Profile

毎日忙しくしていても、友達の結婚式となれば爽やかに祝いたい。
悲しい席では、できるかぎり凛とした姿で亡くなった方を送りたい。
そんな瞬間にアクセサリーや小物が力添えできれば…。
shuòはそんな発想から生まれたブランドです。

［シュオとは...］
シュオは、星芽生と吉田直子のふたりが2011年 4月からはじめたブランドです。わたしたちは美
大時代に知り合い、卒業後は、星はジュエリーデザイナーとして、吉田は雑誌のライターとして
活動してきました。シュオは主に冠婚葬祭で使う小物やアクセサリーをハンドメイドで作っています。
皆さまの大切な時間のお供ができるよう、丁寧なものづくりを心がけていきたいと思っております。
［ブランド名について］
shuò（シュオ）は中国語です。日本語では朔と書き、朔は新月という意味。
新月の日は新しいことをはじめたり、願いごとをするのに適しているそうです。

○星 芽生

Meomi Hoshi

シュオ・デザイナー。東京都生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業。2004 年にジ
ュエリーブランド「pommier/ポミエ」を設立。ブライダルリングやジュエリーコレクションを展開中。
○吉田直子

Naoko Yoshida

シュオ・ディレクター。東京都生まれ。東京造形大学デザイン学科を卒業後、雑誌のライターをはじ
める。現在は、ライターやディレクター業のほかに、「YAECA」のプレスとしても活動している。

Store

Adress

shuò

〒150 - 0 0 22
東 京 都渋谷 区 恵 比 寿南 2-21-11

松坂屋

朝日ビル10 2
0 3 - 5725 -239 0

Open

水〜土 13:0 0 〜 19:0 0

恵比寿南１交差点

（ 定休日 日〜火）
E- mail

i n f o @ s h u o.j p n.c o m

HP

s h u o.j p n.c o m

SUNKUS

日比 谷 線
５番出口
三井住友銀行

KOMAZAWA ST.

Te l

東口
J R 山手線
EBISU
GARDEN
PLACE

JR 恵比寿
S K Y WA L K

渋谷
西口

shuo12007
Juzu (White × Light Blue /at Funeral)
20,520yen (19,000yen)

shuo12008
Juzu (Turquoise Blue & Navy /at Funeral)
20,520yen (19,000yen)

shuo12009
Juzu (Yellow & Yellow /at Funeral)
20,520yen (19,000yen)

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

ひとつ。天然石を使用したシュオのお数珠は、手

ひとつ。天然石を使用したシュオのお数珠は、手

ひとつ。天然石を使用したシュオのお数珠は、手

の甲に優しく生えます。

の甲に優しく生えます。

の甲に優しく生えます。

●素材

天然石（リバーストーン）
、
シルクタッセル

●素材

天然石（染めターコイズ）
、
シルクタッセル

●素材

天然石（オリーブジェイド）
、
シルクタッセル

●色
●サイズ

白×水色
直径約8.5㎝（タッセルまでの長さ約22㎝）

●色
●サイズ

ターコイズブルー ×紺
直径約8.5㎝（タッセルまでの長さ約22㎝）

●色
●サイズ

黄×黄
直径約8.5㎝（タッセルまでの長さ約22㎝）

※男性用は22,680円（税込）となります。

※男性用は22,680円（税込）となります。

※男性用は22,680円（税込）となります。

shuo11017
Juzu (Beige×Red/at Funeral)
9,720yen (9,000yen)

shuo11018
Juzu (Brown×Brown/at Funeral)
9,720yen (9,000yen)

shuo11019
Juzu (Off-White×Blue/at Funeral)
9,720yen (9,000yen)

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

ひとつ。ウッドビーズと天然石をあしらったシュ

ひとつ。ウッドビーズと天然石をあしらったシュ

ひとつ。ウッドビーズと天然石をあしらったシュ

オのお数珠は、手の甲に優しく映えます。

オのお数珠は、手の甲に優しく映えます。

オのお数珠は、手の甲に優しく映えます。

●素材
●カラー
●サイズ

●素材
●カラー
●サイズ

●素材
●カラー
●サイズ

ウッドビーズ、天然石、梵天房
ベージュ ×赤
直径約8.5㎝（梵天房までの長さ約15㎝）

ウッドビーズ、天然石、梵天房
茶×茶
直径約8.5㎝（梵天房までの長さ約15㎝）
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ウッドビーズ、天然石、梵天房
オフホワイト×青
直径約8.5㎝（梵天房までの長さ約15㎝）

shuo12034
Juzu (Wood × Leather / for Mens)
32,400yen (30,000yen+tax)

shuo12035
Juzu (Wood × Navy/ for Ladys)
29,700yen (27,500yen+tax)

shuo12036
Juzu (White Shell × Gray/ for Ladys)
20,520yen (19,000yen+tax)

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

ひとつ。天然木ライチを使用したシュオのお数珠

ひとつ。天然木白檀を使用したシュオのお数珠は

ひとつ。ホワイトシェルを使用したシュオのお数

は手の甲に優しく映えます。

手の甲に優しく映えます。

珠は手の甲に優しく映えます。お墓参りやお寺巡
りにも。

●素材
●色

天然木（ライチ）、合皮、刺繍糸
ブラウン×ミックスカラー

●素材

天然木（白檀）
、シルクタッセル、
刺繍糸、天然石

●素材

ホワイトシェル、シルクタッセル、
刺繍糸、天然石

●サイズ

直径約11㎝（組紐までの長さ約23cm）

●色
●サイズ

ブラウン×ネイビー
直径約10㎝（組紐までの長さ約20cm）

●色
●サイズ

ホワイト×グレー
直径約10㎝（タッセルまでの長さ約20cm）

※男性用は 33,480 円（税込）となります。

shuo12037
Juzu (Pink Shell × Pink/ for Ladys)
20,520yen (19,000yen+tax)

shuo14019
Juzu (Green×Mossgreen)
20,520yen (19,000yen+tax)

shuo14020
Juzu (Blue×Navy)
20,520yen (19,000yen+tax)

