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ラグジュアリーゾーン／製品＆ブランド特集

NEW

ANNAMARIA CAMMILLI
［イタリア］ Italy

STRONG POINT
イタリア・フィレンツェを代表とする女性デザイナー
「アンナマリア・カッミッリ」
。ルネッサンス期から伝
わる伝統的な彫金仕上げと、ファッショナブルでモダンなジュエリーをご紹介。フェレンツェならではの「7
色のカラーゴールド」
とその独特な陰影を持つサテン仕上げ「フローレンス・スタイル」をぜひご覧ください
ませ。

取扱商品価格帯
WEB

ARISAWA GROUP LTD.
［日本］ Japan

上代 10万円～100万円
https：//www.annamariacammilli.com/index.php

STRONG POINT
私達は資産価値のあるナチュラルなファンシーカラーダイヤモンドに特化しています。高度なカットと研
磨の技術により、その美しさを最大限に発揮するものです。様々な色の競演をご堪能ください。
Arisawagroup is a new highly unique and dynamic company specialized totally in the
cutting and polishing of natural fancy colored diamonds.With our unique make we bring
out the maximun beauty from every single rough diamond by concentrating and enhancing
ite actual color.

取扱商品価格帯
WEB

下代 30万円～300万円
http：//www.arisawagroup.co.jp
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代理店 募集

CADEAUX GINKGO LTD.
［スイス］ Switzerland

STRONG POINT

NEW

代理店 募集

ラグジュアリーゾーン／製品＆ブランド特集

CHINA STONE CO., LTD.
［タイ］ Thailand

STRONG POINT

1975年創業のCADEAUX JEWELRYは、デザイナーTevin Baechtoldに率いられ、ハイスタンダードな
独創性やデザイン、職人技を展示し続けてきました。私たちのコレクションやユニークな作品には、ダイヤ
モンドを散りばめた独自の2-prong手法やイチョウの葉をジュエリーに取り入れたものがあります。その作
品の中には、IJTで展示予定のものもあり、とても個性的でユニークなデザインの商品も含まれています。
（訳）

業界で信頼性の最も高いサプライヤーから仕入れた高品質の天然ジェムストーンだけを、提供しています。
商品リストには、あなたにぴったりのサファイアやルビーなど様々なジェムストーンがあります。私たちは、
様々な色・比率・サイズを厳密に均一化・規格化して、正確にマシンカットされたジェムストーンを提供す
る会社です。1000万個以上のストックを備えているので、お客様のニーズを満たすことができます。
（訳）

CADEAUX JEWELRY established in 1975 has always displayed a high standard of
creativity, design and craftsmanship lead by our designer Tevin Baechtold. Our collections
and unique creations include our one of a kind 2-prong approach of setting diamonds and
the incorporation of the Ginkgo leaf in many Jewelry pieces, among many more individual
and uniquely designed items that will be presented at IJT

We only offer premium quality natural gemstones resourced from the most reliable
suppliers in the industry.Our inventory includes matching sapphires, rubies and other
precious stones.We are provider of precision machine-cut gemstones in a strictly
uniformed and calibrated array of colors, proportions and sizes.With over 10million stones
in stock we can meet almost demanding customers needs.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 10万円～
1975年
タイ、香港、スイス
https：//www.cadeauxjewelry.com

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 〜30万円
1997年
イタリア、アメリカ、中国
https：//www.echinastone.com
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NEW

CICADA

DAMASO MARTINEZ SRL

［アメリカ］ USA

［スペイン］ Spain

STRONG POINT
Cicada Jewelryでは、すべての作品がニューヨークで四半世紀にわたりジュエリーデザインの最前線に立っ
ている職人によって手作りされています。
（訳）
At Cicada Jewelry, each piece is handcrafted in New York City by master artisans who
have been at the forefront of jewelry design for a quarter of a century.

取扱商品価格帯
主要取引国
WEB

ラグジュアリーゾーン／製品＆ブランド特集

NEW

下代 30万円～
アメリカ、イギリス、イタリア
http://www.cicadajewelry.com

STRONG POINT
Damaso Martineは、
1970年に家族経営のジュエリーデザイン・製造会社を創立しました。創業以来、私
たちは実に美しいジュエリー作品を作り続けています。わずかな古典美と私たちの知識、そしてファッショ
ン業界の絶え間ない変化についていくことのできる最高品質の職人技を融合させています。
（訳）
Damaso Martinez founded this family-run, jewel design and manufacturing firm in 1970.
Since then, we have been creating the most exquisite pieces of jewellery.We combine a
hint of classicism with our know how and top quality craftsmanship with the ability to keep
up with the continuous changes in the fashion world.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 5万円～
1970年
中国、韓国、シンガポール
https：//damasomartinez.com/en/
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代理店 募集

DIAMRUSA LTD.
［タイ］ Thailand

Diamrusa Ltd. は1986年に創立されて、18金とプラチナジュエリーを専門にしてきました。この度、日
本で初めて展示されるブランド商品を発売します！ネットでのご注文も承ります。高品質なジュエリーを
ご覧にいらしてください。
（訳）
Diamrusa Ltd. was Found in 1986 and specialized in 18k & platinum jewelry, we release
brand items displayed for the first time in Japan! We take orders on site.Please visit us for
high quality jewellery.

設立
主要取引国
WEB
日本窓口

DIAMWILL BVBA
［ベルギー］ Belgium

STRONG POINT

取扱商品価格帯

ラグジュアリーゾーン／製品＆ブランド特集

NEW

下代 30万円～100万円
1986年
アメリカ、イタリア、アラブ首長国連邦
https：//www.diamrusa.com
DIAMRUSA LTD.／66/4 - 10 Soi Pramote（Yasu）, Surawongse Road.,
Bangrak, Bangkok 10500

STRONG POINT
私達は資産価値のあるナチュラルなファンシーカラーダイヤモンドに特化しています。高度なカットと研
磨の技術により、その美しさを最大限に発揮するものです。様々な色の競演をご堪能ください。
Diamwill is a new highly unique and dynamic company specialized totally in the cutting and
polishing of natural fancy colored diamonds. With our unique make we bring out the
maximun beauty from every single rough diamond by concentrating and enhancing ite
actual color.

取扱商品価格帯
WEB

下代 100万円～
https：//www.diamwill.com
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ラグジュアリーゾーン／製品＆ブランド特集

代理店 募集

FACET BARCELONA
［スペイン］ Spain

FIORE PREZIOSO
［日本］ Japan

STRONG POINT
FACET WONDERSIZEは、非常に革新的なマルチサイズ技術です。美しさを損なうことなく、サイズを3
段階まで変えることができる指輪です。D.LIGHTは、優れたカッティング技術により、シングルカットダイ
ヤモンドの外観を再現する独自のカットです。他にはない革新的な技術をぜひご覧ください！（訳）

STRONG POINT
今回は、フィオレプレシオッソオリジナルデザインの商品を数多く用意しています。是非会場でお確かめく
ださい。

FACET WONDERSIZE： The most innovative multisize technology.Rings that can
comfortably fluctuate up to 3 sizes without changing its aesthetics.D.LIGHT： an exclusive
cut that recreates the look of a single diamond due to its unique cutting technology.
Discover more about our exclusive and innovative technologies!

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 1万円～
1987年
フランス、スペイン、アメリカ
http：//facetbarcelona.com/

取扱商品価格帯

上代 30万円～300万円
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FREY WILLE GMBH & CO KG
［オーストリア］ Austria

STRONG POINT
1951年にウィーンの中心地で創立されたFREYWILLEは、
60年以上の間、ファイアーエナメルジュエリー
の芸術を先導しています。FREYWILLEのジュエリーの一番の魅力は、芸術的にデザインされた特有のファ
イアーエナメルです。何層にも重なっていて、焼き付けてあります。18ktゴールド＆ダイヤモンドを、24k
イエローゴールドまたはホワイトロジウム/パラジウムで焼き付けたジュエリーの2種類があります。
（訳）
Founded in 1951 in the heart of Vienna,FREYWILLE has been a leader in the art of fire
enamel jewellery for more than 60 years.The heart of each FREYWILLE jewelry piece is the
distinctive and artistically designed fire enamel that is applied in many layers and then
fired.Two ranges：18kt Gold & Diamond Edition and plated with either 24k yellow gold or
white Rhodium/Palladium jewellery.
取扱商品価格帯

上代 5万円～

設立

1951年

WEB

https：//shop.freywille.com/

ラグジュアリーゾーン／製品＆ブランド特集

NEW

HIRAMATSU HOLDINGS CO., LTD.
［日本］ Japan

STRONG POINT
日本のジュエリー宝石の品質の高さを紹介したく初出展いたします。是非、希少石や高品質の宝石の輝き
をお手にとってご覧ください。
We set up HIRAMATSU booth to introduce high-quality Japan's jewelry.Please visit our
booth for more our information.

取扱商品価格帯
WEB

上代 30万円～100万円
http：//www.k-hiramatsu.jp
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代理店 募集

HULCHI BELLUNI
［ベルギー］ Belgium

STRONG POINT
"オーナーの見守る中、クラシックで時代にとらわれないブランドの一つとして始まった我が社のラインは、
世界中で販売され大ヒットしたジュエリーブランド、モダンかつクラシックなコレクションで多様な魅力を
提供し、現在に至るまで発展してきました。Hulchi Belluniは、あらゆる人の、あらゆるテイストの、あらゆ
るシーンのためのコレクションです。
「女性による女性のためのデザイン」
（訳）
"

KASHIKEY CO., LTD.
［日本］ Japan

STRONG POINT
美しさで選び抜かれた、こだわりのダイヤモンド、フォーエバーマーク。カシケイ独自の展開プランをご紹
介いたします。

Under the watchfull eye of its owner, the line that started out as one of classic and
timeless pieces, has gradually turned into what it is today; a successful jewellery brand
sold all over the world, offering an appealing diversity of modern and classic collections.
Hulchi Belluni has a collection for everyone, for every taste and for every occasion.
"Designed by a woman for women."
取扱商品価格帯
主要取引国
WEB

上代 10万円～
日本、アメリカ、南アフリカ
http：//hulchibelluni.com/en/

取扱商品価格帯
WEB

上代 10万円～100万円
http：//www.kashikey.com/
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KAWAMURA CO., LTD.
［日本］ Japan

KAWAMURAは独自のジュエリーブランドで、日本独自のデザインの中心として珊瑚に特化しています。
珊瑚は昔から世界中で評価されており、希少種は日本の近くの太平洋にしか見られません。KAWAMURA
のジュエリーは、日本の貴重な珊瑚と伝統的な日本の技術と感性によって、日本の職人が手作りしたもの
です。
（訳）
KAWAMURA is an original jewelry brand focused on coral as the centerpiece for uniquely
Japanese designs.Coral has been valued worldwide since time immemorial, and the rarest
kinds are only found in the Pacific Ocean near Japan.KAWAMURA's jewelry pieces are
designed and handcrafted by Japanese artisans, using Japanese precious coral, and
traditional Japanese techniques and sensibilities.

設立
主要取引国
WEB
日本窓口

MATHON PARIS - JOAILLERIE DE FRANCE
［フランス］ France

STRONG POINT

取扱商品価格帯

ラグジュアリーゾーン／製品＆ブランド特集

代理店 募集

上代 10万円～
1981年
日本、中国、香港
http：//www.kawamurajewelry.com
（株）
KAWAMURA／高知県高知市福井町689-25

STRONG POINT
MATHON PARIS
（マットン・パリ）
は、パリの自社工房で限定版のジュエリーをデザイン・製造しているフ
ランスのブランドです。
フランスのセンスあふれるジュエリーをお望みの新しいパートナーを探しておりま
す。ブースでの注文も受け付けます。
Mathon Paris is a French brand that offers limited edition jewellery designed and made in
Paris in our own workshop.We look for new partners keen of the French taste jewellery.
We take orders on site.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

上代 30万円～
1931年
日本、中国、アメリカ
http：//www.mathon-paris.com
（株）
マットンジャパン／東京都千代田区隼町3-19 隼町MTビル9階
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NEW

MOUSSON ATELIER CO., LTD.
［タイ］ Thailand

代理店 募集

OLYMPUS ART MUCEVHERAT VE SAAT TICARET A.S. CO.
［トルコ］ Turkey

STRONG POINT
我がアトリエは、ジュエリー創作やジェムストーン収集に20年以上の経験を持つ専門家たちと、提携を結
ぶことで生まれました。現在のMousson Atelier は、代々続く伝統の中でも斬新な部分は維持しつつ、モ
ダンかつクラッシックなスタイルでジュエリーを作っています。デザインの斬新さや高品質は、我が社の基
本方針です。
（訳）

STRONG POINT
日本に初めて出展します。
（訳）
We are new in Japon market.

The atelier came into being as a result of an alliance of professionals with over 20years of
experience in creating jewelry and collecting unique gemstones.Today Mousson Atelier
preserves the family tradition of innovation and creates jewelry in a modern and classic
style.Innovation in design and manufacturing quality are the key principles of the company.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 10万円～
2008年
アメリカ、タイ、ロシア
http：//www.moussonatelier.com

ラグジュアリーゾーン／製品＆ブランド特集

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 5万円～
1989年
ドイツ、ロシア、アメリカ
http：//www.olympusart.com
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STENZHORN JUWELEN GmbH
［ドイツ］ Germany

STRONG POINT
Stenzhorn House of Jewelleryは世界中の女性と男性のライフスタイルジュエリーを、デザイン、ストー
ンカッティング、製造の全てを自社で手掛ける究極の高級ジュエリークリエイターです。Stenzhorns精巧
に作り上げられたジュエリーはパッション、官能、美しさへの感受性を現代の女性に捧げ続けます。
Stenzhorn House of Jewellery is the ultimate luxury jewelry creator,designing,manufacturin
g,distributing lifestyle products for women and men around the globe.Stenzhorns
meticulously crafted jewels reflect the passion for life,sensuality,and sensitivity for
beauty,dedicated to the modern women with the exquisite taste.

取扱商品価格帯
設立

上代 100万円～
1979年

主要取引国

香港、ドイツ、アラブ首長国連邦

WEB

http：//www.stenzhorn.com

日本窓口

TOKYO KIHO ECREVE
［日本］ Japan

Office Matsuo／1-1-30-307 Saito,Dazaifu, Fukuoka Prefecture 818-0139

STRONG POINT
現代ジュエリーをコンセプトに、世界中のデザイナーや職人とコラボレーションし、緻密かつ繊細な感度の
高いジュエリーです。 今回もハイクオリティーなラインの新作を発表致します。
We produce our brand ECREVE.This is high quality and luxury jewelry that concept is
modern jewelry.Our brand made of collaborat with designer and craftman from whole
world.

取扱商品価格帯
WEB

上代 30万円～
https：//www.ecreve.com/
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VANGELDER PARIS - JOAILLERIE DE FRANCE CO., LTD.
［フランス］ France

代理店 募集

ラグジュアリーゾーン／製品＆ブランド特集

VETS ALPHI DIAMONDS MANUFACTURING BVBA
［ベルギー］ Belgium

STRONG POINT

STRONG POINT

VANGELDERは1987年に設立したパリのクラフトハウスです。Joaillerie de Franceと[fabrique a
Paris]というブランドに認められた品質ノウハウで製品を提供します。Kimberley Processで紛争地域
からのダイヤモンドを使用しないと宣言した中でも、最も高価な材料と石を選びます。私たちのジュエリー
職人David VANGELDERが、最も美しい作品に命を与えます。
（訳）

Vets Alphiは100年の歴史がある家庭経営のダイヤモンドの会社で、最高のカットを施したダイヤモンド
を製造しています。Vets家は、いまでもダイヤモンドの製造を続けている会社の中で、もっとも歴史のあ
る会社の1つです。スター、メレダイヤモンドのハート＆アロー、理想的なカットを提供します。天然のダイ
ヤモンドのみ扱っています。品質の高いダイヤモンドをお求めにいらしてください。
（訳）

VANGELDER is a Parisian craft house since 1987.Committed to deliver a quality know-how
certified by the labels Joaillerie de France and [fabrique a Paris].We select the noblest
materials and stones while Kimberley Process, testifies that no diamond is from a conflict
zone.David VANGELDER accompanied by our jewelry artisans,give life to the most beautiful
creations.

