
アイテム リング
品名/品番 デコラティブリング    wrll

上代（税込） 5200 5720
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 アーム：メッキ金具

サイズ/号数/重さ 20x10mm程度でランダムカット フリー(#12) 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 リングはずれ又はアームの交換¥2000

アイテム特徴 アーム部分が幅の広い透かし彫りになっているデザイン。フリーサイズなので
アームを広げてスカーフリングとしての使用もお勧めです。

注意点 強い衝撃やひっかけで破損することがあります。水や摩擦で磁器の金彩が剥がれることがあります。

アイテム リング
品名/品番 ダイヤカットリング（画像上）/スクエアカットリング（画像下） wr02

上代（税込） 6200 6820
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 アーム：メッキ金具

サイズ/号数/重さ （ダイヤ）30x18mm（スクエア）21x15mm フリー(#12) 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 リングはずれ又はアームの交換¥2000

アイテム特徴 デコラティブリングよりモチーフが一回り大きめで、 
アーム部分がシンプルになったリング。

注意点 強い衝撃やひっかけで破損することがあります。水や摩擦で磁器の金彩が剥がれることがあります。

アイテム リング
品名/品番 ゴールドコーティングリング wr-gc

上代（税込） 6500 7150
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 アーム：メッキ金具

サイズ/号数/重さ モチーフ：２０×１２mmのひし形 フリー(#12) 軽め
表/裏カラー ゴールドコーティング/コンクリートカラー

お修理 リングはずれ又はアームの交換¥2000

アイテム特徴 ゴールドコーティングの退色を利用してアンティークな雰囲気に変化するリン
グ。まだらに退色し焼き物独特の渋さも出ます。

注意点 ゴールドの退色は個体差があります。完全に抜けると飴色になります。

アイテム リング
品名/品番 キャンディパターンリング wr-ca

上代（税込） 6500 7150
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 アーム：メッキ金具

サイズ/号数/重さ モチーフ：２７×１４mm フリー(#12) 軽め
表/裏カラー 白、赤、黄、青などの単色に金ストライプ/コンクリートカラー

お修理 リングはずれ又はアームの交換¥2000

アイテム特徴 ランダムカットリングより一回り大きめなデザイン。太めの斜めストライプ模様がポップな印象。他デザインよりポップなカラーがメインのラインナップ。

注意点 強い衝撃やひっかけで破損することがあります。水や摩擦で磁器の金彩が剥がれることがあります。

アイテム リング
品名/品番 マーブルドローイングリング wr-mdr

上代（税込） 26500 29150
お包み 箱：M ポーチ：有 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 アーム：真鍮ベースに本金厚メッキ（３μ）

サイズ/号数/重さ モチーフ：２２×１８mm ワンサイズ（#11） 重ため
表/裏カラー 大理石風マーブル×ゴールド（※模様には個体差があります）

お修理 リングはずれ¥2000(パーツ、アーム共に未紛失の場合に限る)・その他不可

アイテム特徴
独自にマーブルな模様をつけた、まるで大理石のような磁器土にランダムに金
の模様を手描きしたリング。金彩が多く贅沢に施されている。刻印入りオリジ
ナルデザインのリングアームには本金コーティングを施しています。

注意点 強い衝撃やひっかけで破損することがあります。水や摩擦で磁器の金彩が剥がれることがあります。
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アイテム リング
品名/品番 バイカラーオーバルリング wr-bi

上代（税込） 18000 19800
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：○（サイズ交換）

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬 アーム：１４KGF(1/20 14K)

サイズ/号数/重さ モチーフ：１０×８mm ＃7/＃10/＃13 軽め
表/裏カラー マルチ・バイカラー/コンクリートカラー

お修理 リングはずれ¥2000、アームのサイズ交換¥4000

アイテム特徴
２色の釉薬をグラデーションさせたオーバル型のリング。オフィスでも使
いやすいサイズ感です。

注意点 １４KGF素材は金色の退色がほとんどない素材ですが、傷を防ぐ場合入浴時などには取り外すことをお勧めします。

アイテム リング
品名/品番 マーブルシルバーリング wr-msv

上代（税込） 18000 19800
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：△(お問合せ下さい)

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・銀彩 SV925 (10K.18Kは別注）

サイズ/号数/重さ １２×１０mm前後 ＃7/＃9/11/＃13 軽め
表/裏カラー 大理石風マーブル×シルバー（※模様には個体差があります）

お修理 可：リングはずれ¥2000、アームのサイズ交換¥4000(お時間いただきます)