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

ひとつ。ピンクシェルを使用したシュオのお数珠

ひとつ。天然石を使用したシュオのお数珠は、手

ひとつ。天然石を使用したシュオのお数珠は、手

は手の甲に優しく映えます。お墓参りやお寺巡り

の甲に優しく生えます。

の甲に優しく生えます。

●素材

●素材

にも。
●素材
●色
●サイズ

ピンクシェル、シルクタッセル、
刺繍糸、天然石
ピンク×パープルピンク
直径約10㎝（タッセルまでの長さ約20cm）

●色
●サイズ

天然石（グリーンアベチュリン）
シルクタッセル
グリーン×モスグリーン
直径約8.5cm（タッセルまでの長さ約22cm）

※男性用は 22,680 円（税込）となります。
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●色
●サイズ

天然石（エンジェライト）
シルクタッセル
ブルー ×ネイビー
直径約8.5cm
（タッセルまでの長さ約22cm）

※男性用は 22,680 円（税込）となります。

shuo13023

shuo13024

Juzu (Smokey Quartz × Brown/at Funeral)

Juzu (Blackhorn × Mossgreen/for Mens)

20,520yen (19,000yen+tax)

22,680yen (21,000yen+tax)

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

略式のお数珠は、葬儀用に持っておきたい小物の

ひとつ。スモーキークォーツを使用したシュオの

ひとつ。ブラックホーンを使用したシュオのお数

お数珠は手の甲に優しく映えます。お墓参りやお

珠は手の甲に優しく映えます。お墓参りやお寺巡

寺巡りにも。

りにも。

●素材

天然石（スモーキークォーツ）
、
シルクタッセル、刺繍糸、天然石

●素材

ブラックホーン、シルクタッセル、
刺繍糸、天然石

●色
●サイズ

茶×茶
直径約8.5㎝（タッセルまでの長さ約22cm）

●色
●サイズ

黒×緑
直径約11㎝（タッセルまでの長さ約23cm）

shuo13019
Fukusa
(Black × Navy)
7,020yen (6,500yen+tax)
不祝儀袋を包む袱紗は弔事用に持っておきたい小
物のひとつ。2色のちりめんを美しくあしらい、ふ
っくら優しい印象の袱紗に仕上げました。
●素材
●色

ちりめん、キルト芯
黒×ネイビー

●サイズ

横20.5㎝×縦12㎝

※男性用は22,680円（税込）となります。

※女性用は20,520円（税込）となります。

shuo13020
Fukusa
(Cream × Lavender)
7,020yen (6,500yen+tax)

shuo13021
Juzu Bukuro
(Black× Navy/at Funeral)
4,860yen (4,500yen+tax)

shuo13022
Juzu Bukuro
(Cream × Lavender)
4,860yen (4,500yen+tax)

祝儀袋を包む袱紗は慶事用に持っておきたい小物

大切なお数珠を包むための専用袋。2色のちりめ

大切なお数珠を包むための専用袋。2色のちりめ

のひとつ。色のちりめんを美しくあしらい、ふっ

んを美しくあしらい、ふっくら優しい印象に仕上

んを美しくあしらい、ふっくら優しい印象に仕上

くら優しい印象の袱紗に仕上げました。

げました。

げました。

●素材
●色
●サイズ

●素材
●カラー
●サイズ

ちりめん、キルト芯
クリームホワイト×ラベンダー
横20.5㎝×縦12㎝

ちりめん
黒×ネイビー
縦17cm×横17cm
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●素材
●カラー
●サイズ

ちりめん
クリームホワイト×ラベンダー
縦17cm×横17cm

shuo11020
Fukusa
(Brown × Bluish Parple)
7,020yen (6,500yen+tax)

shuo11021
Fukusa
(Orange × Green)
7,020yen (6,500yen+tax)

shuo11022
Fukusa
(Navy × Green)
7,020yen (6,500yen+tax)

祝儀・不祝儀袋を包む慶弔両用の袱紗は持っておき

祝儀・不祝儀袋を包む慶弔両用の袱紗は持っておき

不祝儀袋を包む袱紗は弔事用に持っておきたい小

たい小物のひとつ。2色のちりめんを美しくあしら

たい小物のひとつ。2色のちりめんを美しくあしら

物のひとつ。2色のちりめんを美しくあしらい、ふ

い、ふっくら優しい印象の袱紗に仕上げました。

い、ふっくら優しい印象の袱紗に仕上げました。

っくら優しい印象の袱紗に仕上げました。

●素材
●色

ちりめん、キルト芯
茶×青紫

●素材
●色

ちりめん、キルト芯
橙×緑

●素材
●色

ちりめん、キルト芯
紺×緑

●サイズ

横20.5㎝×縦12㎝

●サイズ

横20.5㎝×縦12㎝

●サイズ

横20.5㎝×縦12㎝

shuo12015
Fukusa
(Gray × Yellow Green)
7,020yen (6,500yen+tax)

shuo12016
Fukusa
(Purple Red × Pink)
7,020yen (6,500yen+tax)