Vets Alphi is a 100year old family diamond company which only produces the best cut
diamonds.The Vets family is one of the oldest diamond manufacturing families which are
still polishing diamonds.Stars and Melee Diamonds in Hearts & Arrows and Ideal cut.Only
natural untreated diamonds.Come and visit us to check our quality

取扱商品価格帯

上代 10万円～

取扱商品価格帯

主要取引国

フランス、日本

主要取引国

WEB

http：//www.vangeldercreation.com/en/jewelry-paris/

WEB
日本窓口

下代 5万円～
日本、スイス、ドイツ
http：//www.vetsalphi.com
Vets Alphi Diamonds Manufacturing／Hoveniersstraat 19 2018
Antwerpen Belgium

EUROPE

ヨーロッパ

イタリア… ………………………………………… 29
ドイツ……………………………………………… 51
その他……………………………………………… 58
トルコ／ポルトガル／フランス／ベルギー／リトアニア
イギリス／ポーランド／ラトビア／ロシア

AMERICAS

アメリカ

アメリカ… ………………………………………… 76
その他……………………………………………… 85
ベリーズ

ASIA OCEANIA

アジア・オセアニア

香港… …………………………………………… 88

EUROPE
ヨーロッパ

インド……………………………………………… 117
台湾……………………………………………… 128
タイ…………………………………………………136
イスラエル… …………………………………… 144
その他………………………………………………150
中国／オーストラリア／韓国／スリランカ／インドネシア
イラン／シンガポール／ニュージーランド／ネパール／マレーシア
ミャンマー

伝統の重みを今に伝えるクラシカルな高級ラインから
オリジナリティー溢れるハイデザインジュエリーまで
ヨーロッパ各国のコレクションが集まりました。
ヨーロッパのエスプリ漂うジュエリーを
是非お楽しみください。

※本仕入れガイドの掲載情報は、2018年10月19日現在のものです。この他にも多数の海外企業が出展いたします。
また、小間番号は展示会場で配布される会場案内図でご確認ください。
※各社のアピールポイント（日本語）のうち、文末に
「
（訳）
」
とあるものは、事務局にて翻訳した文章です。
問い合わせ先
国際宝飾展（IJT）事務局 リード エグジビジョン ジャパン株式会社
〒163-0570
東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階
TEL 03-3349-8503 FAX 03-3349-8523 E-mail ijt@reedexpo.co.jp
WEB https：//www.reedexpo.co.jp
INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO、IJTはReed Exhibitions が保有するサービス・マークであり、ライセンスに基づいて使用しています。
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NEW

代理店 募集

EUROPE

ヨーロッパ社名一覧
イタリア

その他

A.PERNICE DI ANTONIO PERNICE CO.

ANTIKISTANBUL LTD.… ………………… 58

…………………………………………………… 29

CEVHERUN MUCEVHERAT LTD.……… 59

ACCUSATO CAMMEI DI DOMENICO

FANTASIA JEWELLERY LTD.…………… 60

ACCUSATO…………………………………… 30

GALEIRAS… ………………………………… 61

AGEMINA GIOIELLI S.R.L. CO.… ……… 31

GORIS LTD.…………………………………… 62

BYSIMON ITALY LTD.… ………………… 32

INES BARBOSA LTD.… …………………… 63

CASCO SRL…………………………………… 33

EMMA&CHLOE……………………………… 64

COLPO & ZILIO SPA… …………………… 34

RAMBAUD SAS CORP… ………………… 65

DELLA MONICA ANTONIO……………… 35

ANTWERP CUT BVBA… ………………… 66

DI LUCA JAPAN CO., LTD.… …………… 36

IGC GROUP…………………………………… 67

DOMAR JEWELS… ………………………… 37

AMBER BY MAZUKNA - UAB GEMIMEX

ELIO RUSCHENA GOLDSMITH… ……… 38

…………………………………………………… 68

EMMEGI GIOIELLI CO.… ………………… 39

AMBER WORLD LTD.……………………… 69

EVA SRL… …………………………………… 40

STEPHEN FOSTER JEWELLERY LTD.… 70

FRABOSO SRL… …………………………… 41

AMBERSTREAM AMBER LINE CO.… … 71

GABRIELSI…………………………………… 42

GIRTS CIRULIS JEWELLERY DESIGN… 72

GAROFALO CAMMEI……………………… 43

SASONKO JEWELLERY HOUSE LLC…… 73

LE SIBILLE SRL……………………………… 44
MELI GIOIELLI……………………………… 45
MODA ITALIA / VITOLO JEWELRY
ARTISANS SRL……………………………… 46
PIETRO SIMONELLI CAMEOS SRL… … 47
RAFFAELE PERNICE CAMEOS… ……… 48
SATURNO SRL… …………………………… 49
VITIELLO CAMEOS SRL… ……………… 50
ドイツ
BE DOGON ART… ………………………… 51

STRONG POINT
7世代目という歴史をもつ我々は、サンゴとシェルカメオのマイクロ彫刻の作成に特化しています。繊細
で細部にこだわった我々の作品をご紹介するのを心待ちにしております。
（訳）
We are company present on the market for 7 generations,we are specialized in creating
coral and shell cameos micro-sculpture.We are waiting for you to admire the thousand
details present in our works.

EMIL WEIS OPALS KG… ………………… 52
FISCHER TRAURINGE… ………………… 53
GIORGIO MARTELLO MILANO………… 54
MICHAEL MICHAUD CO., LTD.………… 55
PERLEN YUKIE GMBH… ………………… 56
QUDO… ……………………………………… 57

※ラグジュアリーゾーンに出展している出展社の情報は
「ラグジュアリーゾーン 製品＆ブランド特集」
のコーナーに掲載しております。

主要取引国

日本、中国、イタリア

イタリア

A.PERNICE DI ANTONIO PERNICE CO.
［イタリア］ Italy

EUROPE

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

NEW

代理店 募集

AGEMINA GIOIELLI S.R.L. CO.
［イタリア］ Italy

STRONG POINT

STRONG POINT

ACCUSATO CAMMEI DI DOMENICO ACCUSATOは、カメオの世界的な首都、ナポリ、トッレ・デル・
グレーコにあるカメオの工場です。*Domenico Accusato
（1992年5月5日）は、故郷のトッレ・デル・グレー
コ
（Torre del Greco）
で1992年に彫刻修道士号を取得しています。彼はナポリの美術アカデミーの最初
の2年間に出席し、そこで彫刻芸術を経験しています。
（訳）

Agemina Gioielliは、現代的な手法でアンティークスタイルをもたらす
「芸術と工芸品のジュエリー」
を顧
客に提供することを使命とするParthenopeanの金細工会社です。私たちのコレクションは、私たちのア
イテムのすべてが
「手作り」
であり、ただ一つのものであることから、私たちの個人的な
「触れ合い」
をはっ
きりと示してくれます。
（訳）

ACCUSATO CAMMEI DI DOMENICO ACCUSATO is a very real factory company of Cameo
in Torre del Greco, Naples, Mondial Capital of Cameo.*Domenico Accusato（05/05/74）
develops his artistic talent in his home city of Torre del Greco where Engraver Master's
degree in 1992.He attended the first two years of the Academy of Fine Arts in
Naples,where he experiments with the sculptural arts.

Agemina Gioielli is a Parthenopean goldsmiths' company whose mission is to provide
customers with the best of 'Arts and Crafts jewellery' bringing antique style back in a
modern way.Our collections clearly show our personal 'touch' as every one of our items is
'handmade' and one of a kind.

主要取引国

日本、中国、香港

取扱商品価格帯
WEB

下代 10万円～100万円
http：//www.ageminajewels.com

イタリア

イタリア

ACCUSATO CAMMEI DI DOMENICO ACCUSATO
［イタリア］ Italy

代理店 募集

EUROPE
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海外ジュエリー仕入れガイド

NEW

代理店 募集

CASCO SRL

イタリア

イタリア

BYSIMON ITALY LTD.
［イタリア］ Italy

代理店 募集

［イタリア］ Italy

STRONG POINT

STRONG POINT

希少なハンドメイドジュエリー。IJT限定の購入特典：卸売価格から50％オフ。ぜひ高品質かつ最高級なジュ
エリーを見にお越しください。
（訳）

私たちはイタリアの工場で作られた新作のカメオと珊瑚、そしてイタリアの金細工職人によって作られた
これらの素材のシルバーとゴールドのジュエリーをご紹介いたします。
（訳）

Rare handmade jewellery.Limited purchase bonus only at IJT：50% OFF from Wholesale
price.Please visit us for high quality and most luxurious jewellery!

We release brand new cameos and coral from our factory in Italy and jewellery made with
these stones in silver and gold by our experienced goldsmith in Italy.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 1万円～5万円
1970年
イタリア、中国、スペイン
https：//www.bysimon.it/

取扱商品価格帯
設立

下代 〜100万円
1928年

主要取引国

イタリア、アメリカ、日本

WEB

http：//www.cascosrl.it

日本窓口

スタジオ・ラーロ／東京都渋田区東1-13-1

EUROPE

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

STRONG POINT
1978年以来、Colpo＆Zilioは、ダイヤモンドや宝石の有無にかかわらず、真珠のネックレスやブレスレット、
またはファインジュエリーのパーツとなる、金、銀、プラチナのロブスタークロウ、留め金、フックなどのデ
ザインと製造に特化しています。すべての製品がイタリアで作られており、ユニークで洗練された優雅さが
あります。ぜひ当社のウェブサイトをご覧ください。www.colpoezilio.com（訳）
Since 1978,Colpo & Zilio has been specialized in the design and creation of lobster claw
closures and clasps, and hooks in gold, silver and platinum, to be applied to necklaces and
bracelets of pearls or to pieces of fine jewellery with and without diamonds and gems.
Each product is made entirely in Italy with unique refinement and elegance.Please have a
look on our website：www.colpoezilio.com.
取扱商品価格帯
主要取引国
WEB

DELLA MONICA ANTONIO
［イタリア］ Italy

上代 1万円～30万円
アメリカ、ドイツ、イタリア
https：//www.colpoezilio.com

STRONG POINT
Della Monica社は現在の第4世代まで、父から息子へと引き継ぎ活動を続けています。長年の経験から、
私たちはあらゆるニーズに対応した製品を提供することができます。当社は、職人によるカメオ、サンゴ、
真珠、貴石、半貴石のシルバーとゴールドジュエリーの製造、販売を行っています。
（訳）
The company Della Monica continues an activity that is handed down from father to son
until the current fourth generation.The experience gained over the years allows us to
provide products for all needs.The company consists of artisanal and commercial activity
of cameos,corals, pearls,precious and semi-precious stones mounted on silver and gold.

主要取引国
WEB

イタリア、フランス
http：//www.antoniodellamonica.it

イタリア

イタリア

COLPO & ZILIO SPA
［イタリア］ Italy

代理店 募集

EUROPE
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海外ジュエリー仕入れガイド

DOMAR JEWELS
［イタリア］ Italy

STRONG POINT
イタリア、トッレ・デル・グレコにある老舗カメオメーカー「diluca社」のカメオアクセサリーブランド
[CAMEO ITALIANO]をご紹介いたします。カメオの持つエレガントさはそのままに、トレンドをふまえ
た デザインのカメオアクセサリーを取り揃えました。

STRONG POINT
Domar Gioielliは、あらゆるニーズに合わせてハンドメイドのジュエリーを作り表現する若い会社です。ネッ
クレス、ペンダント、ブレスレット、イヤリング、リングは、当社がその創造性とアイデアの融合を表現する
手段です。
（訳）
Domar Gioielli is a young company that expresses itself by creating handmade jewelry for
every need.Necklaces,pendants, bracelets,earrings and rings are the means by which the
company expresses its creativity and eclecticism.

取扱商品価格帯
WEB

上代 1万円～30万円
http：//www.cameoitaliano.it/

WEB

http：//www.domarjewels.com

イタリア

イタリア

DI LUCA JAPAN CO., LTD.
［イタリア］ Italy

EUROPE

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
代理店 募集

STRONG POINT
私たちの作品は言葉では言い表せません。あなた自身の目でご覧になってください。それぞれの宝石が、す
べての美しいものを愛するイタリアの金細工職人としての私の生き方を反映しています。花のリング、景
色のネックレス、ペットの穿刺など、ひとつひとつすべてに情熱を込めて作っています。
（訳）
Our works can not be explained.You must discover them by yourselves.Each jewels reflects
my way of living as Italian goldsmith who loves beauty everywhere.Flowers rings,Landscapes
necklaces,Pets pierces,all made one by one and by passion.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

EMMEGI GIOIELLI CO.
［イタリア］ Italy

上代 5万円～30万円
1979年
日本、イタリア
http：//www.elioruschena.com
JEWELLERY KOBAYASHI（株）／1-2-23 Minamimachi Mito Ibaraki Japan
310-0021

STRONG POINT
Marco Garezziniは数少ない、フィレンツェのジュエリー学校の伝統を受け継ぐ一人です。彼の最高のフィ
レンツェの金細工師としての巧みなプラチナハンドクラフト作品から手に入れた40年以上の宝石工芸の
経験は、マエストロ・アルティジアーノ・オーラ "ゴールドスミス・マスター"の権威ある証明書を得ています。
（訳）
Marco Garezzini one of the last heirs of the classical Florentine school of jewelry.His more
than 40 years of experience in the art of jewelry,handed on from the best Florentine
goldsmith masters and his skillful platinum handworks earning him a prestigious certificate
of Maestro Artigiano Orafo "Goldsmith Master.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 30万円～
1991年
日本、ドイツ、オーストラリア
http：//www.emmegigioielli.it

イタリア

イタリア

ELIO RUSCHENA GOLDSMITH
［イタリア］ Italy

EUROPE
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海外ジュエリー仕入れガイド
代理店 募集

FRABOSO SRL
［イタリア］ Italy

STRONG POINT
Evanuevaの宝石は、クラシックジュエルにエスニックテイストとエキセントリックなテイストをミックス
させた現代的進化をコンセプトとしています。それは常にシックで、最新のトレンドにもマッチしています。
（訳）
Evanueva jewel is a modern evolution of the concept of the classi jewel mixing ethnic and
eccentric tastes.It's always chic and in keeping with the latest trendy.

取扱商品価格帯
主要取引国
WEB

下代 5万円～30万円
アメリカ、日本、ベルギー
http：//www.evanueva.it

STRONG POINT
MARCO FRABOSOによってデザインされたシルバージュエリーブランド
コンセプトは「魅力的でエレガントな女性らしい美の追求」
カジュアルにもハレの日にも身に着けたいジュエリーです。
・ブースの見どころ
イタリアならではのデザイン性をネックレス・ブレスレット・リング・ピアス・イヤリングのフルアイテム
で展開し世界観を表現します。新作も多数展開予定です。

取扱商品価格帯
設立
日本窓口

上代 1万5千円
1985年
株式会社 日欧貿易

イタリア

イタリア

EVA SRL
［イタリア］ Italy

EUROPE
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代理店 募集

代理店 募集

GAROFALO CAMMEI
［イタリア］ Italy

STRONG POINT
35年の間、私たちはシルバー925と18ktゴールドのオールハンドメイドのイタリアンファッションジュエ
リーを製造しています。
（訳）
For 35 years we produce totally hand made Italian fashion jewelry in silver 925 and 18kt
gold.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 1万円～10万円
1984年
日本、中国、韓国
http：//www.gabrielsi.com

STRONG POINT
ガロファロは、イタリアカメオの大巨匠ジェンナーロ・ガロファロ率いる作家ファミリーです。1954年から
最高峰の芸術性を持つ手彫りカメオを制作。また世界で初めてシェルカメオにプレタポルテの哲学を取り
入れ、トレンドと伝統とを融合したファッショナブルなカメオジュエリーを紹介しています。芸術家ジェン
ナーロの精神を引き継ぎ、イノベイティブなトレンドセッターであり続けます。
Garofalo is a brand of cameo jewellery which was founded by a family of engravers and led by
Maestro Gennaro Garofalo.Trendy and modern design collections meet the high engraving
techniques.Since 1954,Garofalo has always created a current of modernity.Traditional,but modern,
classic,but innovative - this is the secret of Garofalo - beyond all the materials...you sculpt the soul.

取扱商品価格帯

下代 1万円～

イタリア

イタリア

GABRIELSI
［イタリア］ Italy

EUROPE
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代理店 募集

代理店 募集

STRONG POINT
私たちの会社は、
1990年にローマ
（バチカン市国）
で生まれて以来、古代マイクロモザイク技術で宝石を生
産している世界で唯一のユニークな会社です。高品質で最も豪華なジュエリーを見に来てください！（訳）
Our Company is the first and unique company all over the world,produces jewels with the
ancient MICROMOSAIC technique borned in Rome（Vatican City）,since 1990.Please visit
us for high quality and most luxurious jewellery!

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

MELI GIOIELLI
［イタリア］ Italy

上代 30万円～300万円
1990年
日本、中国、香港
https：//www.lesibille.it
トランシップジュエリー／4-13-6, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001

STRONG POINT
50年以上にわたり、MELI GIOIELLIはフィレンツェの金細工に使用される古代からの高貴な伝統を、最高
レベルで受け継いでいます。使用する主な職人技は、エトルリアのマードレヴィタートと透かし彫りです。
ご注文は会場で承ります。ぜひブースにお越しのうえ、高品質で豪華なジュエリーをご覧ください。
（訳）
For over 50 years,MELI GIOIELLI has interpreted,at the highest levels, the ancient and
noble traditions in Florentine Gold workmanship.The main artisan techniques：the
ETRUSCAN MADREVITATO and OPENWORK-ENGRAVING.We take orders on site.Please
visit us for high quality and most luxurious jewellery!