アイテム特徴
独自にマーブルな模様をつけた、まるで大理石のような磁器土にランダムに金の模様
を手描きしたリング。刻印入りオリジナルデザインのリングアームはシルバー９２５
の他にオーダー制作で１０K・１８K対応

注意点 強い衝撃やひっかけで破損することがあります。水や摩擦で磁器の金彩が剥がれることがあります。

アイテム リング
品名/品番 チョコレートカットリング wr-cho

上代（税込） 6000 6600
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 アーム：メッキ金具

サイズ/号数/重さ 19 × 14 mm 程度(厚さ7mm程度) フリー(#12) 軽め
表/裏カラー 飴色・オーロラ/コンクリートカラー

お修理 リングはずれ又はアームの交換¥2000

アイテム特徴 チョコレートをイメージした厚みがありこっくりとした色合いのリング。

注意点 強い衝撃やひっかけで破損することがあります。水や摩擦で磁器の金彩が剥がれることがあります。

アイテム リング
品名/品番 ホウセキモンブランリング wr-hm

上代（税込） 6200 6820
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 アーム：メッキ金具

サイズ/号数/重さ 19 × 14 mm 程度(厚さ7mm程度) フリー(#12) 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 リングはずれ又はアームの交換¥2000

アイテム特徴 モンブランをイメージした立体的な斜線が入ったデザイン。

注意点 強い衝撃やひっかけで破損することがあります。水や摩擦で磁器の金彩が剥がれることがあります。

アイテム リング
品名/品番  hina  10Kチェーンリング wr-h1

上代（税込） 12000 13200
お包み 箱：S ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 1０K(チェーン)・真鍮に本金メッキプレート

サイズ/号数/重さ 20 × 10 mm（パーツ） ※⑴ 
※サイズ表記より小さめの着用感 軽め

表/裏カラー マルチ/ゴールドカラー(プレート)
お修理 チェーン交換、サイズ交換(未使用)¥1500

アイテム特徴
hinaシリーズ。小さなダイヤカットパーツをオリジナルの縁付きフレームに埋め込み 

小さく、重ね付けのしやすいリング。 
金属素材も長くご愛用いただける劣化、アレルギー反応の比較的少ない１０K素材を使用。

注意点 チェーン部分は大変繊細な作りとなっております。着脱には一層ご注意ください。 
プレート部分は真鍮に本金メッキ加工のためメッキが剥がれてくるとアレルギー反応が出る場合があります。

(チェーン)左から 
ツイスト/ダイヤ/シングル
※⑴ ツイスト：#5/#7/#11/#12/#14/#17　ダイヤ：#5/#11/#17　シングル：#3/#6/#8/#11/#13/#15
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アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 雫型揺れピアス/イヤリング wtyp/wtye

上代（税込） 12000 13200
お包み 箱：M ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)SVにGP/SV925 (E)真鍮にGP/RP・Aクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ モチーフ：３８×１９mm ー 平均
表/裏カラー マルチ

お修理 P⇄E 交換(未使用)¥1000/(使用後)¥1500・10K交換(P)¥4900(E)要見積

アイテム特徴 一番人気。２連タイプより普段使いしやすいしずく型。 
アップヘアースタイルの後ろ姿もアクセントになります。

注意点 磁器製かつ繊細なデザインの為落下により破損の恐れが有ります。運動時などはご使用をお控え下さい。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 二連雫型ピアス/イヤリング（画像左）二連雫型Sピアス/イヤリング（画像右） wpp/wee

上代（税込） 15000 16500
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)純チタン・シリコンキャッチ (E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ モチーフ全体：６７×２０mm ー 平均
表/裏カラー マルチ

お修理 P⇄E 交換¥3000(新しくパーツを作り交換します。納期１ヶ月～)

アイテム特徴 一番人気のデザイン。二連になっているので揺れる様が目を引きます。裏面には季節感のあ
る色彩加工を施していますのでアップヘアースタイルの後ろ姿もアクセントになります。

注意点 磁器製かつ繊細なデザインの為落下により破損の恐れが有ります。運動時などはご使用をお控え下さい。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 二連菱形ピアス wpp-h/wee-h

上代（税込） 14000 15400
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)純チタン・シリコンキャッチ (E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ モチーフ全体：６７×１７mm ー 平均
表/裏カラー マルチ

お修理 P⇄E 交換¥3000(新しくパーツを作り交換します。納期１ヶ月～)

