と透明感を引き立てるローズカットが魅力

clear necklace clear ring

UN0-0006-1 UR0-0007-1

\26,400 (税込) \26,400 (税込)

K10 ダイヤモンド ホワイトトパーズ K10 ホワイトトパーズ

クリアカラーにこだわったホワイトトパーズのコレクション クリアカラーにこだわったホワイトトパーズのコレクション

人肌になじむいびつな輪郭と透明感を引き立てるローズカットが魅力 人肌になじむいびつな輪郭と透明感を引き立てるローズカットが魅力



initial necklace (A) initial necklace (C) initial necklace (J)

UN0-0008-1 UN0-0008-2 UN0-0008-5

\14,300 (税込) \14,300 (税込) \14,300 (税込)

K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド

一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション 一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション 一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション

手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ 手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ 手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ

initial necklace (E) initial necklace (H) initial necklace (K)

UN0-0008-3 UN0-0008-4 UN0-0008-6

\14,300 (税込) \14,300 (税込) \14,300 (税込)

K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド

一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション 一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション 一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション

手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ 手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ 手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ



initial necklace (M) initial necklace (N) initial necklace (T)

UN0-0008-7 UN0-0008-8 UN0-0008-11

\14,300 (税込) \14,300 (税込) \14,300 (税込)

K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド

一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション 一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション 一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション

手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ 手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ 手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ

initial necklace (R) initial necklace (S) initial necklace (Y)

UN0-0008-9 UN0-0008-10 UN0-0008-12

\14,300 (税込) \14,300 (税込) \14,300 (税込)

K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド

一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション 一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション 一粒ダイヤを添えたイニシャルネックレスのコレクション

手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ 手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ 手で描いたような華奢ラインがデイリー使いにおすすめ



fold stud pierce fold hook pierce fold ring

UP0-0009-1 UP0-0010-1 UR0-0013-1

\7,700 (税込) \12,100 (税込) \23,100 (税込)

K10 K10 K10

折れたプレートと質感による様々な表情を楽しむコレクション 折れたプレートと質感による様々な表情を楽しむコレクション 折れたプレートと質感による様々な表情を楽しむコレクション

ミニマムなサイズにつまった飽きの来ない使い心地 揺れるモチーフが上品で個性的な印象 反射し合う輝きとクールな印象のリング

fold necklace fold bracelet

UN0-0011-1 UB0-0012-1

\13,200 (税込) \13,200 (税込)

K10 K10

折れたプレートと質感による様々な表情を楽しむコレクション 折れたプレートと質感による様々な表情を楽しむコレクション

シンプルかつ個性的な印象のネックレス ストレートラインの存在感のあるブレスレット



bracelet compact chain bracelet luce bracelet kihei

UB0-0014-1 UB0-0015-1 UB0-0018-1

\13,200 (税込) \11,000 (税込) \13,200 (税込)

K10 K10 K10

繊細なチェーンを使ったブレスレットのコレクション 繊細なチェーンを使ったブレスレットのコレクション 繊細なチェーンを使ったブレスレットのコレクション

手首に沿うようななめらかなチェーン 細かいひねりが光輝く華やかなチェーン 精巧に編まれた幅のあるボリューミーなチェーン

bracelet abacus bracelet glitter

UB0-0016-1 UB0-0017-1

\13,200 (税込) \13,200 (税込)

K10 K10

繊細なチェーンを使ったブレスレットのコレクション 繊細なチェーンを使ったブレスレットのコレクション

そろばんのようなビーズが存在感のあるチェーン 重ね付けをしているようなゴージャスな二種類のチェーン



contrast stud pierce contrast hook pierce contrast set ring

UP0-0019-1 UP0-0020-1 UR0-0023-1

\6,600 (税込) \18,700 (税込) \18,700 (税込)