取扱商品価格帯
主要取引国
WEB

下代 1万円～
イタリア、韓国、日本
http：//www.meligioielli.com

イタリア

イタリア

LE SIBILLE SRL
［イタリア］ Italy

EUROPE
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海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

NEW

STRONG POINT
私たちのジュエリーは、今日の様々な文化からインスピレーションを取り入れつつイタリアの古典的なデ
ザインを提供しています。私たちのコレクションは革新的なデザインと熟練した職人技の結晶です。私た
ちはラグジュアリージュエリーの職人になるべく努力しています。
（訳）
Our Jewelry draws inspiration from today's different cultures while delivering the classic
exactness of Italian Design.Our collection is the fruit of innovative designs and skilled
craftsmanship.We strive to be Artisans of Luxury!

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

PIETRO SIMONELLI CAMEOS SRL
［イタリア］ Italy

上代 30万円～300万円
1988年
アメリカ、日本
http：//www.vitolojewelryartisans.com

STRONG POINT
イタリアの手彫りのシェルカメオ。
アーティスト名：Pietro Simonelli
（訳）
Hand carved shell cameos from Italy.Artist name：Pietro Simonelli

取扱商品価格帯
主要取引国
WEB

下代 1万円～30万円
日本、イタリア
http：//www.pietrosimonelli.com/laboratorio/

イタリア

イタリア

MODA ITALIA / VITOLO JEWELRY ARTISANS SRL
［イタリア］ Italy

EUROPE
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海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

代理店 募集

STRONG POINT
日本で初めてカメオを宝石としてだけではなく、家の中の美のオブジェクトとして披露します。Raffaele
Perniceによる新しいアイデアです。
（訳）
use the cameo not only as a jewel but as an object of beauty for the home,the firsth time
in Japan,new idea by Raffaele Pernice

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

SATURNO SRL
［イタリア］ Italy

上代 10万円～30万円
1964年
日本、アメリカ、イタリア
http：//raffaelepernice.com

STRONG POINT
サツルノ社は洗練された技術で細部にまでこだわった商品を作り世界中で扱われています。
・ブースの見どころ
細部にまでこだわって作られたペンダントトップ・ピンブローチ・カフス・キーホルダー等
男性向け・女性向けに拘わらずラッキーモチーフ・音楽・スポーツ・乗り物・干支・季節、等のオケージョンに
合わせたカテゴリーでご用意しております。

取扱商品価格帯
設立
日本窓口

上代 1万2千円
1973年
株式会社 日欧貿易

イタリア

イタリア

RAFFAELE PERNICE CAMEOS
［イタリア］ Italy

EUROPE
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NEW

代理店 募集

イタリア

VITIELLO CAMEOS SRL
［イタリア］ Italy

代理店 募集

BE DOGON ART
［ドイツ］ Germany

ドイツ

STRONG POINT

STRONG POINT

私たちは素晴らしいカメオを実現するために最高品質の貝を選んでいます。私たちの創造物はずっと昔に
生まれましたが、今日では精密さ、製造性、芸術性において非常に高いレベルにあります。私たちは顧客か
らの注文を尊重するプロです。私たちは販売から販売後のケアまで丁寧に行います。チャット窓口：
whatsapp、instagram、wechat、facebook、website、
「VITIELLO CAMEOS」でお探しください。
（訳）

「be collection」とは、ゴールド、ダイヤモンド、スターリングシルバーと黒檀、角を組み合わせて作られた
ジュエリーです。この自然素材を大胆に仕上げた現代的なジュエリーは、幾何学的でも不規則的でもあり、
カジュアルでもフォーマルな服装でも合わせられます。
「be collection」
は25カ国以上の450店舗で販売
されています。
（訳）

We choose the best quality sea shell to realize amazing cameos.Our creativity was born a
long time ago and today is in very high leve, about precision, manufacturing and artistic
side.We are very professional to respect our customer order.Our kind customer care is
during and after selling.Easy chat at：whatsapp,instagram,wechat,facebook,website,
everywhere our name is only VITIELLO CAMEOS.

be is a collection of jewellery made from ebony and horn combined with gold,diamonds
and sterling silver.This range of contemporary jewellery made from natural materials into
bold forms,both geometric and irregular, can be worn to accessorise both casual and
formal attire.Today,the be collection is sold in 450 stores in over 25 countries.

主要取引国
WEB

日本、中国、韓国
http：//www.vitiellocameos.com

取扱商品価格帯
設立

上代 1万円～5万円
1093年

主要取引国

イタリア、フランス、アメリカ

WEB

http：//www.dogonart.de

EUROPE
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海外ジュエリー仕入れガイド

EMIL WEIS OPALS KG
［ドイツ］ Germany

FISCHER TRAURINGE
［ドイツ］ Germany

ドイツ

ドイツ

STRONG POINT
EMIL WEIS OPALSは3代目のJuergen Schuetzのもと、112年以上も前の伝統に裏付けされた、様々
な種類の高品質なオパールのユニークなコレクションがございます。オーストラリアとメキシコの鉱山事
業とパートナーシップを結んだことにより、高品質のラフオパールを安定して提供します。
（訳）

STRONG POINT
新作発表。
A new desigen is released.

EMIL WEIS OPALS, managed in the third generation by Juergen Schuetz,is looking back on
a more than one hundredandtwelve years old tradition,which guarantees a unique
collection of all kinds of quality opals.Established partnerships in the mining business in
Australia and Mexico secure a steady and constant supply with quality rough opal.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

下代 1万円～300万円
1905年
日本、中国、アメリカ
http：//www.emilweisopals.com
Masanobu AKATSUKA／365-6 Oya-Hongo, Ageo-city, Saitama, postal
code 362-0044

取扱商品価格帯
WEB
日本窓口

上代 10万円～100万円
http：//www.fischer-trauringe.jp
Neoplan International KK／2 - 18 - 19 - 201 Shinyokohama, Kohoku - Ku
Yokohama, Kanagawa, 222-0033 Japan
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NEW

代理店 募集

GIORGIO MARTELLO MILANO
［ドイツ］ Germany

NEW

MICHAEL MICHAUD CO., LTD.
［ドイツ］ Germany

ドイツ

ドイツ

STRONG POINT
Giorgio Martello Milanoは国際的ブランドとして確立され、国際的な都市であるミラノに刺激を受けて
います。この活気に満ちていてスタイリッシュな大都市は、我々の国際的なデザインチームが、925スター
リングシルバーで作られたユニークなジュエリーを開発する、出発点となりました。洗練されたGiorgio
Martello Milanoのシルバージュエリーは人気を博し、常に流行の最先端にいます。
（訳）
Giorgio Martello Milano was established as an international brand and inspired by Milan,
the cosmopolitan city.This vibrant and stylish metropolis is the starting point for our
international design team to develop the unique jewelry made with 925 sterling silver.The
sophisticated Giorgio Martello Milano silver jewelry covers the popular in vogue,is always
one step ahead of the market.
取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 1万円～5万円
2004年
ドイツ、スイス、オーストリア
http：//www.giorgiomartello.com

STRONG POINT
日本でMichael Michaudブランドを再スタートさせます。天然素材のハンドメイドジュエリーで、ニュー
ヨークで作られ、ユニークで特別、世界の中でも限られた店舗でのみ販売しております。
（訳）
Relaunch of Michael Michaud Brand in Japan.Hand Made Jewellery, cast from natural
elements,Made in New York Unique and Special,available only in selected stores around
the world.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

上代 1万円～10万円
1997年
アメリカ、ドイツ、イギリス
http：//www.michael-michaud.com
Francjour Co. Ltd.／3-19-1 Yasakadai, Suma-Ku, Kobe
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海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

PERLEN YUKIE GMBH

代理店 募集

GIRLS

QUDO

［ドイツ］ Germany

［ドイツ］ Germany

ドイツ

ドイツ

STRONG POINT

STRONG POINT

新作THネックレス：ドイツ姉妹社パーレン・ユキ（株）と共同製作の“DMPYブランド”は異なる発想が融合
してファッションセンス溢れる商品が生まれます。ヨーロッパのトレンドと個性的なアイデアが詰まった
製品は、アクセサリー感覚で装う本物志向の大人の遊び心を満たします。
DMPY Brand Jewellery Collection：Unique and exclusive brands jewellery by PY original
Design & Works

WEB
日本窓口

http：//www.dandmpearl.co.jp
（株）
ディアンドエムパールカンパニー／東京都新宿区四谷4-24

クドはデザインから製造までドイツで行なっています。 スワロフスキーのトップをリングやブレスレット
等に「着せ替え」
できる、INTERCHANGEABLEが最大の特徴です。厳選された素材とドイツの職人が考え
抜いた技とデザインでカスタムジュエリーのトップブランドです。今回はアジア初となる日本での販売が
スタートすることとなりました。この機会に是非INTERCHANGEABLEを体験してください。
QUDO products are designed and manufactured in Germany.Their most remarkable
feature is the ability to interchange Swarovski tops. This is a top brand in custom jewelry
produced from carefully selected materials using superior technology and design
developed by German craftsmen. It is QUDO's first appearance in Asia.Don't miss this
unique opportunity to experience the world of INTERCHANGEABLE!
取扱商品価格帯

御苑ハイム3F

WEB
日本窓口

上代 〜1万円
https：//www.qudo.jp/
レアケー株式会社／〒231-0861 横浜市中区元町2-90北村ビル1階 LEA.K
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代理店 募集

代理店 募集

ANTIKISTANBUL LTD.
［トルコ］ Turkey

CEVHERUN MUCEVHERAT LTD.
［トルコ］ Turkey

その他

その他

STRONG POINT
1997年創業以来、貴石・半貴石またその他の石を用い当社独自のデザインで、ヨーロッパやアメリカの15
の会社へ輸出しております。2014年は、トルコ国内のアクセサリー制作会社の中で4番目の輸出高となっ
ております。当社の使命は、トルコの伝統的なデザインを現代に合わせて制作し、世界に紹介することです。
Since its inception in 1997,with our own design using the precious stones,semi-precious
stones or other stone,we have exported to Europe and the United States of 15
companies.2014,becoming the fourth of exports in the Turkish domestic accessories
production company.Our mission is to work in accordance with the modern traditional
design of Turkey, it is to introduce to the world.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 〜5万円
1997年
アメリカ、イギリス、フランス
http：//www.antikistanbul.com

STRONG POINT
Cevherun 24kゴールドジュエリーは時間の経過を体現しています。これは、過去のトークンとして捕ら
えられてきた特別な瞬間の集まりです。それは記憶、約束、または贈り物です。私たちがかつてあった場所
と私たちが行く場所の間の橋です。
ジュエリーは、私たちが誰であるか、私たちの物語を伝え、私たちの歴
史と人格を垣間見るメッセンジャーを表しています。
Cevherun 24k gold jewelry embodies the passage of time.It is a collection of special
moments,captured and cherished as tokens of the past. It is a memory,a promise or a gift.
It is a bridge between where we once were and where we are going. Jewelry represents
something of who we are,a messenger that tells our story and offers a glimpse into our
histories and personalities.
取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 10万円～300万円
2010年
アメリカ、中国、香港
http：//www.cevherun.com

EUROPE

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

FANTASIA JEWELLERY LTD.
［トルコ］ Turkey

GALEIRAS
［ポルトガル］ Portugal

その他

その他

STRONG POINT
当社は高品質の925シルバージュエリーをトルコの工場で生産しています。色の変化する石を使った非常
にユニークなデザインのジュエリーとアンティークの天然石を使ったジュエリーの二つの製品ラインがあ
ります。世界中で成功を収めているこれらの商材を、今回日本に紹介します。
（訳）
We produce high quality 925 silver jewellery in our factory located in Turkey.We have
mainly 2 seperate lines.One of them is with color changing stones having very unique
designs and the other one is with natural gem stones in antique line.Both lines have proved
their success in all around the world and right now they will be presented to Japanese
customers.

取扱商品価格帯
WEB
日本窓口

下代 〜5万円
http：//www.fantasiajewellery.com.tr/EN/index.php
Re Twisst JAPAN（株）／横浜市中区山下町218-3 アンビエンテショップ1階

STRONG POINT
Galeirasは、50年以上にわたってジュエリーの技術に専念しています。創造、開発、革新。長く続く秘訣は、
それぞれの作品に専門的技術、厳密さ、プロ意識、信頼を刻み込むことです。
（訳）
Galeiras has been dedicated to the art of jewellery for over 50 years. Creating,developing,
innovating.The secret of longevity is engraved on each piece：mastery,rigor,professionalism
and trust.

主要取引国

フランス、ドイツ、香港
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代理店 募集

GORIS LTD.

INES BARBOSA LTD.

［ポルトガル］ Portugal

［ポルトガル］ Portugal

その他

その他

STRONG POINT
Gorisは国際的に展開する家族経営の会社です。80年代後半に、ポルトガル人の著名な金細工職人の2つ
の家族によって創立され、ユニークで伝統的なルシタニアンジュエリーに対する敬意に常に導かれてきま
した。現在は、自国でも国際的にもよく知られるブランドです。
（訳）
Goris is a family corporation with international vocation.Created in the late 80s by two
families of renowned Portuguese goldsmiths, it has always been guided by the respect for
the unique traditional Lusitanian jewellery.Today is a renowned brand at a national level
and with international projection.

主要取引国
WEB

アメリカ
http：//www.gorislda.com

STRONG POINT
当社は繊細な金銀線細工を専門とし、各宝石は経験豊富な職人によって手作りされています。これらの宝
石は、伝統的な技術と現代的なデザインとの完璧なバランス、女性的で洗練された芸術的なアイデアが結
集されています。IJT2019では、オリエンタル文化にインスパイアされた、当社の繊細な金銀線細工の特
別コレクションを展示しています。
（訳）
We specialised in the art of filigree and each jewel is handcrafted by our experienced
craftsmen,bringing together the designers feminine, sophisticated and artistic ideas with
the perfect alliance between the perfected traditional techniques and the contemporary
design.For IJT2019 we present special collections inspired by the Oriental Culture
combined with the delicacy of our filigree thread.
主要取引国
WEB

日本、アメリカ、香港
http：//www.inesbarbosa.pt
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NEW

代理店 募集

GIRLS

EMMA&CHLOE
［フランス］ France

代理店 募集

RAMBAUD SAS CORP
［フランス］ France

その他

その他

STRONG POINT
L'Atelier Emma＆Chloeは、2012年に設立されたフランスのブランドです。ジュエリーはパリのスタジ
オでデザインされています。８種類の半貴石をあしらった300の商品群があり、毎月新しいコレクション
を発売しています。私たちは300以上の販売代理店を持ち、10の自社店舗を持っています。卸売限定価格：
258,000円以上のお買い上げで、無料ディスプレイをお付けします。また、最低2.7倍のマークアップを保
証致します。
（訳）
L'Atelier Emma&Chloe is a French brand founded in 2012.The jewelry pieces are designed in
Paris in our studio.We have over 300 references available in 8 semi-precious stones and we
launch a new collection every month.We work with more than 300 resellers and have 10
directly owned stores.Exclusive offer for wholesale：a free display from \258,000 of purchase
& a guaranteed minimum ration of 2.7
設立
主要取引国
WEB

2012年
フランス、アメリカ
https：//www.emma-chloe.com

STRONG POINT
Worms Parisは、輝きと情熱を届ける、
1世紀以上続くパリの老舗ジュエラーです。 1900年の創業から
続くノウハウを生かし、真珠ジュエリー市場の中心的役割を果たしています。
WORMS Paris is a parisian jewelery house which share the sparkle and passion since more
than a century. Founded in 1900,parisian house is key-player on the pearl jewelry market
thanks to its legacy and its know-how.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 1万円～100万円
1900年
日本、韓国、中国
https：//www.wormsparis.com
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NEW

ANTWERP CUT BVBA

IGC GROUP

STRONG POINT

STRONG POINT

その他

［ベルギー］ Belgium

その他

［ベルギー］ Belgium

Antwerp Cut 'Colour' のための私たちの使命：個々のダイヤモンドが表現できる最も美しいCOLORを
解放すること。Antwerp Cutでは色をあてることはありません。光、深み、そして終わりのない運動エネル
ギーで満たされた美しい多次元のcolourを解放するには、精巧さ、職人技、科学知識、そして10年間に及
ぶチャレンジングな実務経験を必要とします。
（訳）
Antwerp Cut For Colour Our mission:Releasing the most beautiful COLOUR a single
diamond can offer.At Antwerp Cut we don’t take colour for granted.Liberating colourbeautiful,multidimensional colour imbued with light, depth and never-ending kinetic energy
is a quest requiring precision,artisanship,scientific knowledge and decade’s experience of
working with challenging rough.