祝儀袋を包む袱紗は慶事用に持っておきたい小物

祝儀袋を包む袱紗は慶事用に持っておきたい小物

のひとつ。2色のちりめんを美しくあしらい、ふっ

のひとつ。2色のちりめんを美しくあしらい、ふっ

くら優しい印象の袱紗に仕上げました。

くら優しい印象の袱紗に仕上げました。

●素材
●色
●サイズ

●素材
●色
●サイズ

ちりめん、キルト芯
グレー ×黄緑
横20.5㎝×縦12㎝

ちりめん、キルト芯
赤紫×ピンク
横20.5㎝×縦12㎝
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shuo12010
Juzu Bukuro
(Brown × Bluish Parple/at Funeral)
4,860yen (4,500yen+tax)

shuo12011
Juzu Bukuro
(Orange × Green/at Funeral)
4,860yen (4,500yen+tax)

shuo12012

大切なお数珠を包むための専用袋。2色のちりめ

大切なお数珠を包むための専用袋。2色のちりめ

大切なお数珠を包むための専用袋。2色のちりめ

んを美しくあしらい、ふっくら優しい印象に仕上

んを美しくあしらい、ふっくら優しい印象に仕上

んを美しくあしらい、ふっくら優しい印象に仕上

げました。

げました。

げました。

Juzu Bukuro
(Navy × Green/at Funeral)
4,860yen (4,500yen+tax)

●素材
●カラー

ちりめん
茶×青紫

●素材
●カラー

ちりめん
橙×緑

●素材
●カラー

ちりめん
紺×緑

●サイズ

縦17cm×横17cm

●サイズ

縦17cm×横17cm

●サイズ

縦17cm×横17cm

shuo12013
Juzu Bukuro
(Gray × Yellow Green/at Funeral)
4,860yen (4,500yen+tax)

shuo12014
Juzu Bukuro
(Purple Red × Pink/at Funeral)
4,860yen (4,500yen+tax)

大切なお数珠を包むための専用袋。2色のちりめ

大切なお数珠を包むための専用袋。2色のちりめ

んを美しくあしらい、ふっくら優しい印象に仕上

んを美しくあしらい、ふっくら優しい印象に仕上

げました。

げました。

●素材
●カラー
●サイズ

ちりめん
グレー ×黄緑
縦17cm×横17cm

●素材
●カラー
●サイズ

ちりめん
赤紫×ピンク
縦17cm×横17cm
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shuo12031
Fukusa (Emerald Green × Purple)
13,500yen (12,500yen+tax)

shuo12032
Fukusa (Lavender × Light blue)
13,500yen (12,500yen+tax)

shuo12033
Fukusa (Navy×Mustard)
13,500yen (12,500yen+tax)

祝儀袋を包む袱紗は慶事用に持っておきたい小物

祝儀袋を包む袱紗は慶事用に持っておきたい小物

祝儀袋を包む袱紗は慶事用に持っておきたい小物

のひとつ。シルクとコットンの布地を彩りよく合

のひとつ。シルクとコットンの布地を彩りよく合

のひとつ。シルクとコットンの布地を彩りよく合

わせ、ふっくら優しい印象の袱紗に仕上げました。

わせ、ふっくら優しい印象の袱紗に仕上げました。

わせ、ふっくら優しい印象の袱紗に仕上げました。

●素材

シルク100%布、コットン布、
天然石（スモーキークォーツ）

●素材

シルク100%布、コットン布、
天然石（ムーンストーン）

●素材

シルク100%布、コットン布、
天然石（メノウ）

●色
●サイズ

エメラルドグリーン×パープル
横20.5cm×縦11.5cm

●色
●サイズ

ラベンダー ×ライトブルー
横20.5cm×縦11.5cm

●色
●サイズ

ネイビー ×マスタード
横20.5cm×縦11.5cm

shuo12038
Juzu Bukuro (Emerald Green×Purple)
8,640yen (8,000yen+tax)

shuo12039
Juzu Bukuro (Lavender×Light blue)
8,640yen (8,000yen+tax)

shuo12040
Juzu Bukuro (Navy×Mustard)
8,640yen (8,000yen+tax)

大切なお数珠を包むための専用袋。シルクとコッ

大切なお数珠を包むための専用袋。シルクとリネ

大切なお数珠を包むための専用袋。シルクとリネ

トンの布地を彩りよく合わせ、ふっくら優しい印

ン布地を彩りよく合わせ、ふっくら優しい印象に

ン布地を彩りよく合わせ、ふっくら優しい印象に

象に仕上げました。

仕上げました。

仕上げました。

●素材
●色
●サイズ

●素材
●色
●サイズ

●素材
●色
●サイズ

シルク100%布、コットン布、真鍮パーツ
エメラルドグリーン×パープル
横18㎝×縦10cm（ふたつ折りの状態で）

シルク100%布、リネン布、真鍮パーツ
ラベンダー ×ライトブルー
横18㎝×縦10cm（ふたつ折りの状態で）
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シルク100%布、リネン布、真鍮パーツ
ネイビー ×マスタード
横18㎝×縦10cm（ふたつ折りの状態で）

shuo11011
Ribbon Corsage (Navy)
15,660yen (14,500yen+tax)

shuo11012
Ribbon Corsage (Orange)
15,660yen (14,500yen+tax)

shuo11013
Ribbon Corsage (Black)
15,660yen (14,500yen+tax)