アイテム特徴
wpp/weeより細身でシャープな印象。二連になっているので揺れる様が目を引
きます。裏面には季節感のある色彩加工を施していますのでアップヘアースタイ
ルの後ろ姿もアクセントになります。

注意点 細身のデザインで繊細な為イヤリングタイプは特に落下にはご注意をお願いします。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 二連ツイストピアス/イヤリング wpp-tw/wee-tw

上代（税込） 16000 17600
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)純チタン・シリコンキャッチ (E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ モチーフ全体：８０×２４mm ー 重ため
表/裏カラー ホワイトまたはマーブル/他×シルバー

お修理 P⇄E 交換¥3000(新しくパーツを作り交換します。納期１ヶ月～)

アイテム特徴
二連タイプのモード感の強いデザインサイズも大きめで揺れるデザインのため多少重
みを感じます。。裏面には季節感のある色彩加工を施していますのでアップヘアース
タイルの後ろ姿もアクセントになります。

注意点運動時などはご使用をお控え下さい。長めのデザインの為揺れにより重さを感じやすいです。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 スタッズ揺れピアス/イヤリング wp-st/we-st

上代（税込） 18000 19800
お包み 箱：M ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・シリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 全体：46×13mm / 磁器パーツ：23×13mm ー 軽め
表/裏カラー ホワイト/ホワイトまたはコンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 オリジナルのスタッズパーツ（真鍮に本金加工）と磁器パーツで、 
シャープ且つモードな印象のデザイン。

注意点 水や摩擦で金が剥がれることがあります。落下により破損の恐れが有ります。

※Sサイズ(画像右) 
（wpp-s /wee-s） 
13500(込14850) 
60x15mm程度
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アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 スクエアピアス/イヤリング wtp-sq/wte-sq

上代（税込） 7000 7700
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・チタンキャッチまたはシリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・AorBクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ モチーフ：１７×１１mm ー 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴
SSピアスより一回り大きめのデザイン。 

ブリリアントカットを模したスクエアタイプ。
注意点 片耳販売は行っておりません。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 スクエア揺れピアス/イヤリング wtyp-sq/wtye-sq

上代（税込） 9200 10120
お包み 箱：S/M ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)SVにGP/SV925 (E)真鍮にGP/RP・Aクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ モチーフ：１７×１１mm ー 軽め
表/裏カラー マルチ

お修理 P⇄E 交換(未使用)¥1000/(使用後)¥1500・10K交換(P)¥4900(E)要見積

アイテム特徴
ブリリアントカットを模したスクエアタイプの揺れるデザイン。コロンと
したフォルムでプルプルと揺れます。背面には色加工があります。

注意点 片耳販売は行っておりません。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 ランダムカットSSピアス/イヤリング wp2/wp2-e

上代（税込） 6900 7590
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・チタンキャッチまたはシリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・Aクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ モチーフ：8x8mm程度でランダムカット ー 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 小振りなので幅広いシーンでお勧め。軟骨ピアスなどにも。カラーによっては
男性のお客様へも人気です。贈り物にもおすすめ。

注意点 片耳販売は行っておりません。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 ランダムカットMピアス/イヤリング wtpm/wtem

上代（税込） 7500 8250
お包み 箱：M ポーチ：無 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・チタンキャッチまたはシリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・AorBクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ モチーフ：15x15mm程度でランダムカット ー 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 ランダムにカッティングされたデザイン。SとLの中間サイズで使いやすい。 
耳にぴったりとくっつくデザイン。

注意点 片耳販売は行っておりません。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 ランダムカットLピアス/イヤリング wtpl/wtel

上代（税込） 8700 9570
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・シリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 35x35mm前後でランダムカット ー 重ため
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 ランダムにカッティングされたデザイン。存在感のあるサイズ感。耳にぴった
りとくっつくデザインで大きさのわりに重みを感じにくい仕様です。

注意点 水や摩擦で金が剥がれることがあります。落下により破損の恐れが有ります。

4



アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 二連ランダムカット揺れピアス wpp-l/wee-l

上代（税込） 15000 16500
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)純チタン・シリコンキャッチ (E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 50 × 25mm程度（全体） ー 重ため
表/裏カラー マルチ

お修理 P⇄E 交換¥3000(新しくパーツを作り交換します。納期１ヶ月～)

アイテム特徴 ランダムカットMとLが２連に連なった揺れるデザイン。背面カラー加工あり。
上下と左右で形がアシンメトリーな為個性的な印象。

注意点 重みを感じやすいデザインです。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 iピアス/イヤリング wpi/wei