WEB

http://www.antwerpcut.be

Belgian Excellence in diamonds since 1912'. IGC Groupは、アントワープのダイヤモンド製造会社
であり、De Beers Groupのサイトホルダーでもあります。完璧さへの情熱は、ブリリアントカット
（1/200-4ct）
、ファンシーシェイプ
（1/10-4ct）
、シングルカット
（0,70-170mm）
のダイヤモンドを最善
の技法（Finest Make）
で作り出します。当社では
「HEART＆ARROWS 3EX」
も0,20ctから0,49ctまで
提供しています。
（訳）
Belgian Excellence in diamonds since 1912'.IGC Group is diamond manufacturing company
from Antwerp and a Sightholder of the De Beers Group of Companies. Our passion for
perfection creates diamonds in the 'Finest Make' in brilliant cuts（from 1/200 to 4ct）,fancy
shapes（from 1/10 to 4ct）and single cut（0,70 to 1,70 mm）.We also offer HEARTS & ARROWS
3EX from 0,20ct to 0,49ct.
設立
主要取引国
WEB

1912年
日本、アメリカ、ドイツ
http：//www.igcgroup.com
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海外ジュエリー仕入れガイド
代理店 募集

AMBER BY MAZUKNA - UAB GEMIMEX
［リトアニア］ Lithuania

AMBER WORLD LTD.
［リトアニア］ Lithuania

その他

その他

STRONG POINT
私たちは約30年前に家族でアンバービジネスを始め、すでに2世代目になりました。ここ数年、私たちは、
リトアニア市場や世界各地で成功したビジネスモデルの象徴的な例になりました。
（訳）
We started our work almost 30 years ago and we are already the second generation of
this family Amber business.Over these years we have managed to become an inspiring
example of a successful business growth in the Lithuanian market and all over the world.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 〜5万円
1990年
日本、ドイツ、アメリカ
https：//www.amberbymazukna.com

STRONG POINT
プロのデザイナーによるアンバージュエリーで、新しいアンバーの世界を提供します。
ネックレス、ブレスレッ
ト、ペンダント、イヤリングを、現代的かつ古典的な新モデルで作成します。当社のジュエリーはユニーク
なバルティックアンバーから作られており、バルティックアンバーの品質と出所は保証いたします。当社は、
最も大きいものの一つであり、見事な認証済みのバルティックアンバーを展示します。贅沢な琥珀の世界
へご招待いたします。
（訳）
Amber jewelry by professional designers reveals a new world of amber.Modern and classical
models of necklaces,bracelets,pendants and earrings take new shape.Our jewelry made from
unique Baltic amber.We guarantee quality and origin of the Baltic amber! We offer one of the
largest and most impressive expositions of certificated Baltic amber inclusions.You are welcome
to luxury world of Amber.
取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 1万円～5万円
2001年
中国、香港、フランス
http：//www.amberworldlt.com
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NEW

STEPHEN FOSTER JEWELLERY LTD.
［イギリス］ UK

AMBERSTREAM AMBER LINE CO.
［ポーランド］ Poland

その他

その他

STRONG POINT
Stephen Foster Jewelleryは英国・ロンドンで40年以上の歴史を持ち、商品すべてをオーダーメイドで
おつくりしております。私たちの扱うダイヤモンドは品質が高く、ルビー・サファイア・エメラルドは色と輝
を重視しております。今回IJTにて、ご注文をしていただいた方には12.5%割引をさせて頂きます。日本初
上陸、弊社のこのクオリティをぜひ展示会でお確かめください。
Stephen Foster,with over 40 years of experience hand makes each ring in London's Hatton
Garden.We are offering a discount of 12.5% on all orders taken at IJT! We specialise in
diamond eternity rings using a high grade of diamonds and we always use gem quality
emeralds,rubies and sapphires in our pieces.This is our first show in Japan,please come
and visit our stand to see our fine jewellery.
取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

下代 5万円～300万円
1974年
イギリス、スウェーデン、スペイン
http：//www.stephenfosterjewellery.com/
Stephen Foster Jewellery（株）／33 Greville Street London

STRONG POINT
我々は、アンバー、アンバージュエリー、アンバー＆シルバージュエリー、モダンなチタンジュエリーを幅広
く提供しています。また、昆虫の入ったとても希少でユニークな石も提供しています。
（訳）
We offer wide range of amber,amber jewellery,amber&silver jewellery and modern titanium
jewellery.We offer very rare and unique stones with insects also.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国

上代 〜1万円
1996年
イタリア、日本、中国
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NEW

代理店 募集

GIRTS CIRULIS JEWELLERY DESIGN
［ラトビア］ Latvia

NEW

代理店 募集

SASONKO JEWELLERY HOUSE LLC
［ロシア］ Russia

その他

その他

STRONG POINT
ギルツ・ツィールリスは 1993 年から宝飾職人として活躍し、2000年にリーガ市で自分の宝飾工房を開
設して独立。独特な宝飾品の制作に特化した本工房のこだわりは独創性と高品質。下絵から完成品までの
全工程は一貫して本工房の中で行われます。展示で紹介されている宝飾品コレクションのデザインは、そ
れぞれご加護・ご利益のあるラトビア文様に感銘を受けています。
Girts began his goldsmith's path in 1993,he started his private business in 2000 by
opening a goldsmith's workshop in Riga.The workshop specializes in making individual
jewellery.Originality and quality are of utmost importance.The design of the jewelery
collection presented in the exhibition is impressed by the symbols of Latvian ethnography.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 5万円～300万円
2000年
ドイツ、スイス、デンマーク
http：//www.girtscirulis.com

STRONG POINT
当社は、日本で初めて展示された新製品を発売します！是非ご訪問いただき、高品質でとても高級感あふ
れるジュエリーをご覧ください！
We will be displaying new items never before seen in Japan.Pay us a visit to explore our
high-quality and most luxurious jewellery!

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 10万円～
1999年
日本、アメリカ、香港
https：//www.sasonko.com/en

AMERICAS
アメリカ

AMERICAS

アメリカ社名一覧
アメリカ
ALTR INC.… ……………………………………………………………………………………………………… 76
FAR FETCHED JEWELRY LLC………………………………………………………………………………… 77
HERKIMER DIAMOND MINES, INC.… …………………………………………………………………… 78
JBE DIAMONDS INC.…………………………………………………………………………………………… 79

アメリカのセレブ御用達の逸品や斬新なアイディアの新製品
最先端デザインの時計や日本初上陸の商品など
特色あるブランドが数多く集まりました。
常に大きな話題を呼ぶアメリカンジュエリーは

LJ WEST DIAMONDS INC.… ………………………………………………………………………………… 80
MARK PATTERSON……………………………………………………………………………………………… 81
MEIRA T. DESIGNS……………………………………………………………………………………………… 82
PANJSHIR VALLEY EMERALDS……………………………………………………………………………… 83
STUDIO BAHARRA……………………………………………………………………………………………… 84
その他
BERCS INC.………………………………………………………………………………………………………… 85

今回のIJTでも必見です。

※ラグジュアリーゾーンに出展している出展社の情報は
「ラグジュアリーゾーン 製品＆ブランド特集」
のコーナーに掲載しております。

AMERICAS
代理店 募集

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

ALTR INC.

代理店 募集

GIRLS

FAR FETCHED JEWELRY LLC

［アメリカ］ USA

［アメリカ］ USA

アメリカ

アメリカ

STRONG POINT
Altr Incは、合成ダイヤモンドを一貫製造する唯一の企業です。Altrの合成ダイヤモンドは、ダイヤモンド
の魅力に新たなエネルギーを注いでいます。優れたサイズの優れたダイヤモンドを人は手に入れずにはい
られないでしょう。ALTRのダイヤモンドとブライダル商品は特別な瞬間をさらに素晴らしくするために
作られています。
（訳）
Altr Inc is the only vertically aligned created diamond company.Altr Created Diamonds is
infusing new energy into the appeal of diamonds. A superior diamond in a superior size
presents a proposition that is hard to resist.ALTR diamonds and bridals are made to make
special moments even more extraordinary.

設立
主要取引国
WEB

2011年
オーストラリア、香港、アメリカ
http：//www.altr.nyc

STRONG POINT
Far Fetchedは職人メイドのジュエリーをデザイン、製作、販売する35年の経験を持っています。
セント
ラルメキシコの職人と協力し、高品質の.925メキシコのスターリングシルバーを使用して真鍮と銅で覆わ
れたユニークで意味の込められた記念品を作っています。
（訳）
Far Fetched has 35-years experience designing,producing,and selling Artisan Made jewelry.
Working with artisan suppliers in Central Mexico using high quality.925 Mexican Sterling
Silver,layered with brass and copper for a unique and meaningful keepsake.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 〜1万円
1983年
日本、イギリス、アメリカ
http：//www.farfetched.com

AMERICAS
代理店 募集

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

HERKIMER DIAMOND MINES, INC.
［アメリカ］ USA

JBE DIAMONDS INC.
［アメリカ］ USA

アメリカ

アメリカ

STRONG POINT
Herkimer Diamondsは、米国で発見された美しい二重終端の水晶です。これらの5億年前の結晶は、自
然にカットされており、
18面を持っています。
ダイヤモンドは、コレクション、ジュエリー、研究の用途に利
用されています。ぜひさまざまな商品とアメリカの自然の産物をお求めに来てください。
（訳）
Herkimer Diamonds are beautifully doubly-terminated quartz crystals found in the United
States.These five hundred million year old crystals are naturally faceted and have eighteen
faces.The diamonds are utilized for collection, in jewelry,and in research applications.
Please visit us to view our wide selection of products and the national treasure from the
United States of America.

取扱商品価格帯
WEB

上代 1万円～10万円
http：//www.herkimerdiamond.com

STRONG POINT
JBE Diamonds Inc.は、米国最大のダイヤモンド貿易会社の1つです。私たちは、GIAや他の数多くの組
織によって認定されているダイヤモンドを取り扱っています。当社はオンラインでほとんどの取引を行っ
ているため、いつでも米国内のどこからでも購入することができます。私たちは1975年からダイヤモンド、
ダイヤモンドジュエリー、時計を取り扱っており、この分野の専門家です。
（訳）
JBE Diamonds Inc. is one of the largest diamond trading companies in the US. We buy and
sell diamonds that are certified by the GIA and many other organizations. We do most of
our trading online,so you can buy from anywhere in the US at anytime.We have been in
the business of buying and selling diamonds,diamond jewelry,and watches since 1975,and
are experts in the field.
取扱商品価格帯
主要取引国

上代 5万円～
アメリカ、イスラエル、香港

AMERICAS

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

LJ WEST DIAMONDS INC.
［アメリカ］ USA

MARK PATTERSON
［アメリカ］ USA

アメリカ

アメリカ

STRONG POINT
40年以上にわたり、L.J. West Diamondsは希少な天然カラーダイヤモンドの卸売業者として有名です。我々
の赤、緑、青、黄、紫、オレンジ、ピンクなど豊富な色のダイヤモンドはコレクターの夢でもあります。当社は、
すべての小売業者がカラーダイヤモンドの知識を深め、お客様に天然カラーダイヤモンドの希少性と価値
を広めてくれることを喜んで支援します。
（訳）
For over 40 years L.J. West Diamonds has been one of the premier wholesalers for rare
natural color diamonds.Our vast inventory of colors such as red, green, blue, yellow,
purple,orange and pink diamonds are a collectors dream.We are happy to assist all
retailers in developing their color diamond knowledge along with educating their customers
on rarity and value for natural color diamonds.
取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 10万円～

STRONG POINT
アメリカの洗練さ、革新性、高品質をMark Pattersonのコレクションは体現しています。
コレクションの
すべてが、カリフォルニアのスタジオで制作されています。ご来場いただければ、美しい職人技をご紹介し
ます。
（訳）
American sophistication,innovation and quality defines Mark Patterson's Collections,all
crafted in his studio in California.Join us as we introduce you to our beautiful
craftsmanship.

取扱商品価格帯

上代 1万円～300万円

1978年

設立

1986年

オーストラリア、香港、アメリカ

WEB

http：//www.markpatterson.com/

http：//www.LJWESTDIAMONDS.COM

AMERICAS
代理店 募集

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

MEIRA T. DESIGNS
［アメリカ］ USA

PANJSHIR VALLEY EMERALDS
［アメリカ］ USA

アメリカ

アメリカ

STRONG POINT
Meira Tの繊細かつ彼女の特徴的な魅力のネックレスをぜひ見に来てください。コレクションには、月、星、
イーブルアイ、葉などの美しいモチーフがあります。
（訳）
Come see Meira T's delicate necklace with her signature charms.The collection features
beautiful symbols including moons,stars,evil eyes, leaves and many more.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 5万円～100万円
1979年
アメリカ、イタリア、イギリス
http：//www.meiratdesigns.com

STRONG POINT
世界で最も優秀なエメラルドの源であるパンジシール渓谷からエメラルドをです。伝統的な鮮やかな緑色
と比類のない透明度、古典的なカットとモダン的なデザインが完璧に融合しています。最高品質のエメラ
ルドが豊富なサプライチェーンです。
（訳）
Responsibly sourced,fair-trade emeralds from the Panjshir Valley,the world's most elite
emerald source.Legendary vivid green color and unmatched clarity,perfectly faceted with
both classics cuts and custom modern designs.Ample supply chain of top quality
emeralds.

取扱商品価格帯
主要取引国
WEB

上代 10万円～
アラブ首長国連邦、スイス、アメリカ
http：//panjshirvalley.com

AMERICAS
NEW

代理店 募集

STUDIO BAHARRA
［アメリカ］ USA

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

代理店 募集

BERCS INC.
［ベリーズ］ Belize

アメリカ
その他

STRONG POINT
スタジオ・バハーラ
（Studio Baharra）は数々の受賞歴に輝くデザイナー、バハディール・アルパンが世界
中のダイヤモンドが集まるニューヨーク・マンハッタンのダイヤモンド街に創設。ダイヤモンドとジェムス
トーンをゴールドとシルバーにあしらった独創的な作品で知られる。その顧客は、全米のみならずヨーロッ
パや中東にまで及ぶ。今回は新コレクションとともに日本市場に初登場。
Studio Baharra of New York is founded by award-winner designer Bahadir Alphan who is
known for his one-of-a-kind and limited creations using diamonds and gems on gold and
silver.His clients are from USA,Europe and Middle East.We are proud to present his new
collections to Japanese market. All his designs are hand-crafted in his own workshops
using painstaking techniques from scratch.
取扱商品価格帯

上代 5万円～300万円

設立

1970年

WEB

https：//www.studiobaharra.com/

STRONG POINT
フェニックスジュエリーの"キングネックレス"は999ゴールドを18ctゴールドで覆い、ロシアの30カラッ
ト以上のデマントイド＆ダイアモンドを使用したオールドキングスタイルのネックレスです。
（訳）
Fenix Jewellery with demantoid garnet,"King neckless"18ct gold cavered 999 gold made in
old king stile with more then 30 ct of russian demantoid & diamant

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 100万円～
2013年
日本、アメリカ、ドイツ
https：//demantoids.wixsite.com/website

ASIA OCEANIA

アジア・オセアニア社名一覧
香港
AARON SHUM JEWELRY LTD.… …………… 88

KOR CHEN CORP.… …………………………… 133

AQUA PEARL LTD.……………………………… 90

SEA TREASURE INDUSTRIAL CO.… ……… 134

CHRISTELLE LTD.… …………………………… 92

アジア・オセアニア

WANG CHEN JEWELRY CO.… ……………… 135
タイ

E. JEWELRY HK LTD.…………………………… 93

ABC STONE CO., LTD.… ……………………… 136

FAI PO GEM & JEWELLERY LTD.…………… 94

AMERICAN-THAI TRADING… ……………… 137

FAI WONG INTERNATIONAL TRADING CO.…9 5

DEMIDOFF CO., LTD.…………………………… 138

FOOK YUE PEARL CO., LTD.………………… 96

DER MOND CO., LTD.… ……………………… 139
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HONG KONG UNIVERSAL JEWELLERY LTD.…99
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JOLLY GEMS LTD.… …………………………… 100