インドシルクとチュールを用いた、フラットで大

インドシルクとチュールを用いた、フラットで大

インドシルクとチュールを用いた、フラットで大

人っぽい印象のリボンコサージュ。耳まわりや、

人っぽい印象のリボンコサージュ。耳まわりや、

人っぽい印象のリボンコサージュ。耳まわりや、

まとめた髪の上にそっとあしらって。

まとめた髪の上にそっとあしらって。

まとめた髪の上にそっとあしらって。

●素材
●カラー

インドシルク、チュール、ヘアコーム
ネイビー

●素材
●カラー

インドシルク、チュール、ヘアコーム
オレンジ

●素材
●カラー

インドシルク、チュール、ヘアコーム
ブラック

●サイズ

縦 約11㎝×横 約15㎝

●サイズ

縦 約11㎝×横 約15㎝

●サイズ

縦 約11㎝×横 約15㎝

shuo11014 - N
Onyx Necklace (at Funeral)
32,400yen (30,000yen+tax)

shuo11014 - P
Onyx Piercing (at Funeral)
15,120yen (14,000yen+tax)

shuo11015
Clutch Bag (at Funeral)
43,200yen (40,000yen+tax)

深みのあるブラックオニキスを用いたネックレ

深みのあるブラックオニキスを用いたピアス。直

表地にはひかえめな花模様の生地を用いたオトナ

ス。直径約7㎜の少し大きめの珠が装いをシンプ

径約12㎜の少し大きめの珠が装いをシンプルに引

使用のクラッチバッグ。がま口部分に黒のコーテ

ルに引き締めます。留めの金具に黒のコーティン

き締めます。

ィングを施し、落ち着いた印象に。2種のタッセル

グを施し、落ち着いた印象に。

●素材
●サイズ

ブラックオニキス、
シルバーパーツ（ブラックコーティング）
首周り43㎝

が女性らしい。

●素材

ブラックオニキス、
シルバーパーツ（ブラックコーティング）

●素材

●サイズ
※イヤリングへの変更は19,980円（税込）になります。
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ポリエステル75%、コットン25%
タッセル２種、がま口、グログランリボン、
レーヨン紐（持ち手部分）
縦 約15㎝×横 約26㎝×幅 約2㎝

shuo15001
Black Formal Jaket [size:M]
59,400yen（55,000yen+tax）

shuo15002
Black Formal Skirt [size:M]
35,640yen（33,000yen+tax）

shuo15003
Black Formal Onepiece [size:S/M]
49,680yen（46,000yen+tax）

冠婚葬どちらでもご使用いただけるクラシックで

冠婚葬どちらでもご使用いただけるクラシックで

冠婚葬どちらでもご使用いただけるクラシックで

深みのある黒のフォーマルジャケットです。

深みのある黒のフォーマルスカートです。

深みのある黒のフォーマルワンピースです。袖部

shuo15002のスカートとセットアップでもご使用

shuo15001のジャケットとセットアップでもご使

分にアンティーク風のオリジナルボタンをつけ、

いただけます。

用いただけます。

全体の美しさを引き出します。

●素材

表地：絹 20％、綿80％
裏地：キュプラ 100％

●素材

表地：絹 20％、綿80％
裏地：キュプラ 100％

●素材

表地：絹 20％、綿80％
裏地：キュプラ 100％

●サイズ

着丈 約49cm、身幅 約47cm

●サイズ

ウエスト 約70cm、
着丈 約49cm、身幅 約47cm

●サイズ

着丈 S：約90cm M：約93cm
身幅 S：約56cm M：約59cm
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shuo11001
Pearl Necklace（Midium）
43,200yen（40,000yen+tax）

shuo12020
Pearl Necklace（Small）
45,360yen（42,000yen+tax）

shuo11002
Pearl Necklace（Large）
61,560yen（57,000yen+tax）

直径3㎜のパールを、ゴールドのチェーンにひと

小粒のパールをゴールドのチェーンにひとつひと

直径4㎜のパールを、ゴールドのチェーンにひと

つひとつ編み込み、華奢なK10チェーンと構成し

つ編み込んだ、繊細かつ存在感のあるパールネッ

つひとつ編み込んだ、繊細かつ存在感のあるパー

た優しい印象のパールネックレス。留め金部分に

クレス。

ルネックレス。留め金部分には、アンティークモ

は、アンティークモチーフの真鍮を使用。
●素材
●留め金
●首周り

合成パール、シルバーチェーン
（K18コーティング）
、K10チェーン
K10
約65㎝（パール部分含め約71㎝）

チーフの真鍮を使用。
●素材
●留め金
●首周り

合成パール、シルバーチェーン
（K18コーティング）
K10
55㎝

●素材
●留め金
●首周り

合成パール、シルバーチェーン
（K18コーティング）
真鍮（K14ゴールドフィールド）
約45㎝（パール部分含め約57㎝）

shuo11003
Pearl Bracelet
35,640yen（33,000yen+tax）

shuo11004
Pearl Necklace（Long）
37,800yen（35,000yen+tax）

shuo11005
Pearl Necklace（Short）
27,540yen（25,500yen+tax）

直径3㎜のパールを、ゴールドのチェーンにひと

直径2.5㎜の合成パールを、ゴールドのチェーンに

直径2.5㎜の合成パールを、ゴールドのチェーンに

つひとつ編み込んだ、ボリューム感のあるパール

ひとつひとつ編み込んだ、華奢なロングネックレ

ひとつひとつ編み込んだシンプルなネックレス

ブレスレット。留め金部分には、アンティークモ

ス。首から鎖骨にかけてはK10チェーンを使い、

は、カジュアルにも活躍。ロングネックレスとの

チーフの真鍮を使用。

さらなる繊細さを演出。

重ね着けもきれい。

●素材

●素材

●素材

合成パール、シルバーチェーン
（K18コーティング）
●留め金
真鍮（K14ゴールドフィールド）
●手首周り 約16㎝（パール部分含め約22㎝）

●留め金
●首周り

合成パール、シルバーチェーン
（K18コーティング）
、K10チェーン
K10
約80㎝（パール部分は約40㎝）
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●留め金
●首周り