K10 淡水パール K10 淡水パール K10 淡水パール

ゴールドのラインと艶やかな淡水パールのコレクション ゴールドのラインと艶やかな淡水パールのコレクション ゴールドのラインと艶やかな淡水パールのコレクション

対比する素材がスタイルを選ばずミニマムで使いやすい 対比する素材がスタイルを選ばない上品なロングスタイル 見た目のバリエーションを楽しめる2本セットのリング

contrast necklace contrast bangle

UN0-0021-1 UB0-0022-1

\17,600 (税込) \19,800 (税込)

K10 淡水パール K10 淡水パール

ゴールドのラインと艶やかな淡水パールのコレクション ゴールドのラインと艶やかな淡水パールのコレクション

対比する素材がスタイルを選ばないスタイリッシュなネックレス 対比する素材がスタイルを選ばない2連風のバングル



pinky ring milgrain pinky ring twist pinky ring line milgrain

UR0-0024-1 UR0-0025-1 UR0-0028-1

\13,200 (税込) \13,200 (税込) \13,200 (税込)

K10 K10 K10

手指になじむゴールドのピンキーリングコレクション 手指になじむゴールドのピンキーリングコレクション 手指になじむゴールドのピンキーリングコレクション

粒上のモチーフが連なる華やかライン ねじれ絡む2本のラインが優しくボリューミーなリング 細いラインと細かいミル打ちの合わさったリング

pinky ring rope pinky ring v shape pinky ring rhombus

UR0-0026-1 UR0-0027-1 UR0-0029-1

\13,200 (税込) \13,200 (税込) \13,200 (税込)

K10 K10 K10

手指になじむゴールドのピンキーリングコレクション 手指になじむゴールドのピンキーリングコレクション 手指になじむゴールドのピンキーリングコレクション

なめらかな縄目をイメージした繊細な華奢ライン 流れるようなV字ラインが美しいクールなリング クラシカルな大人の雰囲気をまとうひし形模様のリング



luster milgrain ring luster gradation ring luster circle ring

UR0-0031-1 UR0-0038-1 UR0-0045-1

\19,800 (税込) \20,900 (税込) \24,200 (税込)

K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド

生活になじみながら特別感のあるダイヤのコレクション 生活になじみながら特別感のあるダイヤのコレクション 生活になじみながら特別感のあるダイヤのコレクション

ミル打ちの装飾が高級感のある1粒ダイヤリング ダイヤのサイズがグラデーションになったクラシカルな雰囲気のリング 2サイズのダイヤをサークル状に並べたクールなアームのリング

luster melee ring luster three stone ring luster fork ring

UR0-0034-1 UR0-0041-1 UR0-0050-1

\22,000 (税込) \23,100 (税込) \18,700 (税込)

K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド K10 ダイヤモンド

生活になじみながら特別感のあるダイヤのコレクション 生活になじみながら特別感のあるダイヤのコレクション 生活になじみながら特別感のあるダイヤのコレクション

流れるようなダイヤのラインが手元を華やかに ダブルラインと3石ダイヤが大人っぽいリング 指を細く長く魅せる効果のあるフォークリング



luster solitaire ring

UR0-0051-1

\18,700 (税込)

K10 ダイヤモンド

生活になじみながら特別感のあるダイヤのコレクション

ダイヤの美しさを味わうため限りなくシンプルに仕上げたリング



cuddle twist cuff cuddle line cuff 1.0/1.5/3.0 cuddle double line cuff

UE0-0070-1 UE0-0072/0073/0074-1 UE0-0076-1

\11,000(税込) \6,600/\6,600/\11,000(税込) \6,600(税込)

K10 K10 K10

寄り添うような使い心地で耳元を包み込むイヤーカフ 寄り添うような使い心地で耳元を包み込むイヤーカフ 寄り添うような使い心地で耳元を包み込むイヤーカフ

上品なひねりデザイン メンズにもおすすめのシンプル3タイプ 素朴なルックスが他アイテムとの重ね使いにぴったり

cuddle warp cuff cuddle polygon cuff cuddle coil cuff

UE0-0071-1 UE0-0075-1 UE0-0077-1

\16,500(税込) \7,700(税込) \11,000(税込)