THE GEM AND JEWELRY INSTITUTE OF

KOTHARI TRADING HK. LTD.… …………… 101

THAILAND（PUBLIC ORGANIZATION）……… 143

LOTUS GEMS HK………………………………… 102

イスラエル

MAN SANG JEWELLERY CO., LTD.………… 103

ASI ABIR DIAMONDS LTD.…………………… 144

MIB JEWELLERY CO., LTD.…………………… 104

MID HOUSE OF DIAMONDS… ……………… 145

MIRA STYLE JEWELLERY CO., LTD.… …… 105

R.T.DIAMONDS CO., LTD.… ………………… 146

NATURAL MAMMOTH ARTS & CRAFTS CO.…106

SARINE TECHNOLOGIES LTD.……………… 147

OMNIA JEWELLERY… ………………………… 107

VMK DIAMONDS LTD.… ……………………… 148

RITIKA RAAJ JEWELERS LTD.……………… 108
SWAN GEM CO., LTD.… ……………………… 109

洗練されたファインジュエリーのコレクションから

JIA HONG INT'L JEWELRY CO.……………… 132

ALBERT JEWELLERY CO., LTD.… ………… 89
CH. DAHLINGER FAR EAST LTD.………………91

ASIA OCEANIA

DONG LONG JU（D.L.J.）CO., LTD.………… 131

YOEL DEIL DIAMONDS LTD.………………… 149
その他

TUNG SHING PACKAGING MATERIAL CO.,

LANGONG JEWELLERY CO., LTD.… ……… 150

LTD.… ………………………………………………… 110

XIAMEN SMARTCLEAN CO., LTD.… ……… 151

V V JEWELLERY LTD.… ……………………… 111

YIWU NORMAN IMP.&EXP. CO., LTD.… … 152

カジュアルに日常を楽しむラインまで

VENUS JEWELRY（ASIA）CO., LTD.… …… 112

ZHANGJIAGANG CITY DAKING JEWELLERY

多彩な素材やデザイン

WEISS JEWELLERY CO., LTD.… …………… 113

CO., LTD.……………………………………………… 153

WING LEE ARTS CO., LTD.…………………… 114

ZHUJI MINGFANG JEWELLERY CO., LTD.…154

YUME GALLERY LTD.… ……………………… 115

CLIFTON OPAL PVT. LTD.… ………………… 155

ZS TECHNOLOGY HK CO., LTD.… ………… 116

PINK KIMBERLEY DIAMONDS……………… 156

幅広い価格帯のジュエリーをご紹介いたします。
アジア各国のオリエンタルテイストも魅力のひとつです。

インド

SAM CARBONE OPALS………………………… 157

ASHOK JEWELS… ……………………………… 117

SHERMAN OPALS… …………………………… 158

C.J. STUDIO CO., LTD.… ……………………… 118

JUN JEWELRY CORP.… ……………………… 159

J. B. AND BROTHERS PVT. LTD.… ……… 119

MT JEWELRY… ………………………………… 160

J.K.STAR LTD.… ………………………………… 120

PEARLSTONE… ………………………………… 161

NAROLA GEMS…………………………………… 121

CHANMEL GEMS CEYLON PVT. LTD.… … 162

P HIRANI… ……………………………………… 122

FINE GEM AND JEWELLERY………………… 163

PARAMOUNT GEMEXCO……………………… 123

RUWANPURA GEMS PVT. LTD.……………… 164

PODDAR DIAMOND LTD.……………………… 124

SAKA JEWELRY… ……………………………… 165

SHEETAL MANUFACTURING CO PVT. LTD.…125

SUARDANA SILVER BALI……………………… 166

SOLTRONIX（ RAJASTHAN ）LTD.… ……… 126

ARABESK CO., LTD.… ………………………… 167

TGL GROUP… …………………………………… 127

TAKA JEWELLERY PTE. LTD.… …………… 168

台湾

OPAL PACIFIC LTD.… ………………………… 169

BELIEVE B.S. CO., LTD.… …………………… 128

R & L NEPAL CO., LTD.………………………… 170

CHII LIH CORAL CO., LTD.…………………… 129

YES HAJAA GEMS CO.………………………… 171

DENITEX INTERNATIONAL CO., LTD.… … 130

MYANMAR HISUI.COM… …………………… 172

※ラグジュアリーゾーンに出展している出展社の情報は
「ラグジュアリーゾーン 製品＆ブランド特集」
のコーナーに掲載しております。
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海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

AARON SHUM JEWELRY LTD.
［香港］ Hong Kong

ALBERT JEWELLERY CO., LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
「Coronet」
はAaron Shum Jewelry Groupの世界的な特許取得済みのデザインです。
「Coronet」は、
センターピラミッドを上げずに7つのブリリアントを組み立てることで、ソリティアダイヤモンドよりもさ
らに輝かしいグランドソリティアの外観と効果を作り出します。
「Coronet」は市場に出ている他の製品の
の中で特に際立っています。
（訳）
Coronet is a worldwide patented design of Aaron Shum Jewelry Group.By assembling
seven brilliants with an elevated centre diamond without prongs,Coronet successfully
creates the look and effect of a Grand Solitaire with ever brilliance than a solitaire
diamond.Coronet stands out above any other similar products on the market.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

下代 1万円～30万円
1985年
日本、アメリカ、アラブ首長国連邦
http：//www.aaronshum.com
Units 8-12, 1/F Heng Ngai Jewelry Centre, 4 Hok Yuen Street East, Hung
Hom, Kowloon, Hong Kong.

STRONG POINT
アルバートジュエリー有限会社は1988年に設立されました。競争力のある価格で最高の品質とサービス
を提供することを約束します。世界のジュエリー市場において強力な輸出基盤を確立しています。年々業
務の幅を広げ、米国、日本、中東、欧州諸国等活躍しています。
Albert Jewellery Co., Ltd. was founded in 1988.Over the years with commitments for
offering the best quality and services at competitive prices.Albert Jewellery has established
a strong export foundation in the International Jewellery market.The market coverage
includes the United States,Japan,Middle East and Europe.

取扱商品価格帯
日本窓口

下代 10万円～
アルバート・ジユエリー有限会社／〒110-0016, RM. 402, LAMIALE OKACHI
MACHI 4-31-7, TAITO-KU, TAITO, TOKYO, JAPAN

ASIA OCEANIA
AQUA PEARL LTD.
［香港］ Hong Kong

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

CH. DAHLINGER FAR EAST LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
南洋真珠のネックレス
（訳）
South Sea Pearl Necklace

STRONG POINT
当社は宝石、時計、スピリッツ、ウィスキー、その他高級製品のための高品質な箱、袋、トレイ、ディスプレイ、
そしてアクセサリー製品を、木材、厚紙、プラスチック、そして金属を使用して作成することに特化したメー
カーです。当社には、OEM＆ODMのための製品設計、技術開発、品質製品の生産に強いチームがあります。
合理的な価格設定で、アフターセールスサービスが良好です。
（訳）
We are manufacturer specializing in high quality boxes,pouches,trays,displays and
accessories products for jewelleries,watches,spirits,whisky and luxuary products in
materials of wood,cardboard,plastic and metals.We have a strong team in product
design,technical development and quality products production for OEM & ODM projects.
Prices are reasonable and with good aftersales service.

取扱商品価格帯
日本窓口

上代 10万円～100万円
2-3-22-501 Yamamoto-Dori, Chuo-Ku, Kobe 650-0003, Japan

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 〜1万円
2002年
日本、アラブ首長国連邦、シンガポール
http：//www.dahlinger.com

ASIA OCEANIA

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

CHRISTELLE LTD.
［香港］ Hong Kong

代理店 募集

E. JEWELRY HK LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT

STRONG POINT

Christelleは、最新トレンドに沿って、ダイヤモンド、パール、カラーストーンジュエリーのデザインと創作
を専門としています。40年以上の経験を持ち、著作権と天然ダイヤモンドの使用を100％保証してユニー
クなジュエリーコレクションのキュレーション、デザイン、制作のシームレスな体験をお客様に提供します。

E. JEWELRY HK LTD.は、最も表現力豊かで、独創的、革新的なデザインの作品を市場に提供することに
特化しています。当社はダイヤモンド、カラーサファイア、宝石、真珠、その他の現代的な素材で装飾され
た18カラットと14カラットのゴールドジュエリーの卸売を専門としています。
（訳）

Christelle specializes in the design and creation of diamond,pearl,and coloured stone
jewelry in line with the latest trends.With over 40 years of experience,we provide our
customers with a seamless experience in the curation,design,and creation of their own
jewellery lines with a 100% assurance of copyright and the use of natural diamonds.

e. Jewelry（HK）
Ltd. is dedicated to presenting with exclusive and innovative designs and
creations that are most expressive on the market today.We specialize in wholesale of both
18 karat and 14 karat gold jewelry embellished with diamonds,color sapphires, precious
stones,pearls and other contemporary materials.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

上代 1万円～100万円
1973年
日本、ドイツ、アメリカ
http：//www.christelle.com
（株）
クルリステル／Rm 402-3 4/F, Tower B Hunghom Commercial Centre, 37
Ma Tau Wai Rd, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 5万円～
2000年
アラブ首長国連邦、アメリカ、インドネシア
http：//www.ejewelryhk.net

ASIA OCEANIA
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海外ジュエリー仕入れガイド
代理店 募集

FAI PO GEM & JEWELLERY LTD.
［香港］ Hong Kong

FAI WONG INTERNATIONAL TRADING CO.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
Fai Poは1986年に設立され、14K/18Kゴールドジュエリーと様々な半貴石/ダイヤモンドをセットにし
たジュエリーに特化しています。私たちは中国に2つの設備の整った工場を所有しており、月間平均で第
一級ジュエリーを1万点以上生産しています。製品の90％が世界中に輸出されていて、一点ごとの価格帯
は数米ドルから数千ドルになります。
（訳）
Fai Po is established in 1986 and specialized in 14K/18K gold jewelry set with all kinds of
semi-precious stones/diamonds in huge varieties.We own 2 fully equipped factories in
Mainland China with an average monthly production that goes up to over ten thousands of
first-class jewelry set.90% of total product is exported to worldwide.Prices range from a
few US dollars up to thousands dollars.
取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 1万円～
1986年
日本、アメリカ、中国
http：//www.faipojewellery.com

STRONG POINT
日本市場向けに表示された新品のアイテムをリリースします！ 私たちは会場で受注しており、IJTで購入
された際の限定ボーナスや、卸売価格からの5～10％割引があります。高品質で豪華なジュエリーをお探
しでしたらお立ち寄りください！
（訳）
We release brand-new items which displayed for Japanese market! We take orders on site.
Limited purchase bonus at IJT,5-10% off from wholesales price.Please visit us for high
quality and most luxurious jewellery!

設立
主要取引国

1997年
日本、オーストラリア、中国

ASIA OCEANIA
NEW

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

FOOK YUE PEARL CO., LTD.
［香港］ Hong Kong

GASSER JEWELRY
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
魅力的な南洋白蝶真珠から、妖艶なタヒチの黒真珠、上品な日本のアコヤ真珠まで、幅広いパールを提供
しています。
（訳）
We offer a broad range of pearls,from the enthralling White and Golden South Sea Pearls
to the dark temptress Tahitian Black Pearls and classy Japanese Akoya Pearls.

設立

1986年

STRONG POINT
Gasser Jewelryは、成長し続ける東南アジアの市場に特化したジュエリーとして2009年に設立されまし
た。我々は、ミドルレンジ市場でハンドメイドのオートクチュールジュエリーのデザインと製造を専門とし
ています。私たちの貴重な石はすべて天然のもので、カラットサイズのダイヤモンドはすべてGIAの証明書
を持っています。私たちのデザインと製造はすべて経験豊富な職人によって社内で行われています。
（訳）
Gasser Jewelry was established in 2009 as a bespoke jeweler for the growing markets of
South East Asia.We specializes in the design and manufacture of hand-made haute
couture jewelry in the mid-range market.All our precious stones are natural,and our caret
size diamonds all have GIA certificate.Our design and manufacture is all done in-house by
experienced craftsmen.
設立

2009年

ASIA OCEANIA
NEW

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

GOGREEN DIAMONDS H.K. LTD.
［香港］ Hong Kong

HONG KONG UNIVERSAL JEWELLERY LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
私たちは合成ダイヤモンドとジュエリーを展示いたします。
（訳）
We desply Lab Grown diamonds and Jewelry.

STRONG POINT
Hong Kong Universal Jewellery Limitedは、ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルド、パールを、
金やプラチナとセットした、リング、イヤリング、ブローチ、ネックレスとブレスレットのハイエンドコレク
ションを提供しています。
（訳）
Hong Kong Universal Jewellery Limited presents the high end collections of gold and
platinum sets, ring, earrings,brooches, necklace and bracelet set with diamonds,rubies,
sapphire,emerald and pearls.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 1万円～300万円
2015年
オーストラリア、アメリカ、香港
https：//www.gogreendiamonds.com/

取扱商品価格帯
主要取引国
WEB

下代 10万円～30万円
日本、アメリカ、ハンガリー
http：//www.hkuniversal.com

ASIA OCEANIA
NEW
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海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

JOLLY GEMS LTD.
［香港］ Hong Kong

KOTHARI TRADING HK. LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
香港、中国本土、米国市場で成功した後、私たちはジュエリーを日本で初めて展示しています。私たちの主
な目的は、国際市場にネパールの手工芸品を促進することです。私たちはIJT訪問者のみに独占的な卸売価
格で現場で発注し販売しています。
デザイナーのブースとIJT 2019のクラフトマンパビリオンで、ネパー
ルの手作りジュエリーや工芸品のコレクションをご覧ください。

STRONG POINT
ファンシーカラーダイアモンド、非加熱ルビー、サファイア、ノーオイルエメラルドなど希少なルースと 全
て一点物のジュエリーを用意いたしました。

After success in Hong Kong, Mainland China and USA markets we are showcasing our
Jewellery for the first time in Japan. Our main objective is to promote Nepalese hand craft
to International market.We take orders and sell on site at exclusive wholesale price only to
IJT visitors.Please visit our Booth at the designer Pavilion for exclusive collection of
Nepalese handmade Jewellery and crafts
取扱商品価格帯
設立
主要取引国

上代 〜100万円
1978年
中国、香港、アメリカ

取扱商品価格帯

下代 30万円～300万円

ASIA OCEANIA

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

LOTUS GEMS HK
［香港］ Hong Kong

MAN SANG JEWELLERY CO., LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
私たちは、最新の天然ジェムストーンのコレクションを展示しています。強いアースカラーから落ち着いた
パステルまで、皆さまのいかなるご希望にもお応えします。
（訳）
We are displaying our freshest collection of natural gemstones on display in Japan this
year.From strong earthy tones to soothing pastels,we have something for everyone.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国

下代 〜5万円
1972年
アメリカ、イタリア、フランス

STRONG POINT
マンサンジュエリーは、アメリカの株式に上場している、香港、中国No.1の宝飾会社です。世界中に顧客
を持ち、日本でのパートナーが、ケー・ジェー・エムです。
真珠全般、ダイヤ、材料から、製品まで、豊富な在庫で、多様なニーズにお応えします。
MAN SANG JEWELRY is No. 1 jewels and ornaments company in Hong Kong and China
listed on the Stock Exchange to stocks of America. I have a customer all over the world,
and a partner in Japan is KJM CO.,LTD. From overall pearl,a diamond, materials to a
product, I meet a variety of needs in abundant stock.

主要取引国
日本窓口

アメリカ、ヨーロッパ、日本、中国、など、世界各国
株式会社 ケー・ジェー・エム／〒110-0015
14 KJMビル

日本

東京都台東区東上野2-22-

ASIA OCEANIA
NEW
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海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

MIB JEWELLERY CO., LTD.
［香港］ Hong Kong

MIRA STYLE JEWELLERY CO., LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
新商品を初めて日本でリリースします！ 当社は会場で受注しており、IJTで購入されればボーナス価格で
卸売価格からの20％OFFです。高品質で最高級の豪華なジュエリーをお求めください！（訳）
We release brand-new items which displayed for the first time in Japan! We take orders on
site.Limited purchase bonus only at IJT：20% OFF from wholesale price.Please visit us for
high quality and most luxurious jewellery!

取扱商品価格帯
設立
主要取引国

上代 〜100万円
2009年
アメリカ、香港、オーストラリア

STRONG POINT
デザインから製造まで自社工場での一貫生産体制をしており、競争価格と熟練の職人技術で、多様なリク
エストにも対応できるサービスを提供しております。製品一点一点の品質管理も強化しながら丁寧にすべ
て自社で行っております。展示会特別数量限定の商品もございますので是非ブースへお越し下さい。
Mira Style Jewellery Company Limited mainly supplies jewelry sets of diamond featuring
gold and platinum.It provides good quality products, competitive prices,on-time delivery
and excellent after-sales services.

取扱商品価格帯
設立

上代 5万円～100万円
2000年

主要取引国

日本、アメリカ、オーストラリア

WEB

http：//estore.mirastyle.com

日本窓口

Mira Style Jewellery Company Limited

ASIA OCEANIA
代理店 募集
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海外ジュエリー仕入れガイド
代理店
NEW
募集

NATURAL MAMMOTH ARTS & CRAFTS CO.
［香港］ Hong Kong

OMNIA JEWELLERY
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
Natural Mammoth Arts＆Crafts Co.は、マンモス牙と宝石の原材料と製品の卸売業者および供給業
者です。また、我々は製造技術に特化しており、Gems＆Jewellery and Mammoth業界でも非常に経験
が豊富です。私たちが販売する主な製品は、ビーズ、ジュエリー、彫刻、嗅ぎタバコ、マンモスと半貴石など
のネスキです。
Natural Mammoth Arts & Crafts Co. is the wholesaler and supplier of raw materials and
product of Mammoth Tusks and Gems.Also,we are specialized in manufacturing techniques
and very experienced in the Gems & Jewellery and Mammoth industry.The main products
that we sale are beads,jewellery,carving, snuff bottle,nesuki of Mammoth and semiprecious stones,etc.
主要取引国
日本窓口

タイ、ロシア、中国
NATURAL MAMMOTH ARTS & CRAFTS
Rm 12, 3/F, Blk A, Focial Industrial Centre, No.21 Man Lok Street,
Hunghom, Kln

STRONG POINT
Omnia Jewelleryは、主にダイヤモンドや、貴石、半貴石のジュエリーを提供します。また、お客様からの
個別のオーダーメイドも承ります。
（訳）
Omnia Jewellery is a manufacturer mainly supplies jewellery set with diamond,precious and
semi-precious stone.Also,unique item by customer orders.