合成パール、シルバーチェーン
（K18コーティング）
シルバー（K18コーティング）
約42㎝

shuo11006
Multicolored Necklace（Long）
37,800yen（35,000yen+tax）

shuo11007
Multicolored Necklace（Short）
27,540yen（25,500yen+tax）

shuo11008
Pink Coral Necklace (Long)
37,800yen（35,000yen+tax）

種類のマルチカラービーズを、ゴールドのチェー

7種類のマルチカラービーズを、ゴールドのチェ

ピンク珊瑚とクオーツを組み合わせて、ゴールド

ンにひとつひとつ編み込んだ、爽やかなロングネ

ーンにひとつひとつ編み込んだシンプルなネック

のチェーンにひとつひとつ編み込んだシンプルな

ックレス。首から鎖骨にかけてはK10チェーンを

レスは、カジュアルにも活躍。ロングネックレス

ネックレスは、女性らしくクラシックな印象。ロ

使い、さらなる繊細さを演出。

との重ね着けもきれい。

ングネックレスとの重ねづけもきれい。

●素材

●素材

●素材

●留め金
●首周り

カラービーズ、シルバーチェーン
（K18コーティング）
、K10チェーン
K10
約80㎝（ビーズ部分は約40㎝）

●留め金
●首周り

カラービーズ、シルバーチェーン
（K18コーティング）
シルバー（K18コーティング）
約42㎝

ピンク珊瑚（ミックスカラー）
・クオーツ・
シルバーチェーン（K18コーティング）
・

●留め金

Ｋ10チェーン
K10

●首周り

約80㎝

shuo11009
Pink Coral Necklace (Short)
27,540yen（25,500yen+tax）

shuo12024
Turquoise Necklace (Long)
37,800yen（35,000yen+tax）

shuo12025
Turquoise Necklace (Short)
27,540yen（25,500yen+tax）

ピンク珊瑚とクオーツを組み合わせて、ゴールド

直径2㎜ほどのターコイズを、ゴールドのチェー

直径2㎜ほどのターコイズを、ゴールドのチェー

のチェーンにひとつひとつ編み込んだシンプルな

ンにひとつひとつ編み込んだ、華奢なロングネッ

ンにひとつひとつ編み込んだ、シンプルなネック

ネックレスは、女性らしくクラシックな印象。カ

クレス。首から鎖骨にかけてはK10チェーンを使

レスは、カジュアルにも活躍。ロングネックレス

ジュアルもパーティにもきれいに付けられます。

い、さらなる繊細さを演出。

との重ね着けもきれい。

●素材

●素材

●素材

●留め金
●首周り

ピンク珊瑚（ミックスカラー）
・クオーツ・
シルバーチェーン（K18コーティング）
シルバー（K18コーティング）
約42㎝

●留め金
●首周り

ターコイズ、シルバーチェーン
(K18コーティング)、K10チェーン
K10
約80cm (ターコイズ部分は約40cm）

010

●留め金
●首周り

ターコイズ、シルバーチェーン
(K18コーティング)
シルバー (K18コーティング）
約42cm

shuo12026
Pielight Necklace (Long)
37,800yen (35,000yen+tax)

shuo12027
Pielight Necklace (Short)
27,540yen (25,000yen+tax)

shuo13018
Mix Pearl Necklace
33,480yen (31,000yen+tax)

直径2㎜ほどパイライトを、ゴールドのチェーン

直径2㎜ほどのパイライトを、ゴールドのチェー

何種類かのパールをミックスして、ゴールドチェ

にひとつひとつ編み込んだ、華奢なロングネック

ンにひとつひとつ編み込んだ、シンプルなネック

ーンに編み込んだ繊細なネックレス。微妙なうね

レス。首から鎖骨にかけてはK10チェーンを使い、

レスは、カジュアルにも活躍。ロングネックレス

りのあるデザインで首元に優しい印象を与えま

さらなる繊細さを演出。

との重ね着けもきれい。

す。

●素材

パイライト、シルバーチェーン
(K18コーティング)、K10チェーン

●素材

パイライト、シルバーチェーン
(K18コーティング)

●素材

ミックス淡水パール
シルバー（K18コーティング）

●留め金
●首周り

K10
約80cm（パイライト部分は約40cm）

●留め金
●首周り

シルバー (K18コーティング)
約42cm

●留め金
●首周り

シルバー（K18コーティング）
約42cm

shuo12029
Drop Pearl Necklace
37,800yen (35,000yen+tax)

shuo12030
Mix Pearl Bracelet
21,600yen (20,000yen+tax)

直径1〜2.5㎜程度の小ぶりなパールを、ゴールド

何種類かのパールをミックスして、ゴールドチェ

チェーンに編み込んだドロップのような繊細なネ

ーンに編み込んだ繊細なブレスレット。ドロップ

ックレス。

パールブレスレット（shuo12003）と重ね付けす
れば、より華やかな印象に。

●素材
●留め金
●首周り

シルバーチェーン(K18コーティング)、
淡水パール、合成パール
シルバー (K18コーティング)
約40cm (＋アジャスター金具5cm)