上代（税込） 7200 7920
お包み 箱：M ポーチ：無 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・チタンキャッチまたはシリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・AorBクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ モチーフ：２５×１０mm ー 軽め
表/裏カラー マルチ

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 ストレートなi型のシンプルなデザイン。贈り物にもお勧めです。

注意点 片耳販売は行っておりません。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 スクエアカットLピアス/イヤリング wtpl-sq/wtel-sq

上代（税込） 8700 9570
お包み 箱：M ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・シリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 28 × 17 mm (厚み6mm程度）の長方形 ー 平均
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 長方形にカッティングされたデザイン。大きめモチーフなのでインパクトがあ
り、スクエア形で少しクールな印象のデザイン。

注意点 エッジがシャープで繊細なデザインですので落下にご注意ください。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 たまご型ピアス/イヤリング wp-ta/we-ta

上代（税込） 13000 14300
お包み 箱：M ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)純チタン・チタンキャッチまたはシリコンキャッチ (E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 20x10mmのたまご型 ー 軽め
表/裏カラー マット金・マット銀・オーロラ結晶/赤

お修理 P⇄E 交換¥3000(新しくパーツを作り交換します。納期１ヶ月～)

アイテム特徴 たまご型のぷっくりとしたフォルムのシンプルなデザイン。デイリーにつけやすいサイズ感です。

注意点 全て手作業のためオーロラと結晶の色味、形には若干の個体差があります。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 ２連たまご型ピアス/イヤリングwpp-ta/wee-ta

上代（税込） 18000 19800
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)SVにGP/SV925 (E)真鍮にGP/RP・クリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 50 mm（全長）20x10mmのたまご型 ー 平均
表/裏カラー オーロラ結晶/赤

お修理 P⇄E 交換(未使用)¥1000/(使用後)¥1500・10K交換(P)¥2000(E)要見積

アイテム特徴 たまご型のぷっくりとしたフォルムと小さなブロックチェーンをコラージュさせ、たまご形が連なっているようなデザイン。

注意点 全て手作業のためオーロラと結晶の色味、形には若干の個体差があります。
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アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 RAYピアス/イヤリング wp-rh/we-rh

上代（税込） 16000 17600
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)純チタン・シリコンキャッチ (E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 丸パーツ：φ17mm / ハート：30×30mm ー 重ため
表/裏カラー ゴールド・シルバー/赤

お修理 P⇄E 交換¥3000(新しくパーツを作り交換します。納期１ヶ月～)

アイテム特徴
光線をイメージしたハート型のデザインは上から全体に贅沢に金彩コーティングがされており、使っ
ていくうちに鼈甲色が強くなりアンティーク調になっていきます。シンプルなお洋服やクラシックな
お洋服へのアクセントとしておすすめです。

注意点 ※はじめは重みを強く感じます。ゴールドは退色します。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 メルトハートゆれピアス/イヤリング wp-mh/we-mh

上代（税込） 15000 16500
お包み 箱：M ポーチ：無 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)SVにGP/SV925 (E)真鍮にGP/RP・クリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 20 × 20 mm ー 軽め
表/裏カラー ホワイト・ブラック/赤

お修理 P⇄E 交換(未使用)¥1000/(使用後)¥1500・10K交換(P)¥4900(E)要見積

アイテム特徴 とろりと溶け出しそうなハートモチーフ

注意点 水や摩擦で磁器の金彩が剥がれることがあります。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 スライスハートピアス/イヤリング wp-sh/we-sh

上代（税込） 9000 9900
お包み 箱：M ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・シリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ ３０x３０mm程度 ー 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 薄くスライスされたようなハートモチーフ

注意点 落下で破損の恐れがあります。結晶の具合には個体差があります。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 二連スライスハートピアス/イヤリング wpp-sh/wee-sh

上代（税込） 17000 18700
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)純チタン・シリコンキャッチ (E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 全体サイズ ： 53×26  mm 程度 ー 平均
表/裏カラー マルチ

お修理 P⇄E 交換¥3000(新しくパーツを作り交換します。納期１ヶ月～)

アイテム特徴
スライスハートモチーフが２つ連なったデザイン。直付きタイプのスライスハート 

ピアス・イヤリングと左右アシンメトリーなコーディネートも◎

注意点 薄いフォルムのデザインな為落下で破損の恐れがあります。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 キルティングハートピアス/イヤリング wp-quil/we-quil