K10 K10 K10

寄り添うような使い心地で耳元を包み込むイヤーカフ 寄り添うような使い心地で耳元を包み込むイヤーカフ 寄り添うような使い心地で耳元を包み込むイヤーカフ

絡みつくようななめらかなライン 繊細さが魅力の硬すぎない華やかライン 着用スタイルが特別な螺旋デザイン



cuddle oval cuff cuddle ellipse cuff

UE0-0078-1 UE0-0080-1

\8,800(税込) \16,500(税込)

K10 K10

寄り添うような使い心地で耳元を包み込むイヤーカフ 寄り添うような使い心地で耳元を包み込むイヤーカフ

柔らかい印象の線とすっきりとした印象 大人の雰囲気ただようシャープなボリュームライン

cuddle ball line cuff cuddle pearl cuff

UE0-0079-1 UE0-0081-1

\12,100(税込) \8,800(税込)

K10 K10　淡水パール

寄り添うような使い心地で耳元を包み込むイヤーカフ 寄り添うような使い心地で耳元を包み込むイヤーカフ

おしゃれな2連デザイン　レイヤードにもおすすめ 風合いのあるゴールドと淡水パールが優しい印象



fleurage necklace fleurage hook pierce fleurage breeze pierce

UN0-0082-1/-2/-3 UP0-0084-1/-2/-3 UP0-0086-1

\25,300(税込) \17,600(税込) \27,500(税込)

K10　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ　ｱｸｱﾏﾘﾝ/ﾓﾙｶﾞﾅｲﾄ/ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾘﾙ K10　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ　ｱｸｱﾏﾘﾝ/ﾓﾙｶﾞﾅｲﾄ/ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾘﾙ K10　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ　ｱｸｱﾏﾘﾝ

さわやかなカラーストーンと小花のコレクション さわやかなカラーストーンと小花のコレクション さわやかなカラーストーンと小花のコレクション

甘くなりすぎないテイストで首元を凛と華やかに ナチュラル感のある揺れるフックピアス 涼しげなブルーと軽やかなライン

fleurage ring fleurage whisper pierce fleurage healing pierce

UR0-0083-1/-2/-3 UP0-0085-1 UP0-0087-1

\25,300(税込) \20,900(税込) \27,500(税込)

K10　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ　ｱｸｱﾏﾘﾝ/ﾓﾙｶﾞﾅｲﾄ/ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾘﾙ K10　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ　ﾓﾙｶﾞﾅｲﾄ K10　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ　ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾘﾙ

さわやかなカラーストーンと小花のコレクション さわやかなカラーストーンと小花のコレクション さわやかなカラーストーンと小花のコレクション

クラフト感のあるアームと合わせてフェミニンなシルエットに シアーピンクと絶妙なたたずまい 癒しのグリーンと大人っぽいロングポスト



fossette stud pierce fossette american pierce fossette bracelet

UP0-0088-1 UP0-0090-1 UB0-0092-1

\8,800(税込) \13,200(税込) \14,300(税込)

K10　淡水パール K10　淡水パール K10　淡水パール

個性豊かなケシパールのコレクション 個性豊かなケシパールのコレクション 個性豊かなケシパールのコレクション

叩きを加えたバーピアスだけでも使える2WAY仕様 2種類のチェーンを使ったアメリカンピアス シードパールと合わせたハーフデザインのブレスレット

fossette hook pierce fossette necklace

UP0-0089-1 UN0-0091-1

\12,100(税込) \22,000(税込)

K10　淡水パール K10　淡水パール

個性豊かなケシパールのコレクション 個性豊かなケシパールのコレクション

叩きを加えたフックピアスだけでも使える2WAY仕様 華やかなチェーンのマンテルネックレス