●素材
●留め金
●手首周り

シルバーチェーン(K18コーティング)、
ミックス淡水パール
シルバー (K18コーティング)
約16.5cm
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25,920yen (24,000yen+tax)

shuo12006
Drop Pearl Piercing
24,300yen (22,500yen+tax)

shuo12004
Drop Pearl Ring
21,600yen (20,000yen+tax)

直径1〜2.5mm程度の小ぶりなパールとミックス

直径1〜2.5mm程度の小ぶりなパールとミックス

直径1〜2.5mm程度の小ぶりなパールをゴールド

ビーズをゴールドチェーンに編み込んだドロップ

ビーズをゴールドチェーンに編み込んだドロップ

チェーンに編み込んだドロップのようなリング。

のようなブレスレット。

のようなピアス。

●素材

シルバー（ゴールドコーティング）
、
ミックスビーズ、淡水パール、合成パール

●素材

シルバー（ゴールドコーティング）
、
淡水パール、合成パール

●素材

シルバー（ゴールドコーティング）
、
淡水パール、合成パール

●留め金
●手首周り

シルバー（ゴールドコーティング）
12cm（＋アジャスター金具5.5cm）

●ピアス針
●サイズ

シルバー（ゴールドコーティング）
幅 約1〜2.5㎝

●サイズ

3 / 6 / 8 / 11 号の4サイズ

shuo12003
Drop Pearl Blacelet
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shuo13001
Moonstone Necklace
46,440yen (43,000yen+tax)

shuo13002
Moonstone Braceret
41,040yen (38,000yen+tax)

shuo13004
Moonstone Piercing
27,000yen (25,000yen+tax)

約7mmのムーンストーンと白珊瑚を組み合わせ、

約7mmのムーンストーンをひとつひとつチェー

約7mmのムーンストーンをひとつひとつチェー

華奢なチェーンに編み込んだ涼しげなネックレ

ンに編み込んだ涼しげなブレスレット。手首にさ

ンに編み込んだ女性らしさが際立つピアス。耳元

ス。光沢のあるシルク素材や、きれいな色の服に

りげなく添えるだけで全体の印象が華やぎます。

で優しく揺れるのが特徴です。

合わせると胸元の存在感が増します。
●素材

ムーンストーン、クリスタルビーズ、白珊瑚、
シルバーチェーン（K18コーティング）

●素材

ムーンストーン、クリスタルビーズ、
シルバーチェーン（K18コーティング）

●素材

ムーンストーン、クリスタルビーズ、
シルバー（K18コーティング）

●留め金
●首周り

真鍮（K14ゴールドフィールド）
約42cm

●留め金
●手首周り

真鍮（K14ゴールドフィールド）
約15〜16cm

●ピアス針
●サイズ

シルバー（K18コーティング）
横幅 約３cm

shuo13005
Sunstone Necklace
54,000yen (50,000yen+tax)

shuo13006
Sunstone Braceret
46,440yen (43,000yen+tax)

shuo13008
Sunstone Piercing
29,700yen (27,500yen+tax)

約7mmのサンストーンとシトリンを組み合わせ、

約7mmのサンストーンをひとつひとつチェーン

約7mmのサンストーンをひとつひとつチェーン

華奢なチェーンに編み込んだ色鮮やかで透明感の

に編み込んだ色鮮やかで透明感のあるブレスレッ

に編み込んだ女性らしさが際立つピアス。耳元で

あるネックレス。シンプルな服に合わせると胸元

ト。手首にさりげなく添えるだけで全体の印象が

優しく揺れるのが特徴です。

の存在感が増します。

華やぎます。

●素材

●素材

●留め金
●首周り

サンストーン、ガーネット、シトリン、
シルバー（K18コーティング）
真鍮（K14ゴールドフィールド）
約42cm

●留め金
●手首周り

サンストーン、ガーネット、
シルバー（K18コーティング）
真鍮（K14ゴールドフィールド）
約15〜16cm
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●素材
●ピアス針
●サイズ

サンストーン、ガーネット、
シルバー（K18コーティング）
シルバー（K18コーティング）
横幅 約3cm

shuo14013
Moonstone Bracelet
32,400yen (30,000yen+tax)

shuo14015
Pearl Bracelet
21,600yen (20,000yen+tax)

shuo13009
AkoyaPearl Necklace
108,000yen (100,000yen+tax)

約4ｍｍのムーンストーンと、色とりどりのビー

直径2.5mmのパールを、ゴールドのチェーンにひ

直径6〜6.5mmほどのアコヤパールを使用したネ

ズをひとつひとつチェーンに編み込んだ涼しげな

とつひとつ編み込んだシンプルなブレスレット。

ックレス。冠婚葬祭ともにお使いいただけます。

ブレスレット。手首にさりげなく着けるだけで全

細めのバングルと組み合わせると、華やかな印象

時間を経ても色褪せることのないアコヤ（和珠）

体の印象が華やぎます。

になります。

を使用。金具もオリジナルで制作しています。

●素材

ムーンストーン、ミックスビーズ、
シルバーチェーン（K18コーティング）

●素材

合成パール、
シルバーチェーン（K18コーティング）

●素材

アコヤパール（和珠）
淡水パールまたは白水晶（金具部分）

●手首周り

約15 〜 16cm

●留め金
●手首周り

シルバー（K18コーティング）
約16cm

●留め金
●首周り

シルバー（K18またはロジウムコーティング）
約43cm

shuo13010-1
Akoya Pearl Long Necklace
87,480yen (81,000yen+tax)

shuo13010-2
Tansui Pearl Long Necklace
43,200yen (40,000yen+tax)

shuo13011
AkoyaPearl Ring (Silver/Mat)
24,300yen (22,500yen+tax)

