Leather&Bag Collection

会場特別ご奉仕目玉

毛皮・バッグ

70%OFF
K18/Pt
サファイヤリング

K18サファイヤ
ブローチ

(2.91ct D：1.21ct)

(D：1.05ct)

㋱1,650,000 円を

㋱1,760,000 円を

298 ,000 円

K18南洋パールリング

Ptダイヤモンド
リング

（税込）

（税込）

オーストリッチハンドバッグ
㋱176,000 円を

52,800 円

㋱1,540,000 円を

㋱1,320,000 円を

228 ,000 円

228 ,000 円

（税込）

（税込）

マッスル＆ソウル ジュエリー

リルワンスター
ドリョク ナクシテ セイカ ナシ!!

①世界8ケ国の特許技術
②95％以上の方の筋出力の向上に成功！！
③臨床試験データ・エビデンス有り！！
④医療機器の取得（一部商品）
⑤オリンピック選手・プロ野球選手
プロゴルファー・芸能人等数百名の使用実績有り

K18WG
ルビーリング
(2.52ct D：0.40ct)

K18WGダイヤモンドブレスレット
(0.25ct)

㋱ 605,000 円を

168 ,000 円

（税込）

㋱1,100,000 円を

228 ,000 円

（税込）

K18PGダイヤモンド
ネックレス
(2.00ct)

K18アコヤパールネックレス
(9.0〜9.5mm 天然金色)
㋱ 880,000 円を

Collection

（税込）

(2.02ct)

168 ,000 円

（税込）

㋱ 825,000 円を

168 ,000 円

（税込）

J

2022

ewelry

（税込）

〈写真はイメージです。〉

(14.7mm D：0.22ct)

79,200 円

〈写真はイメージです。〉

298 ,000 円

シルクジャケット
㋱ 264,000 円を

7月14日（木）
・15日
（金）
限り
効果 筋出力の向上
根本的な体の痛み・歪みの改
善は筋肉をつけることが有効
とされています。
その根本的な
改善を目的として、
筋出力の向
上に成功しました。

技術 Lill（リル）加工
水に特殊な技術で高い圧力を
長時間に渡って加えることに
よりクラスターを構成してい
た水素結合を切断し、水分子
が活発に分子運動できる状態
を作ります。この活性化鉱水
を作り出すための「活性化鉱
水の製造方法及び装置」にて
商品を加工しています！
日本・アメリカ・ドイツ・イギリ
ス・フランス・イタリア・韓国・
台湾の世界8ケ国で認可され
た特殊技術
※日本特許 第1786552号

夏の大宝飾展
とき

ところ

安全 臨床データの
取得
筋出力の向上について
統計解析
1.握力
2.膝伸展筋力
3.座位両足スワッピングテスト
4.全身反応時間
5.選択反応時間（光）

安心 管理医療機器
の取得
厚生労働省が委託した
『独立行
政法人 医薬品医療機器総合機
構』
により製造販売される医療
機器が物質の有効性・安全性
等の観点から、
医療機器として
問題が無い商品であるかを審

7月14日

24日 10：00 18：00
TWINKLE 5階特設会場
〜

〜

ご あ いさ つ
拝啓

盛夏の候

あなた様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃よりご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
さて今回、ご好評をいただいております「夏のジュエリーフェア」を開催する運びとなりました。
コロナもまだまだの状況ではございますが、このひと時、綺麗な宝飾品で皆様に楽しい時間を
お届けできればと思います。

ご来場記念品
A、Bどちらかをお選び下さい。
ご来場確約品につき完全予約制となって
おります。必ず担当者までご予約下さい。
（ご予約なしでのご来場の場合、代品にてご容赦
をお願い致します。）

A

B

リンゴ果肉の甘さと
みずみずしさが魅力です。

信州りんごの
パウンドケーキ

エレガントな
デザインで
雨の日も華やかに。

化粧箱（95×187×55mm）入り

フラワーリース・晴雨兼用長傘

（全長：600mm、８本骨、生地：ポリエステル）

査し与えられる製品です。

佐世保市本島町4-7

お取引様おススメの逸品
「東京貴宝」

7月13日（水）
・14日（木）

お取引様おススメの逸品
「ナガホリ」
RYUアートの世界

＜同時開催＞

7月14日（木）〜17日（日）

何千、何 万回と、金を打ち込み、金と語らいながら、唯一無二の至宝
を創りあげていく。江戸時 代から金と歩みを進め、職 人技を継 承する
名工金工作家とともに数々の金工芸品を創り出してきました。
それは、普遍の価値を持つ純金の「至高の輝き」と、匠が磨き抜いた
「至高の技」との結晶に他なりません。
〈写真は全てイメージです。〉

大 判 、小 判
カジュアルライン

REVE（夢）とECLAT（輝き）に
想いを込めて世界中の様々な
感性を取り入れた奇跡（輝石）。

7月13日（水）〜15日（金）

7月13日（水）〜15日（金）

ペンダント、リング、ピア
スなどバリエーション豊
富です。

Émail Art

アニエスカK
彫刻家のカメオ作品。
カメオ界に新たな息吹を
もたらした作家。
独 特 な 作 風 に よりユ ニ
セックスで大好評をいた
だいています。

同時開催

純金製

エマイユアートの世界 〜美しき貴婦人たち〜

大判

純金製

(50g)

「エマイユ（èmail）
」
は、
様々な色が施された粉末状のガラスを表面に塗布し、
各色ごと
に絵付けと高温の釜入れを繰り返しながら制作される高度な技術を要する技法です。
歴史的にも非常に古く、有名なエジプト・ツタンカーメンの宝物などにもみることがで
きます。
長い歴史を経て、
その後ジュエリーとしても人気を得るようになりました。
一子相伝といわれるエマイユ技法は現在、
気品ある作風でその才能を発揮した作家、
ヘ
ンリ・シュロン（故人）から、娘のクリスティーヌ・シュロンへと受け継がれ、今もその伝
承は継承されています。
今回はそのクリスティーヌの作品を中心に、
普段は観ることができないそのコレクショ
ンを、
会場で多数ご紹介いたします。

根付

夏のパールコレクション

K18製

(8.0mm)

㋱ 61,600 円を

限定2 本

33,000 円

置物

（税込）

※チェーンは珠に貫通したスルータイプです。

クロチョウネックレス
(7.9〜10.8mm) ㋱ 440,000 円を

根付

(小・中・大)

K18アコヤペンダント

264,000 円

（税込）

※鑑別書作製は別途料金がかかります。

SVアコヤネックレス
(7.5〜8.0mm)

㋱ 242,000 円を

限定3 本

143,000 円

（税込）

※鑑別書作製は別途料金がかかります。

SVアコヤネックレス

日本の美の象徴である桜を
ダイヤモンドに咲かせました。専用のルーペで
のぞくと可憐な桜の花が浮かび上がります。

アスプレンディは、
魅せるピンキーリングを中心にした
日本初のジュエリーブランド。

(7.0〜7.5mm)

㋱154,000 円を

限定3 本

88,000 円

（税込）

※鑑別書作製は別途料金がかかります。

ＳＶパール
（アコヤ、南洋）ブローチ各種

50,000 円

（税込）〜

純金製
(7g)

出世兜

純金製
(7g)

たま雛

小判

(30g・10g)

純金製
(20g)

おめで鯛