取扱商品価格帯
主要取引国

下代 5万円～100万円
日本、イタリア、アメリカ

ASIA OCEANIA
RITIKA RAAJ JEWELERS LTD.
［香港］ Hong Kong
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海外ジュエリー仕入れガイド

SWAN GEM CO., LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
Ritika Raaj Jewelers Ltd.は、高級ジュエリーに求められる最高の仕上がりを提供しています。お客様を
満足させるために、プロのデザインチームが独自に描いた、エレガントで人の心をつかむオリジナル作品を
作り出しています。当社の製品は4K＆18Kゴールドとダイヤモンド、貴石や半貴石をセットしたファインジュ
エリーです。当社の主な市場は米国、ヨーロッパ、日本です。
（訳）
Ritika Raaj Jewelers Ltd.offers the finest workmanship to meet the demand for fine
jewellery.To satisfy its customers, the company comes up with creations of stunning
elegance and captivating originally,as drawn by its professional design team.Our products
include 14K & 18K gold fine jewelry set with diamond,precious and semi-precious stones.
Our main market includes U.S.A, Europe & Japan.
取扱商品価格帯
設立
主要取引国

下代 5万円～30万円
2011年
日本、スペイン、アメリカ

STRONG POINT
サンタマリアカラーアクアマリン/パンジシール産エメラルド/マリポサエメラルド/
ブラジル産アレキサンドライト/非加熱ルビー/非加熱サファイア
"Santa Maria Color Aquamarine GRS certified / Panjshir Emerald / Mariposa Emerald
""butterfly-wing effect""/ Brazilian Alexandrite / Unheated Ruby / Unheated Sapphire"

設立
主要取引国

1974年
日本、香港、ドイツ

ASIA OCEANIA
NEW
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海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

TUNG SHING PACKAGING MATERIAL CO., LTD.
［香港］ Hong Kong

V V JEWELLERY LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
Tung Shing Packaging Material Company Limitedは、
1988年に香港に設立されました。我々は、パッ
ケージングのための様々なフロック材料に焦点を当てています。主な事業は、研究開発と良質な製品のフロッ
ク加工;植毛加工生産です。私たちは、トップブランドや企業を含むグローバルな顧客が優れた成果を達成
できるよう支援することに誇りを持っています。
（訳）
Tung Shing Packaging Material Company Limited was founded in Hong Kong in 1988.We
focus on different flocking material for packaging.Our core business is R&D and
production of mid-high end flocking products.We take pride in helping our global clients,
including top brands and enterprises,to achieve excellent results.

設立
主要取引国
WEB

1988年
日本、イタリア、アメリカ
http：//www.alphaflock.com

STRONG POINT
香港の有力宝飾品卸売業者および輸出業者として、さまざまな市場の異なる顧客のあらゆるニーズに合わ
せた革新的で爽やかなデザインを提供いたします。
（訳）
As a leading jewellery wholesaler and exporter in Hong Kong,We provide an array of
innovative and refreshing designs to suit every single requirement of different customers
in different markets.

取扱商品価格帯

下代 1万円～300万円

ASIA OCEANIA
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海外ジュエリー仕入れガイド
代理店 募集

VENUS JEWELRY（ASIA）CO., LTD.
［香港］ Hong Kong

WEISS JEWELLERY CO., LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT

STRONG POINT

Venus Jewelry（Asia）Co. Ltd.は、顧客に競争力のある卸売価格で細かい18ktのダイヤモンドジュエリー
をもたらす香港の確立された会社です。リング、ペンダント、イヤリング、ネックレス、ブローチなど、さま
ざまなスタイルから選ぶことができます。私たちは貴重なパールコレクションに最適なマウントを提供す
る専門家でもあります。

当社は、ロジウムメッキ、銀、金メッキ等を含む9Kから18Kの金と925スターリングシルバーのダイヤモ
ンド、半貴石、キュービックジルコニアジュエリー製品の製造元、輸出業者、卸売業者です。当社の主な市
場は、ヨーロッパ、アメリカ、アジアです。商業製品を含む、低価格、独自のデザインの商品を提供し、お客
様の為の特定な製品開発も承ります。
（訳）

Venus Jewelry（Asia）
Co. Ltd. is a well-established company in Hong Kong bringing fine 18kt
diamond jewelry at competitive wholesale prices to our customers.We have a large variety
of styles from rings,pendants,earrings,necklaces, and brooches to choose from.We are
also experts in providing the best mountings for your precious pearl collection.

We are the manufacturer,exporter and wholesaler of diamond,semi-precious stones and
cubic zirconia jewelry in 9K to 18K gold and 925 sterling silver,including silver plated,
rhodium plated,gold plated etc.Our main markets are Europe,USA and Asia.We offer
commercial product ranges,competitive prices,unique designs and able to do specific
product development for customer.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国

下代 5万円～30万円
2001年
オーストラリア、イタリア、ドイツ

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 1万円～5万円
2014年
日本、香港、シンガポール
http：//www.weiss.hk

ASIA OCEANIA
WING LEE ARTS CO., LTD.
［香港］ Hong Kong
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海外ジュエリー仕入れガイド

YUME GALLERY LTD.
［香港］ Hong Kong

香港

香港

STRONG POINT
1976年に設立されたWing Lee Arts Companyは、製造技術に特化しており、宝石・ジュエリー、琥珀な
ど、さまざまな彫刻の経験が豊富です。販売する主な製品は、多くの半貴石とアンバーです。各国からの
トルマリン、ビーズ用の豊富な色のルチルクォーツ、ジュエリー、彫刻など、様々な石を扱っています。
（訳）

STRONG POINT
日本、アジアの新進デザイナーの新作デザインをIJT期間限定特別価格でご提供します。

Wing Lee Arts Company was established in 1976 and we are specialized in manufacturing
techniques and very experienced in the Gems & Jewellery,Amber and many kinds of
carvings industry.The main products that we sale are many semi-precious stones and
Amber.The stones include Tourmaline from different countries,Rutilated quartz in different
colors for Beads,Jewellery,Carving and etc.

取扱商品価格帯
主要取引国
WEB

下代 5万円～300万円
日本、香港、アメリカ
http：//www.wing-lee-art.com

取扱商品価格帯

下代 〜5万円

ASIA OCEANIA
NEW
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海外ジュエリー仕入れガイド
代理店 募集

ZS TECHNOLOGY HK CO., LTD.
［香港］ Hong Kong

ASHOK JEWELS
［インド］ India

香港
インド

STRONG POINT
Zクラスのダイヤモンドは世界で愛され、愛される女性すべての夢です。ZS Technology HK Co.、
Limitedは、無色、豊かな色合い、高い透明性と輝く反射を持つ合成ダイヤモンドを生産する画期的な技術
革新を所有しています。
（訳）
Z Diamond The Pure BeLoved Diamond Pure beloved Lady's Dream comes true ZS
Technology HK Co., Limited owns the most advanced innovations in revolutionary
technology for Lab-Grown Diamonds,which all are Colourless,Rich in Colouration,High in
Clarity and with Glittering Reflections.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国

下代 30万円～
2014年
アメリカ、日本、ロシア

STRONG POINT
今日、我々Ashok Jewelsはよく知られるようになりました。私たちは昔は宝石貿易業者でしたが、今日で
は、宝飾品を製造し40各国以上に展開すること以外に、宝石を仕入れ、加工、輸出する一貫製造・販売企
業です。Ashok Jewelsでは、歴史を持つ金、未来を見据えたダイヤモンド、永遠の愛のルビーを提供します。
（訳）
We at Ashok Jewels,today,are known for more.We used to be gemstone traders but today
we are a vertically integrated company, that sources,processes and exports gemstones
apart from manufacturing jewelry with presence in more than 40 countries.It is aptly said
that,At Ashok Jewels,we work with gold that holds history,diamonds that see the future,and
rubies that long for love.
取扱商品価格帯

下代 〜30万円

主要取引国

香港、アメリカ、アラブ首長国連邦

WEB

http：//www.ashokjewels.com/

ASIA OCEANIA
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GIRLS

C.J. STUDIO CO., LTD.
［インド］ India

J. B. AND BROTHERS PVT. LTD.
［インド］ India

インド

インド

STRONG POINT
ピエトラ・ルナーレはイタリア語で月の石。宝石の街ジャイプールでSilver925に貴石、半貴石を贅沢に使
用したデイリーユースなファッション性の高いファインジュエリー。
デザインもシンプルかつ洗練されたおり、
独特なデザインや余計な経費を削ぎ落としリーズナブルな商材を取り揃えております。

STRONG POINT
J. B. And Brothers Pvt. Ltd.は1973年の設立以来、カットして磨いたダイヤモンドの製造、輸入、輸出
を手掛ける有名な事業者で、インドのムンバイにグローバル本部を、インドのスラトに最新設備の工場を
持ち、ベルギー、香港、ドバイ、イスラエルのグループ・オフィスおよび米国の系列会社営業所とともに、世
界中の目の肥えた顧客に対応しています。
J. B. And Brothers is a renowned diamonds manufacturer, importer and exporter of cut &
polished diamond since 1973 having its global head quarter in Mumbai & ultra modern
manufacturing factory at Surat in India,and along with its group offices in Belgium,Hong
Kong,Dubail and affiliate office in U.S.A. & Israel.Our group company Yaelstar BVBA has
been selected by De Beers as DTC Sightholder.

取扱商品価格帯

上代 〜1万円

設立
主要取引国
WEB

1973年
アメリカ、中国、日本
http：//www.jbbrothers.com

ASIA OCEANIA
代理店 募集
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代理店 募集

J.K.STAR LTD.
［インド］ India

NAROLA GEMS
［インド］ India

インド

インド

STRONG POINT

STRONG POINT

J.K.STARは、ホワイトダイヤモンドの製造、輸出、卸売業者として1993年に正式に設立された真のパイ
オニアであり、
「ホワイトダイヤモンドの有力サプライヤー」として高く評価されています。我々はホワイ
トダイヤモンドの主要な供給源として明白な地位を得ています。
サイズ： 0.001から0.45カラット 色：G/H 純度：VS/SI以下（訳）

NAROLA GEMSは、ダイヤモンドの輸入、製造および輸出業者です。NAROLA GEMSは、倫理、透明度、
ビジネスの一貫性はあらゆるお客様の満足に繋がると信じています。我々は、ラウンド、オーバル、クッショ
ン、ペアー、ハート、プリンセス、エメラルド、ラジアント、マーキースを扱っています。NAROLA GEMSで
は、お客様とダイヤモンド業界に価値を加え続けていると信じています。
（訳）

J.K.STAR is highly respected as a real pioneer and "A leading Supplier of White Diamonds"
which was formally established in 1993 as a manufacturer,exporter and wholesaler of
White Diamonds.We have earned undisputed position as the prime source for White
Diamonds from Seize：0.001 to 0.45 cts. Color：G/H. Purity：VS/SI and below.

NAROLA GEMS IS AN IMPORTER,MANUFACTURER AND EXPORTER OF DIAMOND.WE AT
NAROLA GEMS BELIEVE ETHICS,TRANSPARENCY AND CONSISTENCY OF BUSINESS ENSURE
THE SATISFACTION OF EVERY SINGLE BUYER.WE DEAL IN ROUND,OVALS, CUSHION,PEARS,
HEARTS,PRINCESS, EMERALDS,RADIANT AND MARQUISE. AT NAROLA GEMS,WE BELIEVE IN
CONTANTLY ADDING VALUE TO OUR CUSTOMER AND TO THE DIAMOND INDUSTRY.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 1万円～
1993年
日本、香港、アメリカ
http：//www.jkstar.in

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 10万円～30万円
1989年
香港、中国、アメリカ
http：//www.narolagems.com

ASIA OCEANIA

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

NEW

P HIRANI

PARAMOUNT GEMEXCO

［インド］ India

［インド］ India

インド

インド

STRONG POINT
P.Hiraniは、イエロー、ピンク、ブルー、グリーンなどのナチュラルファンシーダイヤモンドを専門としてい
ます。主に0.50ct以上のすべてのサイズを扱っています。ペア、レイアウトなど希少で投資価値のあるグレー
ドのダイヤモンドが私たちの強みです。過去35年間、ムンバイを拠点とし、世界中のハイクラスの小売業
者や卸売業者に最高のサービスを提供する国際的に認められたブランドに成長しました。
（訳）
P.Hirani specializes in natural fancy colour diamonds such as yellows,pinks, blues, greens
and many more.Dealing primarily in all sizes above 0.50ct. Pairs, layouts, rare investment
grade diamonds are our forte.Based out of Mumbai,over the last 35 years,it has grown to
an internationally recognized brand servicing the best in class retailers and wholesalers
around the globe.
取扱商品価格帯
設立
主要取引国

上代 〜300万円
1991年
アメリカ、中国、香港

STRONG POINT
我々はすべてのナチュラルジェムストーンにファンシーカットと彫刻を入れることに時間を費やしています。
卸売価格で受注注文を受けますので、ぜひご覧にお越しください。あなたはあなたのジュエリーのための、
他にはない新しいピースを見つけるでしょう。
（訳）
*we are putting this time many new fancy cut and carving in all natural gemstone. taking
order in customised and wholesale price., do come and see to us .you will find very new
and exclusive pcs for your jewellery.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 1万円～5万円
1994年
アメリカ、香港、ロシア
http：//www.paramountgemexco.com

ASIA OCEANIA
NEW

代理店 募集

PODDAR DIAMOND LTD.
［インド］ India

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

代理店 募集

SHEETAL MANUFACTURING CO PVT. LTD.
［インド］ India

インド

インド

STRONG POINT

STRONG POINT

Poddar diamondは、D-FLダイヤモンドとしても知られている最上級の透明度と色のダイヤモンドを提
供しています。また、GIAによって100％認証されています。それたは非常に希少で、0.15〜3カラットま
でです。我々はジュエリーの製造もしており、ジュエリーのデザインにも強い誇りを持っています。ダイヤ
モンドとジュエリーの両方を製造できるため当社のコストはとても低くなっています。
（訳）

Sheetal Groupは35年以上にわたるビジネスで世界をリードするダイヤモンド量産メーカーです。同社は、
世界有数のダイヤモンド鉱山会社であるAlrosa、Rio Tinto、Debeersと仕入れ契約を結んでいます。同
社はグローバルにオフィスを展開しています。さらに、他とは差別化された製品、すなわちGIA EX-EXEX、ハート＆アロー、理想的なカット＆オーダーメイドカットを提供します。
（訳）

Poddar diamond offers diamonds of the best clarity and color- literally,also know as D-FL
diamonds.Also they are 100% certified by GIA.They are extremely rare and range from
0.15-3carats.We are also manufactures of jewellery and take extreme pride in our designs
also due to having the capacity to manufacture both diamonds and jewlery our costs are
much lower.

Sheetal Group is one of the world's leading volume manufacturer of polished diamonds
with more than 35 years in business.The company has rough procurement contracts with
some of the world's leading diamond mining companies- Alrosa,Rio Tinto,Debeers.The
company has office presence globally.Besides,provision of highly differentiated products
-GIA EX-EX-EX,Heart & Arrow,Ideal cut & bespoke cuts

取扱商品価格帯
主要取引国

下代 5万円～
アメリカ、日本、ベルギー

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 10万円～
1985年
中国、香港、日本
http：//www.sheetalgroup.com

ASIA OCEANIA
NEW

代理店 募集

SOLTRONIX（ RAJASTHAN ）LTD.
［インド］ India

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
代理店 募集

TGL GROUP
［インド］ India

インド

インド

STRONG POINT
Soltronixは、高度にマネージメントされたジェムストーンの分野で豊富な経験を持つ定評のある会社です。
ジュエリーの製造業に特化しており、均一に校正されたなカラーストーンを数多く提供しています。私たち
はあなたの価格帯に応じた完璧な石を提供します。私たちはワンランク高い品質から商業品質まで様々な
石を製造しています。
（訳）

STRONG POINT
すべてのジュエリーには、最高品質のエメラルドを精巧にちりばめています。
（訳）
ALL JEWELLERY PIECES ARE MICROSET WITH BEST QUALITY EMERALDS

Soltronix,is a professionally managed and well-established company having vast experience
in the field of Gemstones.Specialized in working with Jewelry Manufacturing industries by
providing perfectly calibrated and uniform color stones in bulk quantities.We offer you
complete range of stone as per your price range.We are manufacturing stones from Extra
Fine quality to commercial quality.
取扱商品価格帯
設立
主要取引国

下代 〜100万円
1980年
スイス、フランス、ドイツ

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 30万円～100万円
2016年
イタリア、フランス、スイス
http：//www.tglprecisioncut.com

ASIA OCEANIA
BELIEVE B.S. CO., LTD.
［台湾］ Taiwan

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

CHII LIH CORAL CO., LTD.
［台湾］ Taiwan

STRONG POINT

当社は卸売業者であり、製造業者です。私たちは様々な種類のサンゴ、アンバー、ブルーアンバーの半貴石
を生産しています。
（訳）

40年以上の経験を持つCHII LIH coralは、上質な品揃えで本格的なジュエリー販売に対して、まじめで誠
実なサービスを提供し続けるという高潔な原則を守っています。
（訳）

Our company is a wholesaler and a manufacturer.We produce all kinds of coral,amber,and
blue amber semi-precious stones.