上代（税込） 21000 23100
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)純チタン・シリコンキャッチ (E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 全体サイズ：60 × 25mm 程度 ー 重ため
表/裏カラー マルチ

お修理 P⇄E 交換¥3000(新しくパーツを作り交換します。納期１ヶ月～)

アイテム特徴 ふんわりとしたキルティング生地をイメージしたハートモチーフ

注意点 落下で破損の恐れがあります。
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アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 ホウセキモンブランピアス/イヤリング wp-hm/we-hm

上代（税込） 8000 8800
お包み 箱：M ポーチ：無 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・シリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 19 × 14 mm 程度(厚さ7mm程度) ー 軽め
表/裏カラー 飴色/コンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 モンブランをイメージした立体的な斜線が入ったデザイン。

注意点 全て手作業でのお作りのため形と色味には個体差があります。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 アシンメトリー星型ピアス/イヤリング wp-ast/we-ast

上代（税込） 14000 15400
お包み 箱：M ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・シリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 40mm×30mm ー 平均
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 立体的にカットされたアシンメトリーな星型のデザイン

注意点 片耳販売は行っておりません。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 額装ピアス/イヤリング wp-g/we-g

上代（税込） 18000 19800
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・シリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ ４０×３０mm程度 ー 重ため
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 絵画が額縁に飾られたようなイメージのデザイン

注意点 落下で破損の恐れがあります。結晶の具合には個体差があります。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 スクエア額装ピアス/イヤリング wp-gsq/we-gsq

上代（税込） 18000 19800
お包み 箱：M ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)純チタン・シリコンキャッチ 

(E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 29 × 18 mm の長方形 ー 平均
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 P⇄E 交換¥2000

アイテム特徴 絵画を額装したようなデザイン

注意点 薄いフォルムのデザインな為落下で破損の恐れがあります。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 二連スクエア額装ピアス/イヤリング wpp-gsq/wee-gsq

上代（税込） 20000 22000
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) (P)純チタン・シリコンキャッチ (E)真鍮にGP/RP・Bクリップイヤリング(シリコンキャッチ付)

サイズ/号数/重さ 45 × 18 mm（全体） ー 重ため
表/裏カラー マルチ

お修理 P⇄E 交換¥3000(新しくパーツを作り交換します。納期１ヶ月～)

アイテム特徴 絵画を額装したようなデザイン。背面カラー付

注意点 落下で破損の恐れがあります。
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アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 hinaピアス/イヤリング wp-h1/we-h1

上代（税込） 11000 12100
お包み 箱：S ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)10Kフック 

(E)SVにGPクリップイヤリング（シリコンキャッチ付）
サイズ/号数/重さ 20 × 10 mm（パーツ） ー 軽め
表/裏カラー マルチ/ゴールドカラー(プレート)

お修理 P⇄E 交換(未使用)¥1000/(使用後)¥2000・10K交換(E)¥8900

アイテム特徴
hinaシリーズ。小さなダイヤカットパーツをオリジナルの縁付きフレームに埋め込み 

表からも裏からもキラキラと光る小さな揺れるデザイン。 
金属素材も長くご愛用いただける劣化、アレルギー反応の比較的少ない１０K素材を使用。

注意点 ・全て手作業のため色味、形には若干の個体差があります。・プレート部分は繊細な作りのためキズが付きやすく、摩擦には十分ご注意い 
ただき保管ください。・ピアスフックは大変繊細な作りのため、圧により変形する可能性があります。無理に力を加えないで下さい。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 hina２連ピアス/イヤリング wp-h2/we-h2

上代（税込） 17000 18700
お包み 箱：M ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)10Kフック 

(E)SVにGPクリップイヤリング（シリコンキャッチ付）
サイズ/号数/重さ 45 × 10 mm（パーツ） ー 軽め
表/裏カラー マルチ/ゴールドカラー(プレート)

お修理 P⇄E 交換(未使用)¥1000/(使用後)¥2000・10K交換(E)¥8900

アイテム特徴
hinaシリーズ。小さなダイヤカットパーツをオリジナルの縁付きフレームに埋め込み 

表からも裏からもキラキラと光る小さな揺れるデザイン。 
金属素材も長くご愛用いただける劣化、アレルギー反応の比較的少ない１０K素材を使用。

注意点 ・全て手作業のため色味、形には若干の個体差があります。・プレート部分は繊細な作りのためキズが付きやすく、摩擦には十分ご注意い 
ただき保管ください。・ピアスフックは大変繊細な作りのため、圧により変形する可能性があります。無理に力を加えないで下さい。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 hina３連ピアス/イヤリング wp-h3/we-h3