直径4mmほどのアコヤを使用したロングネック

直径4mmほどの淡水パールを使用したロングネ

直径8mmのアコヤパールを使用したシンプルな

レス。シックなワンピースやシャツなど装いを選

ックレス。シックなワンピースやシャツなど装い

シルバーリング（つや消し）。冠婚葬祭の際や普段

ばず、長さも90cmと110cmと2種類からお選びい

を選ばず、長さも90cmと110cmと2種類からお選

使いにもご使用いただけます。

ただけます。

びいただけます。

●素材
アコヤパール（和珠）
●首周り
90cm
※110cmにする場合は、100,000円（税込）になります。

●素材
淡水パール
●首周り
90cm
※110cmにする場合は、54000円（税込）になります。

●素材
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アコヤパール（和珠）
、シルバー
（ロジウムコーティング）
●サイズ
3/6/8/10/12 号
※K18（イエローゴールド／ホワイトゴールド）に変更
可能。価格は 39,960 円（税込）になります。

shuo13012
AkoyaPearl Ring (Silver/Gross)
24,300yen (22,500yen+tax)

shuo13013
AkoyaPearl Ring (Gold/Mat)
24,300yen (22,500yen+tax)

shuo13014
AkoyaPearl Ring (Gold/Gross)
24,300yen (22,500yen+tax)

直径8mmのアコヤパールを使用したシンプルな

直径8mmのアコヤパールを使用したシンプルな

直径8mmのアコヤパールを使用したシンプルな

シルバーリング（つやあり）。冠婚葬祭の際や普段

ゴールドリング（つや消し）。冠婚葬祭の際や普段

ゴールドリング（つやあり）。冠婚葬祭の際や普段

使いにもご使用いただけます。

使いにもご使用いただけます。

使いにもご使用いただけます。

●素材

●素材

●素材

アコヤパール（和珠）
、シルバー
（ロジウムコーティング）

アコヤパール（和珠）
、
シルバー（K18コーティング）

アコヤパール（和珠）
、
シルバー（K18コーティング）

●サイズ
3/6/8/10/12 号
※K18（イエローゴールド／ホワイトゴールド）に変更

●サイズ
3/6/8/10/12 号
※K18（イエローゴールド／ホワイトゴールド）に変更

●サイズ
3/6/8/10/12 号
※K18（イエローゴールド／ホワイトゴールド）に変更

可能。価格は 39,960 円（税込）になります。

可能。価格は 39,960 円（税込）になります。

可能。価格は 39,960 円（税込）になります。号

13015
AkoyaPearl Piercing
37,800yen (35,000yen+tax)

shuo13016
Set Pearl Piercing
22,680yen (21,000yen+tax)

shuo13017
Pearl × Crystal Piercing
33,480yen (31,000yen+tax)

直径5.5mmほどの淡水パールを２つ用いたピアス

直径6.5mmほどの淡水パールとハーキマー（水晶）

（イヤリング）
。動きのあるデザインで耳元をさり

の原石を使用したピアス（イヤリング）
。耳元に涼

直径8mmのアコヤパールを使用したシンプルな
リングは、シルバーとゴールドをご用意。冠婚葬
祭や普段使いにもご使用いただけます。

げなく演出します。

しげな印象を与えます。

●素材

●素材

●素材

アコヤパール（和珠）シルバー
（K18またはロジウムコーティング）
●ピアス針 シルバー（K18 または ロジウムコーティング）
※イヤリングは 42,120 円（税込）になります。
※ピアスはK18（イエローゴールド／ホワイトゴールド）に
変更可能。価格は46,440円（税込）になります。

●ピアス針

淡水パール、シルバー（K18または
ロジウムコーティング）
シルバー（K18または ロジウムコーティング）

淡水パール、ハーキマー（水晶）、シルバー
（K18または ロジウムコーティング）
●ピアス針 シルバー（K18または ロジウムコーティング）

※イヤリングは27,000円（税込）になります。

※イヤリングは37,800円（税込）になります。

※ピアスはK18（イエローゴールド／ホワイトゴールド）に

※ピアスはK18変更だと44,280yen（税込）になります。

変更可能。価格は32,400円（税込）になります。

015

shuo14001
Red Coral Necklace
37,800yen (35,000yen+tax)

shuo14005
Onyx Necklace
37,800yen (35,000yen+tax)

小粒の赤珊瑚をひとつひとつ丁寧に編み込んだ、

小粒のオニキスをひとつひとつ丁寧に編み込ん

軽やかな動きのある美しいネックレス。留め金の

だ、軽やかな動きのある美しいネックレス。留め

部分はローズクォーツと編み糸で、色と光を添え

金の部分はブルートパーズと編み糸で、色と光を

ました。

添えました。

●素材
●首周り

赤珊瑚、ローズクォーツ、コード糸、刺繍糸
約42cm

●素材

ブラックオニキス、ブルートパーズ、
コード糸、刺繍糸

●首周り

約42cm

shuo14002
Red Coral Piercing
24,300yen (22,500yen+tax)

shuo14006
Onyx Piercing
24,300yen (22,500yen+tax)