With over 40 years of experience,CHII LIH coral holds strong principles of integrity,
persisting to provide earnest and sincere service on a fine selection of genuine jewelry.

取扱商品価格帯
主要取引国

下代 1万円～300万円
中国、日本、アメリカ

取扱商品価格帯

下代 1万円～100万円

台湾

台湾

STRONG POINT

ASIA OCEANIA
NEW

代理店 募集

DENITEX INTERNATIONAL CO., LTD.
［台湾］ Taiwan

Holding a permanent color of gorgeous blue,kingfisher feather art has been lost to the
world. Mrs.Patty Wang,an independent jewelry designer,has devoted herself to refreshing
the vitality of classical aesthetics.Undoubtedly,Her design of the new kingfisher jewelry are
going to fascinate the world!

設立

DONG LONG JU（D.L.J.）CO., LTD.

上代 5万円～
1996年
中国、香港、シンガポール

STRONG POINT
今回は、日本初公開の新作ジュエリーを発表、即売も承ります。会期中は通常の2割引きといたします。ハ
イクオリティな輝きをぜひ展示会場でお確かめください。
We release brand-new items which displayed for the first time in Japan! We take orders on
site.Limited purchase bonus only at IJT：20% OFF from wholesale price.Please visit us for
high quality and most luxurious jewellery!

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

下代 1万円～300万円
1993年
日本、香港、アメリカ
http：//www.dljjewelry.com
Dong Long Ju Co. LTD. （D.L.J.）
（株）／No.120,Wenhua Rd.,Yingge
Dist.,New Taipei City 239,Taiwan（R.O.C）

台湾

台湾

中国失った伝統的な工芸―カワセミクラフト，華やかで絶美な青、及びカワセミの羽のきらきらとした
光沢が、かつて世界を驚かせていた。王心瑜さんは建築設計の構図を活用し、生まれながらの美学天賦を
活かして、古いカワセミクラフトを再設計した。現代人に似合うファッションジュエリーを作っている。伝
統工芸に新たな命を注ぎ、古典的な東方美学の代々受け継がれる事に専念している。

主要取引国

代理店 募集

［台湾］ Taiwan

STRONG POINT

取扱商品価格帯

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

ASIA OCEANIA
代理店 募集

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
代理店 募集

JIA HONG INT'L JEWELRY CO.
［台湾］ Taiwan

KOR CHEN CORP.
［台湾］ Taiwan

JIA HONG INTERNATIONAL JEWELRY COMPANYは、台湾の主要なジュエリーメーカーであり、輸出
業者でもあります。工場の主要生産品としては、珊瑚、真珠、マベパール、南洋真珠、および様々な半貴石を
加工し、組成した製品がございます。当社はお得意様に対し、半完成品の卸売販売と完成品の小売販売の両
方を通じてVIPサービスを提供しています。
（訳）

STRONG POINT
当社では、海外輸出を手がける一方、國際で販売しやすいデザイン、価格、品質を備えた製品を開発してい
ます。
We release brand-new items which displayed for the first time in Japan!

JIA HONG INTERNATIONAL JEWELRY COMPANY IS A LEADING JEWELRY MANUFACTUREER
AND EXPORTER IN TAIWAN. AT PRESENT, THE MAIN WORKS OF THE FACTORY ARE TO
PROCESS AND TO ASSEMBLE CORAL, PEARL, MABE PEARL, SOUTH SEA RAINBOW
PEARL , AND VARIOUS SEMI-PRECIOUS GEM STONES.WE PROVIDE VIP SERVICE THROUGH
BOTH WHOLESALE OF SEMI-FINISHED PRODUCTS AND RETAIL SALES OF FINISHED
GOODS TO OUR ELITE VALUED CUSTOMERS.
取扱商品価格帯
取扱商品価格帯
主要取引国

下代 〜10万円
日本、中国、香港

主要取引国
WEB

下代 〜30万円
日本
http：//www.korchen.tw/

台湾

台湾

STRONG POINT

ASIA OCEANIA
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代理店 募集

SEA TREASURE INDUSTRIAL CO.
［台湾］ Taiwan

GIRLS

WANG CHEN JEWELRY CO.
［台湾］ Taiwan

STRONG POINT

設立は1956年、当社は最高の珊瑚を提供いたします。
（訳）

当社は優れたシルバージュエリーと18 Kゴールドのサンゴジュエリーを提供します。
（訳）

ESTABLISHED IN 1956,WE PROVIDE THEJEWELRY MARKET WITH THE BEST CORAL IN
THE SEA.

We supply the excellent silver jewelry and 18 KGold coral Jewelry

取扱商品価格帯
主要取引国

上代 300万円～
中国、香港

取扱商品価格帯
主要取引国

下代 〜1万円
日本、アメリカ、中国

台湾

台湾

STRONG POINT

ASIA OCEANIA
ABC STONE CO., LTD.
［タイ］ Thailand

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

AMERICAN-THAI TRADING
［タイ］ Thailand

STRONG POINT

STRONG POINT
American-Thai Tradingは、高品質の天然宝石を提供します。一般的な誕生石から珍しく興味深い宝石
まで、幅広い品揃えがあります。
当社は厳選された原石から慎重にカットされた宝石を提供することを励みとし、常に美しさと価値を重視
しております。
（訳）

We ABC Stone Co. Ltd. will be exhibiting for the first time in Japan! We are offering many
exotic gemstones like Pink Kunzites,Morganites（ Pink and Peach）,Aquamarines,Pink
Tourmalines,Ruby,Sapphire, Emeralds etc. in calibrated and far sizes.We are offering
BIGGEST COLLECTION of PINK KUNZITES in calibrated and far sizes @SHOW SPECIAL
PRICES.Please visit us for high quality exotic gemstones.

American-Thai Trading aims to offer high quality natural gemstones.The range of offerings
is wide,from standard birth stones to unusual and interesting rare gems.We enjoy offerings
gems which are cut with care from the best selected rough.Our focus is always on beauty
and value.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

上代 1万円～300万円
2007年
アメリカ、インド、中国
http：//www.kunzitegem.com

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 1万円～300万円
1995年
日本、ドイツ、オーストラリア
http：//www.americanthai.com/gemlist.html

タイ

タイ

ABCストーン株式会社が日本で初めて出品します！私たちは、ピンクKunzites、Morganites（ピンクとピー
チ）
、アクアマリン、ピンクトルマリン、ルビー、サファイア、エメラルドなどの多くのエキゾチックな宝石
を校正され、遠いサイズで提供しています。我々は、較正された遠くのサイズでピンクの昆虫の最も大きい
コレクションを提供しています@特別割引価格

ASIA OCEANIA

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

DEMIDOFF CO., LTD.
［タイ］ Thailand

STRONG POINT

We own Demantoid deposit in Ural region of Russia,where the most valuable Demantoid
garnet comes from.In our inventory you can find wide range of calibrated Demantoids
from 1mm and up,exclusive collection of big sizes Demantoids 3ct up,wide range of colors
from dark emerald green to yellowish green.Our gems are faceted and polished in Russia.
Please visit us for magnificent Russian Demantoid.

設立
主要取引国
WEB

下代 1万円～
2011年
日本、アメリカ、中国
http：//www.demidoffbkk.com

STRONG POINT
DER MONDはファインジュエラーファミリーの第3世代と第4世代の品質を維持しています。それぞれのジュ
エリーは、愛をもってデザインされた芸術品です。私たちのスローガン “永遠の芸術と価値”
DER MOND retains the quality under the 3rd and 4th generations of the fine jeweller
family.Der Mond beholds each piece of jewellery as a piece of art that designed with
devotion and love. Each jewellery carefully handcrafted by the dedicate artisans,with the
consideration to make the beyond standard diamond jewellery collections as DER MOND
slogan goes Art and Value Through Eternity

取扱商品価格帯
設立

上代 30万円～
1992年

主要取引国

日本、オーストラリア、アメリカ

WEB

http：//www.dermond.co.th

タイ

タイ

最も貴重なデマントイドガーネットが由来するロシアのウラル地方にデマントイドデポジットを所有して
います。私たちの目録には、
1mm以上の広範囲のキャリブレーションされたデマントイドがあり、デマン
トイドの3倍の大きなサイズ、暗いエメラルドグリーンから黄緑色までの幅広い色の独占コレクションを見
つけることができます。私たちの宝石はロシアで彫刻され研磨されています。

取扱商品価格帯

DER MOND CO., LTD.
［タイ］ Thailand

ASIA OCEANIA
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海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

FANCY FACTORY CO., LTD.
［タイ］ Thailand

GEMBURI CO., LTD.
［タイ］ Thailand

STRONG POINT
卸売業者および製造業者、貴石＆半貴石（訳）

Gemburi Co.,Ltd.は良質のジェムストーンを世界中に供給しているをチャンタブリーを拠点とする工場
です。当社の主力製品には、ビルマのルビー、モザンビークのルビー、スリランカのブルーサファイア、マダ
ガスカルのブルーサファイアなどがあります。当社の在庫には、一般に単石とキャリブレーションサイズが
含まれています。
（訳）
Gemburi Co.,Ltd. is Chanthaburi-based factory producing good quality gemstones
supplying to world wide market.Our main products are including Burmese Ruby,
Mozambique Ruby,Sri Lanka Blue Sapphires,and Madagascar Blue Sapphires.Our stock is
generally containing Single stones and calibrated size.

取扱商品価格帯
主要取引国

下代 1万円～10万円
日本、タイ、インド

設立
主要取引国

2005年
香港、中国、アメリカ

タイ

タイ

Wholeseler & Manufacturers Precious & Semi-Precious Stone

STRONG POINT

ASIA OCEANIA
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代理店 募集

RIGHT GEMS SUPPLIER
［タイ］ Thailand

STRONG POINT
IJT 2019の新製品は、ブラジル・パラバイオ、スピネル、ルビー、ツァボライト、サファイアです。優れたサー
ビスと高品質の製品をご覧に、当社のブースへいらしてください。
（訳）

主要取引国
WEB

下代 1万円～300万円
日本、アメリカ、中国
http：//www.rightgems.com

STRONG POINT
最先端の研究開発施設と経験豊かな宝石学者による、宝石と貴金属識別のための最上級の研究室です。
（訳）
The superlative Lab for Gem and Precious Metal Identification,Equipped with State-of-theart R&D and Highly Experienced Gemologists.

設立
主要取引国
WEB

1998年
タイ
http：//www.git.or.th

タイ

タイ

Our new product for IJT 2019 are Brazil Paraiba,Spinel,Ruby,Tsavorite,Sapphire.Please visit
us for exceptional service and high quality products.

取扱商品価格帯

THE GEM AND JEWELRY INSTITUTE OF THAILAND（PUBLIC ORGANIZATION）
［タイ］ Thailand

ASIA OCEANIA
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代理店 募集

ASI ABIR DIAMONDS LTD.

MID HOUSE OF DIAMONDS

［イスラエル］ Israel

［イスラエル］ Israel

STRONG POINT

STRONG POINT

天然ダイヤモンドが50％オフ、ご自由にお選びください、ダイヤモンドのスーパーマーケット、ASI ABIR
にぜひお越しください。
（訳）
Natural Diamonds 50% OFF,Free Selection,Visit Us, ASI ABIR SuperMarket for Diamonds

最高品質で希少なダイヤモンド、大きいサイズのダイヤモンド、カラーダイヤモンド、日本で最もエキサイ
ティングなダイヤモンドを見に来てください。5-100ctのすべての形のブルー、ピンク、イエロー、ホワイ
トのダイヤモンドがあります。
（訳）
Best and rare Diamonds,large size and color diamonds,please visit us for high quality and
most exciting diamonds in Japan.5-100ct in all shape Blue,Pink,Yellow and White diamonds.
イスラエル

イスラエル
取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

下代 5万円～10万円
1975年
日本、中国、香港
http：//www.asiabir.com
ダイヤモンドAbir（有）

取扱商品価格帯
主要取引国
WEB

下代 100万円～
アメリカ、ベルギー、イスラエル
http：//www.middiamonds.com

ASIA OCEANIA
R.T.DIAMONDS CO., LTD.
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SARINE TECHNOLOGIES LTD.

［イスラエル］ Israel

［イスラエル］ Israel

STRONG POINT

STRONG POINT
Sarine Technologiesは、ダイヤモンドの製造、グレーディング、およびジュエリー小売販売アプリケーショ
ンのためのテクノロジーソリューションの開発における世界的なリーダーです。世界初のAI駆動ダイヤモン
ドラボであるSarine Technology Labsは、高度で正確な光性能グレーディングとダイヤモンドイメージン
グなどを含む、消費者の体験を向上させるSarine Profile Digital Diamond Reportsを提供しています。
（訳）

R.T Diamonds CEO's family is among the founders of Israel Diamond Exchange and
continues the tradition of trusted professionals lasting for generations.We are specialized
in Natural Fancy Color,Fancy Cut, and other Spcial Cut Diamonds.We provide our best
price for 0.10 to 10ct diamonds above which are imported directly from Israel.Please
check our specially highly qualified diamonds!

Sarine Technologies is a worldwide leader in the development of technology solutions for
diamond manufacturing,grading,and diamond and jewellery retail sales applications.Sarine
Technology Labs,the world s first AI driven diamond labs,offer Sarine Profile digital
diamond reports that enhance the consumer experience,including advanced accurate light
performance grading and diamond imaging.

取扱商品価格帯
WEB

下代 5万円～
http：//www.rtdiamonds.com/

取扱商品価格帯

上代 1万円～

設立

1988年

WEB

http：//www.sarine.com

日本窓口

AP Co., Ltd.I／11-4 Taito 4-Chome Taito-Ku Tokyo 110 0016

イスラエル

イスラエル

弊社社長一族はイスラエルダイヤモンドエクスチェンジの創設に携わり、代々、ダイヤモンド産業におい
て信頼と伝統を継承しております。品質の高い0.10～10ctのファンシカラー及びファンシーカット、その
他に特殊変形のダイヤモンド等、独自のルートによる直輸入特別価格にて多数ご用意いたしております。
厳選されたダイヤモンドの輝きをぜひご覧くださいませ。

ASIA OCEANIA
NEW

代理店 募集

VMK DIAMONDS LTD.

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
代理店 募集

YOEL DEIL DIAMONDS LTD.

［イスラエル］ Israel

［イスラエル］ Israel

STRONG POINT

STRONG POINT

VMKダイヤモンドは、希少なファンシーカラーのルースダイヤモンドとハンドメイドの特注ダイヤモンド
ジュエリーの優れた供給源です。最高品質のGIA認定ダイヤモンドのみを提供するという当社の取り組みは、
卸売ダイヤモンドディーラーおよび世界中の顧客の間で絶大な評判を得ています。ぜひIJTのブースで高級
ダイヤモンドと会場特別価格をチェックしてください。
（訳）

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 5万円～
2006年
イスラエル、香港、アメリカ
http：//www.vmkdiamonds.com

OFFERING A LARGE COLLECTION OF NATURAL AND UNIQUE FAMCY COLOUR
DIAMONDS AND DIAMOND JEWELERY AT SPECIAL DISCOUNTED PRICE FOR IJT!

イスラエル

イスラエル

VMK Diamonds is a leading source for rare,fancy colored loose diamonds and handcrafted,bespoke colored diamond jewelry.Our commitment to offering only the highest
quality GIA certified diamonds has earned us an impeccable reputation with wholesale
diamond dealers and our international clientele.Please visit our booth at IJT for exclusive
diamonds and special on-site prices.