上代（税込） 22000 24200
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)10Kフック 

(E)SVにGPクリップイヤリング（シリコンキャッチ付）
サイズ/号数/重さ 60 × 10 mm（パーツ） ー 軽め
表/裏カラー マルチ/ゴールドカラー(プレート)

お修理 P⇄E 交換(未使用)¥1000/(使用後)¥2000・10K交換(E)¥8900

アイテム特徴
hinaシリーズ。小さなダイヤカットパーツをオリジナルの縁付きフレームに埋め込み 

表からも裏からもキラキラと光る小さな揺れるデザイン。 
金属素材も長くご愛用いただける劣化、アレルギー反応の比較的少ない１０K素材を使用。

注意点 ・全て手作業のため色味、形には若干の個体差があります。・プレート部分は繊細な作りのためキズが付きやすく、摩擦には十分ご注意い 
ただき保管ください。・ピアスフックは大変繊細な作りのため、圧により変形する可能性があります。無理に力を加えないで下さい。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 hina４連ピアス/イヤリング wp-h4/we-h4

上代（税込） 28000 30800
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)10Kフック 

(E)SVにGPクリップイヤリング（シリコンキャッチ付）
サイズ/号数/重さ 75 × 10 mm（パーツ） ー 軽め
表/裏カラー マルチ/ゴールドカラー(プレート)

お修理 P⇄E 交換(未使用)¥1000/(使用後)¥2000・10K交換(E)¥8900

アイテム特徴
hinaシリーズ。小さなダイヤカットパーツをオリジナルの縁付きフレームに埋め込み 

表からも裏からもキラキラと光る小さな揺れるデザイン。 
金属素材も長くご愛用いただける劣化、アレルギー反応の比較的少ない１０K素材を使用。

注意点 ・全て手作業のため色味、形には若干の個体差があります。・プレート部分は繊細な作りのためキズが付きやすく、摩擦には十分ご注意い 
ただき保管ください。・ピアスフックは大変繊細な作りのため、圧により変形する可能性があります。無理に力を加えないで下さい。

アイテム ピアス/イヤリング
品名/品番 hina５連片耳ピアス/イヤリング wp-h5/we-h5

上代（税込） 20000 22000
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 (P)10Kフック 

(E)SVにGPクリップイヤリング（シリコンキャッチ付）
サイズ/号数/重さ 100 × 10 mm（パーツ） ー 軽め
表/裏カラー マルチ/ゴールドカラー(プレート)

お修理 P⇄E 交換(未使用)¥1000/(使用後)¥2000・10K交換(E)¥4500片耳

アイテム特徴
hinaシリーズ。小さなダイヤカットパーツをオリジナルの縁付きフレームに埋め込み 

表からも裏からもキラキラと光る小さな揺れるデザイン。 
金属素材も長くご愛用いただける劣化、アレルギー反応の比較的少ない１０K素材を使用。

注意点 ・全て手作業のため色味、形には若干の個体差があります。・プレート部分は繊細な作りのためキズが付きやすく、摩擦には十分ご注意い 
ただき保管ください。・ピアスフックは大変繊細な作りのため、圧により変形する可能性があります。無理に力を加えないで下さい。
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アイテム ブレスレット
品名/品番 コラージュブレスレット wbra

上代（税込） 15000 16500
お包み 箱：L ポーチ：有 金具交換：○ (サイズ交換)

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料（裏）・メタルボタン チェーン：金メッキ金具

サイズ/号数/重さ 基本長さ：17.5cm前後 ー 平均
表/裏カラー マルチ

お修理 チェーンの長さ調節¥1500・留具交換¥1000

アイテム特徴
手作業の磁器製パーツとヴィンテージボタンパーツをコラージュさせたボリューミー
なブレスレット。ボタンがないデザインの物もありますが価格は一律です。

注意点 マグネットタイプの留め具は磁気が弱まることがあります。クラスプタイプ*への交換可

アイテム
品名/品番

上代（税込） 0
お包み 箱：SML ポーチ：有無 金具交換：○△×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩

サイズ/号数/重さ

表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー
お修理

アイテム特徴

注意点

アイテム
品名/品番

上代（税込） 0
お包み 箱：SML ポーチ：有無 金具交換：○△×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩

サイズ/号数/重さ

表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー
お修理

アイテム特徴

注意点

アイテム
品名/品番

上代（税込） 0
お包み 箱：SML ポーチ：有無 金具交換：○△×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩

サイズ/号数/重さ

表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー
お修理

アイテム特徴

注意点

アイテム
品名/品番

上代（税込） 0
お包み 箱：SML ポーチ：有無 金具交換：○△×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩

サイズ/号数/重さ

表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー
お修理

アイテム特徴

注意点
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アイテム バレッタ
品名/品番 コラージュバレッタ wbar

上代（税込） 18000 19800
お包み 箱：L ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩,メタルパーツ ８センチバレッタ（金メッキ）

サイズ/号数/重さ モチーフ全体：４０×１０５mm前後 ー 重ため
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴 水晶をイメージした形の大振りのバレッタ。結婚式などの特別な席や、振り
袖、浴衣など和装に合わせるのもお勧めです。

注意点 落下により破損の恐れが有ります。多少重みが有ります。

アイテム バレッタ
品名/品番 ハートコラージュバレッタ wbar-sh

上代（税込） 18000 19800
お包み 箱：L ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩,メタルパーツ ８センチバレッタ（金メッキ）

サイズ/号数/重さ 30mm×100mm ー 重ため
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴
細身パーツとハートパーツを扇型にコラージュした 

大ぶりでキュートなデザイン 

注意点 落下により破損の恐れが有ります。多少重みが有ります。

アイテム バレッタ
品名/品番 スクエアカットバレッタ wbar-sq

上代（税込） 13000 14300
お包み 箱：L ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 ６センチバレッタ（金メッキ）

サイズ/号数/重さ 15×60mm ー 平均
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴 スクエアパーツが連なったシンプルなフォルムのデザイン

注意点 落下により破損の恐れが有ります。多少重みが有ります。

アイテム バレッタ
品名/品番 ４連しずくコラージュバレッタ wbar-s

上代（税込） 15000 16500
お包み 箱：L ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 ６センチバレッタ（金メッキ）

サイズ/号数/重さ 35mm×70mm ー 重ため
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴 しずく型パーツを扇型にコラージュしたデザイン

注意点 落下により破損の恐れが有ります。多少重みが有ります。

アイテム バレッタ
品名/品番 コラージュバレッタSS wbar-ss

上代（税込） 22000 24200
お包み 箱：L ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 10センチバレッタ（金メッキ）

サイズ/号数/重さ 110mm程度 ー 重ため
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴 小さなパーツが10~15こ程度連なった細身なデザイン

注意点 落下により破損の恐れが有ります。多少重みが有ります。
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アイテム ヘアクリップ
品名/品番 かたむきハート ヘアクリップ(左側用） whc-sh

上代（税込） 5000 5500
お包み 箱：M ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩,メタルパーツ 金メッキクリップ

サイズ/号数/重さ 25mm×55mm ー 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴 スライスハートをかたむけてあしらったデザイン

注意点 ハートパーツに無理な力を加えると破損の原因となります。

アイテム バレッタ
品名/品番 三連ハートバレッタ wbar-3sh

上代（税込） 14000 15400
お包み 箱：L ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 ６センチバレッタ（金メッキ）

サイズ/号数/重さ 25mm×70mm ー 平均
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴 スライスハートが３つ連なったポップなデザイン。

注意点 落下により破損の恐れが有ります。

アイテム バレッタ
品名/品番 ランダムカットスタッズバレッタ wbar-st

上代（税込） 18000 19800
お包み 箱：L ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩,メタルパーツ 10センチバレッタ（金メッキ）

サイズ/号数/重さ 20mm×110mm ー 重ため
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴
ランダムにカットされたパーツと 

スタッズパーツをコラージュした大ぶりなデザイン。 

注意点 落下により破損の恐れが有ります。多少重みが有ります。

アイテム バレッタ
品名/品番 ランダムカットSSショートバレッタ wbar-sss

上代（税込） 15000 16500
お包み 箱：M ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 5センチバレッタ(GP/RP)

サイズ/号数/重さ 10mm×50mm ー 重ため
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴 小さなパーツが5~7こ程度連なった細身なデザインの短めタイプ。

注意点 落下により破損の恐れが有ります。多少重みが有ります。

アイテム
品名/品番

上代（税込） 0
お包み 箱：SML ポーチ：有無 金具交換：○△×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩

サイズ/号数/重さ

表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー
お修理

アイテム特徴

注意点
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アイテム ネックレス
品名/品番 hinaネックレス wn-h1