小粒の赤珊瑚をひとつひとつ丁寧に編み込んだ、

小粒のオニキスをひとつひとつ丁寧に編み込ん

軽やかな動きのある美しいピアス。赤珊瑚ネック

だ、軽やかな動きのある美しいピアス。オニキス

レスと合わせると、華やかなセットアップになり

ネックレスと合わせると、華やかなセットアップ

ます。

になります。

●素材
●ピアス針
●サイズ

赤珊瑚、シルバー（ゴールドコーティング）
シルバー（ゴールドコーティング）
幅 約1.5cm

●素材
●ピアス針
●サイズ

ブラックオニキス、
シルバー（ゴールドコーティング）
シルバー（ゴールドコーティング）
幅 約1.5cm
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shuo14007
Bangle (YG)
25,920yen (24,000yen+tax)

shuo14008
Bangle (RG)
25,920yen (24,000yen+tax)

shuo14009
Bangle (PG)
25,920yen (24,000yen+tax)

シンプルなデザインのイエローゴールドのバング

シンプルなデザインのホワイトゴールドのバング

シンプルなデザインのピンクゴールドのバングル

ルは、美しい手首を印象づけます。サイドにはさ

ルは、美しい手首を印象づけます。サイドにはさ

は、美しい手首を印象づけます。サイドにはさり

りげなく小粒のダイヤモンドが光ります。

りげなく小粒のダイヤモンドが光ります。

げなく小粒のダイヤモンドが光ります。

●素材

シルバー（ゴールドコーティング）
、
ダイヤ0.015ct

●素材

シルバー（ロジウムコーティング）
、
ダイヤ0.015ct

●素材

シルバー（ピンクゴールドコーティング）
、
ダイヤ0.015ct

●サイズ

全長約14cm

●サイズ

全長約14cm

●サイズ

全長約14cm

shuo14010
Bangle (YG)
19,980yen (18,500yen+tax)

shuo14011
Bangle (RG)
19,980yen (18,500yen+tax)

shuo14012
Bangle (PG)
19,980yen (18,500yen+tax)

シンプルなデザインのイエローゴールドの細いバ

シンプルなデザインのホワイトゴールドの細いバ

シンプルなデザインのピンクゴールドの細いバン

ングルは、ひとつでも美しく、ほかのブレスレッ

ングルは、ひとつでも美しく、ほかのブレスレッ

グルは、ひとつでも美しく、ほかのブレスレット

トと重ねてもきれい。サイドにはさりげなく小粒

トと重ねてもきれい。サイドにはさりげなく小粒

と重ねてもきれい。サイドにはさりげなく小粒の

のダイヤモンドが光ります。

のダイヤモンドが光ります。

ダイヤモンドが光ります。

●素材

●素材

●素材

●サイズ

シルバー（ゴールドコーティング）
、
ダイヤ0.005ct
全長約14cm

●サイズ

シルバー（ロジウムコーティング）
、
ダイヤ0.005ct
全長約14cm
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●サイズ

シルバー（ピンクゴールドコーティング）
ダイヤ0.005ct
全長約14cm

shuo15005
White Shell Necklace
35,640yen (33,000yen+tax)

shuo15006
Mat Silver Ring (Large)
22,680yen (21,000yen+tax)

shuo15007
Mat Silver Ring (Small)
20,520yen (19,000yen+tax)

涼しげな生成り色のシェルビーズを５本束ねた軽

光を浴びてきらめく砂のような、マットで存在感

光を浴びてきらめく砂のような、マットで存在感

やかで存在感のあるネックレス。ピンキーリング

のあるリング。全体は薄く仕上げ、女性らしく、

のあるリング。全体は薄く仕上げ、女性らしく、

にもなる天然石のついたパーツが彩りを添えま

まろやかでつけ心地よいリングです。

まろやかでつけ心地よいリングです。

●素材
●幅

す。天然石は３種類から選べます。
●素材

ホワイトシェル、天然石（ムーンストーン、
ブルートパーズ、ルチルクォーツ）

●素材
●幅

●サイズ

全長約77cm

●サイズ
3~5 / 5~7 / 7~9 / 9~11 / 11~13 号
※１点ずつ手作りのため、多少風合いが変わります。

●サイズ
3~5 / 5~7 / 7~9 / 9~11 / 11~13 号
※１点ずつ手作りのため、多少風合いが変わります。

shuo15009
Mat Ailver × Pearl Piercing (Large)
22,680yen (21,000yen+tax)

shuo15010
Mat Ailver × Pearl Piercing (Small)
18,360yen (17,000yen+tax)

shuo15012
Drop Pearl Pinky Ring
19,980yen (18,500yen+tax)

光を浴びてきらめく砂のようなピアス。マットな

光を浴びてきらめく砂のようなピアス。マットな

小粒なパールを３つならべて、美しく繊細なリン

プレートに優しいパールを合わせて、耳元に涼し

プレートに優しいパールを合わせて、耳元に涼し

グに仕上げました。ピンキーリングとしてご使用

げな印象を与えます。

げな印象を与えます。

ください。

●素材

●素材

●素材
●サイズ

シルバー（K18/ロジウム/PGコーティング）
淡水パール
※ピアスはK18変更だと32,400yen（税込）になります。
（PGは変更不可）

シルバー（K18/ロジウム/PGコーティング）
約1.7cm

シルバー（K18/ロジウム/PGコーティング）
淡水パール
※ピアスは K18 変更だと 28,080yen（税込）になります。
（PG は変更不可）
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シルバー（K18/ロジウム/PGコーティング）
約1.3cm

K18YG、淡水パール
3/5号