天然のユニークなファンシーカラーダイヤモンドとダイヤモンドの幅広いコレクションをIJTの特別割引価
格でお届けします！
（訳）

取扱商品価格帯
設立
主要取引国

上代 30万円～300万円
2006年
日本、香港、シンガポール

ASIA OCEANIA
NEW

代理店 募集

LANGONG JEWELLERY CO., LTD.
［中国］ China

NEW

代理店 募集

XIAMEN SMARTCLEAN CO., LTD.
［中国］ China

STRONG POINT
名前：Langong Jewellery
製品：当社は24Kゴールドや、18Kゴールド製の古代ビーズを用いた新しいデザイン製品が数多くございま
す。"zanke"は長年の歴史を持つ中国の芸術であり、"zan"は石や金属に彫ることを意味します。当社製品は、
"zan"の施されたゴールドと中国の伝統的な織物技術を組み合わせています。また、大量生産された作品
もあります。
（訳）
Name：Langong Jewellery Products：we do a lot of new design of ancient beads,made of
24K gold 、18K gold.“zanke” is a art of china，which has a long-standing history，“zan”
meamsto chisel in stone or to engrave in metal，we combine“zan”gold with Chinese
traditional weaving art. and we also have mass manufactured works.
取扱商品価格帯

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

上代 5万円～30万円

STRONG POINT
今回は、日本初公開の新作ジュエリーを発表、即売も承ります。会期中は通常の2割引きといたします。ハ
イクオリティな輝きをぜひ展示会場でお確かめください。
Smartclean specialize at producing ultrasonic cleaner,which is professional to personal use.
It is so elegant and smart, you can thoroughly clean your jewelry at home.It can always to
help to keep the jewelry clean and shine.

取扱商品価格帯

WEB

2010年
日本、イギリス、アメリカ
http：//www.jysmartclean.com

その他

その他

設立
主要取引国

上代 1万円～5万円

ASIA OCEANIA
代理店 募集

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

YIWU NORMAN IMP.&EXP. CO., LTD.
［中国］ China

代理店 募集

ZHANGJIAGANG CITY DAKING JEWELLERY CO., LTD.
［中国］ China

STRONG POINT
翡翠の美しさを以て魂に触れ、翡翠の精神力で魂を守り、魂を養う。
（訳）
Touching the soul with the beauty of jade,guarding the soul with jade spirit,nourishing the
soul.

STRONG POINT
私たちの会社は、ジュエリー、ネックレス、イヤリング、ブローチの生産に特化しています。26年間、専門性、
責任感、効率的で革新的な作業スタイルと態度をもって、真珠製品の開発と利用に専念してきました。
3-5日以内の迅速なサンプル提供、毎週100以上の新デザインご提供等が私たちの強みです。Sedex/
SMETA 工場監査通過：認証番号ZC131485830
（訳）
Our company is specialized in the production of Jewelry,necklaces,earrings,brooches.For
26 years,we have been devoted to the development and utilization of pearls with
professional, responsible, efficient and innovative work style and attitude.our advantages：
Speedy sample 3-5 days,More than 100 designs new arrival week.Pass Sedex factory
audit：ZC131485830

取扱商品価格帯

日本、中国

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 〜10万円
1992年
日本、アメリカ、カナダ
http：//www.dakingjewellery.com

その他

その他

主要取引国

上代 5万円～100万円

ASIA OCEANIA

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

ZHUJI MINGFANG JEWELLERY CO., LTD.
［中国］ China

STRONG POINT
日本で新商品をリリース！ 私たちは会場で受注しており、IJTで購入された際は、卸売価格からの20％
OFFです。高品質で非常に豪華なジュエリーをお求めください！
（訳）
We release brand-new items which displayed for the first time in Japan! We take orders on
site.Limited purchase bonus only at IJT：20% OFF from wholesale price.Please visit us for
high quality and most luxurious jewellery!

取扱商品価格帯

CLIFTON OPAL PVT. LTD.
［オーストラリア］ Australia

下代 〜5万円

STRONG POINT
私たちはシドニーのカッティング工場から、新しいクイーンズランドボルダーオパールとボルダーオパールネッ
クレスの幅広いコレクションを様々な質とサイズでご用意しております。ぜひこの日本初の新しいオパー
ルを見に私たちのブースにお越しください。
（訳）
We have a large collection of new release Queensland Boulder Opal and Boulder Opal
necklaces in all quality and sizes direct from our cutting factory in Sydney.Please visit our
stand to view this new range of Opals for the first time in Japan.

設立

WEB
日本窓口

日本、アメリカ、香港
http：//www.cliftonopal.com
Hoei Nishi-Shinjuku Bldg 702, 5-3-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo
1600023 Japan

その他

その他

主要取引国

1971年

ASIA OCEANIA
NEW

代理店 募集

PINK KIMBERLEY DIAMONDS
［オーストラリア］ Australia

STRONG POINT
私たちは1967年に設立されたオーストラリアの企業です。私たちは、希少なオーストラリアのアーガイル
ピンクダイヤモンドで作られた絶妙なPINK KIMBERLEYとBLUSH PINK DIAMONDSジュエリーコレ
クションをIJTに持っていきます。また、西オーストラリアのイーストキンバリー地域の遠隔地から調達し
た幅広いルーズ天然アーガイルピンクダイヤモンド天然ダイヤモンドを提供しています。
We are an Australian business established in 1967,and we bring to the IJT our exquisite
PINK KIMBERLEY and BLUSH PINK DIAMONDS jewellery collection made with rare
Australian Argyle pink diamonds.We also offer a wide range of loose natural Argyle pink
diamond natural diamonds procured from remote areas in the East Kimberley region of
Western Australia.
取扱商品価格帯

WEB

SAM CARBONE OPALS
［オーストラリア］ Australia

STRONG POINT
オーストラリアのオパールを幅広く出展します。私たちは、ブラック、ボルダー、ライトオパールを持ってい
ます。プラチナ、18ctゴールド、スターリングシルバーを使ったオパールジュエリーを取り扱っております。
私たちは製造会社であり、お客様の用意した石、または我々の幅広いルースオパールの中の石を使用して、
プラチナ、ゴールド、シルバーを合わせたデザインと製造をお客様のご要望に合わせて行います。ブース
C128、Sam Carbone Opals。
（訳）
Exhibiting a wide range of Australian Opal.We have a choice of black,boulder and light opal.
Opal jewellery in platinum,18ct gold and sterling silver.We are a manufacturing company and
we can fill all your demands from designing and manufacturing in platinum,gold and silver
using your stone or you can select from our wide range of loose opal.Booth C128,Sam
Carbone Opals.

下代 10万円～
1967年
オーストラリア、香港、イタリア
http：//www.pinkkimberley.com.au

取扱商品価格帯

下代 1万円～300万円

その他

その他

設立
主要取引国

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

ASIA OCEANIA

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

SHERMAN OPALS
［オーストラリア］ Australia

STRONG POINT
SHERMAN OPALSは、
1896年に創設したオーストラリアの家族経営によるオパール専門会社です。ソリッ
ド・ライトニング・リッジ・ブラックオパール、クイーンズランド・ボルダーオパール、南オーストラリアのク
リスタルオパールを取り扱っています。オーストラリアの主要なオパールの採掘地で採れるオパールは、
121年以上にわたって国際的に卸売価格で供給されています。当社の長続きの秘訣は、品質、誠実さ、価
値に対して、お客様にご評価いただいていることです。
（訳）
SHERMAN OPALS,a family owned Australian Opal company since 1896. Solid Lightning
Ridge Black Opal,Queensland Boulder Opal,South Australian Crystal Opal.Opal from all
major Australian Opal Fields supplied wholesale internationally for over 121 years.Our
longevity is your assurance of quality,integrity and value.

代理店 募集

JUN JEWELRY CORP.
［韓国］ Korea

STRONG POINT
JUN Jewelry Corp.は、韓国のジュエリー業界におけるトップ企業です。Junは、長年蓄積し成熟させた
ノウハウとデザイン性を駆使し、C/Z、半貴石、合成石をセットした10K、
14K、
18Kゴールドから作られた
様々なジュエリーを提供してきました。様々な組み合わせが可能なので、Junは韓国で最良の企業として
知られています。
（訳）
JUN Jewelry Corp. is a leading company in jewelry field of Korea. With know-how & design
creativity accumulated and matured,Jun has been providing all type of jewelry made from
10K,14K and 18Karat Gold set with C/Z,semi-precious,and synthetic stones.Various fittings
are available.For its ability, Jun has been recognized as the best company in Korea.

取扱商品価格帯

1995年
イタリア、アメリカ、中国

その他

その他

設立
主要取引国

下代 〜1万円

ASIA OCEANIA
NEW

代理店 募集

MT JEWELRY
［韓国］ Korea

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
代理店 募集

PEARLSTONE
［韓国］ Korea

STRONG POINT
20代～30代向けのK10,K18 バースストーンシリーズの商品とダイアー商品を合理的な価格で即売も承
ります。
（訳）

STRONG POINT
PEARL STONEは、宝石を専門とする会社で、顧客の好みに合わせ、アンバー、サンゴ、真珠などの多数の
半貴石からさまざまな製品を提供いたします。1975年以来、我々は韓国で作られたジュエリー製品を製
造し、輸出しています。
（訳）
PEARL STONE, a company specializes in gems,thinks as customers'position to offer
diversity from jewelry good as to a semiprecious stone such as ambers,corals and pearls
to meet the customers' choice.Since 1975,we are manufacturing and exporting jewelry
goods which made in Korea.

取扱商品価格帯

http：//www.mtjewelry.co.kr

取扱商品価格帯
主要取引国

下代 5万円～10万円
日本、中国

その他

その他

WEB

下代 〜1万円

ASIA OCEANIA
代理店 募集

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド
NEW

CHANMEL GEMS CEYLON PVT. LTD.
［スリランカ］ Sri Lanka

STRONG POINT
スリランカの高品質な貴石と半貴石を提供しています。ぜひIJT2019のブースにお越しください。私ども
の製品はいずれもIJT特別価格で購入できます。
（訳）

FINE GEM AND JEWELLERY
［スリランカ］ Sri Lanka

STRONG POINT
スリランカ産の美しいルースを販売致します。産地直送でハイクオリティの サファイア・ルビー等色々な
ルースを販売致します。是非展示会場でご覧下さい。

Your source for high quality precious and semi-precious gems stones from Sri Lanka.
Please visit us at IJT-2019 and you can buy any of our product for IJT special price.

取扱商品価格帯

中国、アメリカ、タイ

取扱商品価格帯
WEB

下代 1万円～
http：//www.finegemandjewellery.com

その他

その他

主要取引国

下代 1万円～300万円

ASIA OCEANIA
NEW

代理店 募集

RUWANPURA GEMS PVT. LTD.
［スリランカ］ Sri Lanka

STRONG POINT
私たちは高品質のナチュラルジェムストーン - ブルーサファイア、スピネルなどを提供しています。
（訳）
We offer high quality natural gemstones-Blue Saphire,Spinel,etc.

取扱商品価格帯

上代 30万円～300万円
タイ、香港、アメリカ

SAKA JEWELRY
［インドネシア］ Indonesia

STRONG POINT
今回は新しいコレクションと日本市場に合わせた特別なジュエリーを展示します。すべてのジュエリーは
丁寧にデザインされ、バリのオフィスで製造されています。
（訳）
we are showing our new collections and one of a kind pieces to the japanese market at the
show.All pieces are carefully designed and manufactured in our Bali office.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB
日本窓口

下代 1万円～5万円
2015年
オーストラリア、フランス、日本
http：//www.sakajewelry.com
PT. SAKA KARYA BALI／東京都杉並区松庵1-5-6

その他

その他

主要取引国

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

ASIA OCEANIA

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

代理店 募集

SUARDANA SILVER BALI
［インドネシア］ Indonesia

STRONG POINT
suardana silver baliは、葉、石、花、動物などの自然をコンセプトとしたモダンで伝統的なデザインのシ
ルバージュエリーを提供しています。1989年以来、インドネシアのバリ島で私たちは最高の品質と価格を
保証しています。
（訳）
suardana silver bali offers silver jewelry with modern and traditional designs with concepts
from nature such as leaves,stones,flowers,animals and others.Since 1989 located in Bali,
Indonesia,we guarantee the best quality and price.

取扱商品価格帯

日本、アメリカ、香港

STRONG POINT
高級ペルシャ絨毯を始めルーズ＆カラーダイヤモンドを卸売り価格で提供致します。長年の経験から日本
の皆様のお好みに合う商品を知り尽くしているので、お好みの逸品に出合える事請け合いです。
We are offering Persian carpet and lose,color diamond as wholesale price.Because Of
years of experience,we know everything about Japanese taste.So it is a guarantee,That
you surely may find your favorite one from in our stock.

取扱商品価格帯
WEB

上代 10万円～
http：//persianroad.com

その他

その他

主要取引国

上代 〜5万円

ARABESK CO., LTD.
［イラン］ Iran

ASIA OCEANIA
TAKA JEWELLERY PTE. LTD.
［シンガポール］ Singapore

STRONG POINT
2001年にシンガポールに設立されたタカジュエリーは急速に拡大し、シンガポールエクスチェンジ（SGX）
に上場しています。
タカジュエリー製品は、クラシックな1粒ダイヤのジュエリーからデザイナーズジュエリー
まで多岐にわたります。5大陸の40カ国以上に代表的なデザインのジュエリーを輸出しています。タカジュ
エリーは毎年アジア、アメリカ、ヨーロッパ、中東の約40のジュエリー展に参加しています。
（訳）
Founded in Singapore in 2001,Taka Jewellery expanded rapidly and is listed in the
Singapore Exchange（SGX）.Taka Jewellery products range from classic solitaires to
designer statement pieces.We export exclusive bold statement pieces to more than 40
countries in 5 continents.Taka Jewellery participates in about 40 Jewellery Exhibitions in
Asia,America,Europe & Middle East every year.
取扱商品価格帯

WEB

2001年
シンガポール、香港
http：//www.takajewellery.com.sg

OPAL PACIFIC LTD.
［ニュージーランド］ New Zealand

STRONG POINT
自社研磨のブラックオパール、ボルダー、ホワイトオパール、ニュージーランド産アワビの養殖パールのルー
ス、オリジナルジュエリーなど、IJTスペシャルプライスにて、ご提供
Black opal,Boulder opal,White opal which we cut & polish and New Zealand cultured Paua
（Abalone）pearl,Original jewellery, we supply them with Show Special price.

WEB

http：//www.opalpacific.co.nz
その他

その他

設立
主要取引国

上代 1万円～300万円

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

ASIA OCEANIA
代理店 募集

代理店 募集

R & L NEPAL CO., LTD.
［ネパール］ Nepal

私たちは、シルバー、クリスタル、珊瑚、ラピス、ターコイズの手工芸品と、ネパールとチベットの典型的な
ハンドメイドジュエリーを製造しています。会場では、チベットのアンティーク・ジー・ビーズと上質な彫刻
が施されたハンドメイドのシンギングボウルをご覧いただけます。
（訳）
We produce Silver/Crystal/Coral/Lapis/Turquoise Handicrafts.And Nepali and Tibetan
Typical hand made Jewelry.You can find here Tibetan antique dzi beads.Fine carved hand
made singing bowls.

WEB
日本窓口

2006年
アメリカ、ドイツ、日本
http://www.rtradelinks.com
株式会社 R&L ネパール／大阪府大阪市天王寺区大道4-8-25永棟マンション 410
号室

STRONG POINT
市場の新しい名前。
キャンボルライト。ほとんどの電化青色の宝石。世界で唯一の情報源、カンボジアのエ
キゾチックな世界。
New name in the market;Cambolite.Most Electrifying Blue Gem.Only one source in the
world,exotic world of Cambodia.

取扱商品価格帯
設立
主要取引国
WEB

下代 1万円～100万円
2006年
アメリカ、ドイツ、日本
http：//theluxurygems.com

その他

その他

主要取引国

YES HAJAA GEMS CO.
［マレーシア］ Malaysia

STRONG POINT

設立

第30回 国際宝飾展 IJT2019

海外ジュエリー仕入れガイド

ASIA OCEANIA
MYANMAR HISUI.COM
［ミャンマー］ Myanmar

IJT 2019 Luxury Zone

STRONG POINT
ミャンマー翡翠.comで取り扱う製品は、製作に使用する原石の仕入から製作・仕上げに至るまでミャンマー
の提携工場で一貫して行い、いつ・どの原石から・どの職人が製作をした製品か、製作の過程もすべて自社
で管理をしている100％ミャンマー産・ミャンマー製のオリジナル商品です。どんなに小さなものでもひと
つからオーダーメイドの製作を承ります。
All of the marvelous things, showing now are the original products of our magnificent
factory.Even though just only one and small order is warmly and willingly welcomed to
make it amazing for your satisfaction.Favorite designs can be ordered directly from us（our
magnificent factory）
and we are open to your discussions.

取扱商品価格帯
その他

WEB
日本窓口

上代 1万円～5万円
http：//www.myanmarhisui.com/
（資）
エス・ジー・ジャパン／神奈川県相模原市星が丘4-17-12

HANDMADE IN PARIS