上代（税込） 18000 19800
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 1０K(チェーン)・真鍮に本金メッキプレート

サイズ/号数/重さ 12x9mm(パーツ)・チェーン40~50cm ー 軽め
表/裏カラー マルチ/ゴールドカラー(プレート)

お修理 チェーンの長さ調節¥2000・交換¥4000(納期2週間~)

アイテム特徴 hinaシリーズ。小さなスクエアカットパーツをオリジナルの縁付きフレームに埋め込み 
フチがキラっとアクセントに光る小さなデザイン。

注意点 プレートは10Kではありません。入浴時などはできるだけ外してください。

アイテム ネックレス
品名/品番 コラージュネックレス wn-col

上代（税込） 27000 29700
お包み 箱：L ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏)・メタルボタン チェーン：金メッキ

サイズ/号数/重さ 長さ40~45cmの着用感(チョーカーサイズ） ー 重ため
表/裏カラー マルチ

お修理 チェーンの長さ調節¥2000・交換¥4000(納期2週間~)

アイテム特徴
手作業の磁器製パーツと、ヴィンテージボタンパーツをコラージュさせたボリューミーなデ
ザイン。手首に二重に巻き付けると重ね付けしたブレスレット風になります。夏はブレスレ
ットとして、冬はタートルネックなどに合わせるチョーカーとしての使用もお勧めです。

注意点 落下により破損の恐れが有ります。

アイテム ネックレス
品名/品番 RAYネックレス wn-rh

上代（税込） 19000 20900
お包み 箱：L ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 チェーン：金メッキ

サイズ/号数/重さ 長さ50cmの着用感 ー 重ため
表/裏カラー ゴールド(ハート)/赤

お修理 チェーンの長さ調節¥2000・交換¥4000(納期2週間~)

アイテム特徴
光線をイメージしたハート型のデザインは磁器でできており、上から全体に贅沢に金彩コーティング
がされており、使っていくうちに鼈甲色が強くなりアンティーク調になっていきます。シンプルなお
洋服やクラシックなお洋服へのアクセントとして。

注意点 ※多少の重みがあります　ゴールドは退色します（個体差あり）完全に抜けると鼈甲色になります。

アイテム ネックレス
品名/品番 バイカラーオーバルネックレス wn-bi

上代（税込） 20000 22000
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 14KGF製チェーン(1/20 14K)

サイズ/号数/重さ 10x8mm(パーツ)・チェーン40~50cm ー 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 チェーンの長さ調節¥2000・交換¥4000(納期2週間~)

アイテム特徴
小ぶりなオーバルモチーフに 

２色の釉薬が混ざったバイカラーデザインのネックレス。

注意点 入浴時などはできるだけ外してください。

アイテム ネックレス
品名/品番

上代（税込） 0
お包み 箱：SML ポーチ：有無 金具交換：○△×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩

サイズ/号数/重さ

表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー
お修理

アイテム特徴

注意点
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アイテム ピンバッチ
品名/品番 ランダムカットピンバッチ wb

上代（税込） 5500 6050
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩 金メッキ

サイズ/号数/重さ 20x15mm(厚み10mm )程度で個体差あり ー 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴 ランダムにカットされたピンバッチ。

注意点 落下により破損の恐れが有ります。

アイテム ピンバッチ
品名/品番 ランダムカット揺れピンバッチ wyb

上代（税込） 7000 7700
お包み 箱：S ポーチ：無 金具交換：×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩・アクリル顔料(裏) 金メッキ

サイズ/号数/重さ 20x15mm(厚み10mm )程度で個体差あり ー 軽め
表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー

お修理 お問い合わせください

アイテム特徴 ランダムにカットされた揺れるデザインのピンバッチ。

注意点 落下により破損の恐れが有ります。

アイテム
品名/品番

上代（税込） 0
お包み 箱：SML ポーチ：有無 金具交換：○△×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩

サイズ/号数/重さ

表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー
お修理

アイテム特徴

注意点

アイテム
品名/品番

上代（税込） 0
お包み 箱：SML ポーチ：有無 金具交換：○△×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩

サイズ/号数/重さ

表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー
お修理

アイテム特徴

注意点

アイテム
品名/品番

上代（税込） 0
お包み 箱：SML ポーチ：有無 金具交換：○△×

商品詳細
素材/金属 白磁・釉薬・金彩

サイズ/号数/重さ

表/裏カラー マルチ/コンクリートカラー
お修理

アイテム特徴

注意点
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