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2018 年の宝石・貴金属小売市場規模は災害等の影響もあり低調に推移
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つつある。こうしたなか、中古ジュエリーの買取市場は拡大

アップに繋がった。その反面、9 月には台風 21 号や

していくものと考えられる。( 図 2)

北海道胆振東部地震の影響により、インバウンド需

矢野経済研究所では、2017 年の国内宝石・貴金属小売市

要が大きく影響を受け下落基調となった。

場規模を前年比 0.6% 増の 9,468 億円と推定した（図１）。年

（図 3）は、弊社が PGI から委託を受けて、全国の小売店に
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ジュエリー買取市場規模推移（CtoB ベース）
Jewelry Purchase Market Size.
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喜平チェーンなどの地金ジュエリーの販売が伸びた。一方、

第 3 四半期は、金額で前年同期比 0.5％の減少、数量で同

で市場規模の数字に現れたが、8％から 10％へといっ

20 (%)

消費者の中古ジュエリーの買取市場も再び上昇傾向にある。

1.0% の減少、単価で同 0.4％の増加、と単価については前期

た際には、そこまで影響を受けるかは疑問である。た

15

だし、10 月という時期に実際に増税が実施されれば、

10

宝飾品販売トレンド
Japan Jewelry Retail Sales Trend (JTS)

金額 Value trend
個数 Piece trend

消費者は金価格の値動きに敏感になっており、自分たちが

に続き上昇基調となったが、金額・数量で下落基調が引き

保有する古いジュエリーも地金部分を中心に資産価値を持

続いている。株価も 8 月に入り徐々に上がり始め、22,000

クリスマス商戦に影響を受ける可能性は大いに考え

5

つことを知り、中古ジュエリー買取市場への関心も高まり

円を超すなど景気が持ち直し、また高額品も動き始め単価

られる。

0

Pst and present statistics and future estimation of jewelry market

（億円：100MIL）

-15
-20

リーが取り込まれれば、消費税増税後の反動を追い

26,500

（株 ) 矢野経済研究所 ジャパンプレシャス編集部 Yano Research Institute

風に変えることも可能である。特に中国景気が一般

23,600
21,799

20000

現在の 2,500 万人から 4,000 万人へと増加が見込ま
れる訪日外国人観光客の買い物需要にうまくジュエ

30000

25000

揚要素が大きくプラスするとも言われており、特に

09
20 Q1
09
20 Q2
09
20 Q3
09
20 Q4
10
20 Q1
10
20 Q2
10
20 Q3
10
20 4Q
11
20 1Q
11
20 2Q
11
20 3Q
11
20 4Q
12
20 1Q
12
20 2Q
12
20 3Q
12
20 4Q
13
20 1Q
13
20 2Q
13
20 3Q
13
20 4Q
14
20 1Q
14
20 2Q
14
20 3Q
14
20 4Q
15
20 1Q
15
20 2Q
15
20 3Q
15
20 4Q
16
20 1Q
16
20 2Q
16
20 3Q
16
20 4Q
17
20 1Q
17
20 2Q
17
20 3Q
17
20 4Q
18
20 1Q
18
20 2Q
18
3Q

宝石・貴金属小売市場規模推移と予測

-5
-10

20



㔳
図1

一方で、オリンピック前年ということから景気浮

単価 Price trend

消費においてはまだまだ堅調であるのは救いである。
20,752

逆に 2020 年において、オリンピック期間前後にお

19,964
17,987

ける東京地域の展示会開催が出来ない影響も考慮に
15,954

15000

14,568

入れる必要がある。東京ビッグサイトをはじめ、都内
13,70813,558

12,961 12,534 12,42112,677 12,728

のホテル催事もその多くが制限を受ける可能性が出

11,989
10,538

10000

9,593 9,967 10,017
9,283 9,104 8,945 9,110 9,617 9,726 9,691 9,413 9,468

ている。オリンピックへ向けた建設需要増などによ

れにしろ 2020 年の東京オリンピックに向けて、市場
は堅調に推移するものと考えられる。

0

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20（年）
予測
（株 ) 矢野経済研究所 ジャパンプレシャス編集部 Yano Research Institute
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ただし、テロや紛争リスクが世界的に高まってお
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第 30 回 国際宝飾展
出展社名
(有)アートグラス たかつき
(株)R & L ネパール
アールエムシージェムズジャパン(株)
アールエムシージェムズジャパン 甲府支社(株)
(株)RL貿易
(株)アールケイエンタープライズ
(株)R.T.Diamonds
(株)アイ・エム
(株)アイ・ケイ
(有)アイコンジャパン
(株)アイデクト
(株)アイランド・ジェム
(株)赤坂ユニベイス
(株)アキ商会
(株)浅野商店
(同)旭日興業
(株)アサヒジュエリー
ASAHI PEARL
アサミパール
(株)アッシュアンドアッシュ
アップルグリーンダイヤモンド(株)
(株)アニ ダイアモンド
(株)アビステ
アビナウ・ジェムス(株)
(株)アビノヴ ジェムズ
アフガンブラザーズ(株)
(株)アプレ
(株)アプローズ
(株)アベジュエリー
(有)天野製作所
ARMEE GEM
(有)網倉天然石
アミットトレーディング(株)
(有)アラベスク
あらまほし
(株)アリーナ ジュエルズ
(有)有沢産業
アルク
アルバートジュエリー (有)
アルファーミラージュ (株)
(株)アルファタジマ
アンクレア・ジャパン(株)
ANTIQUE VINTAGE MJQ
Antille(株)
(株)アンテウス
(株)安藤製作所
イーエムコーポレイション(株)
EK Pearl(株)
E's Empire(株)
(株)石井商店
(株)イシガミ
(株)石友
井嶋金銀工業(株)
五十鈴MSJ(株)
(有)イズム
(有)イソワインターナショナル
イタリア大使館 貿易促進部
(株)一丸ジューリー
(株)一慶堂
一風騎士(株)
ideeMe(株)
(株)イナホ
(株)イピア
今啓パール(株)
(株)今与
イリス ジェム & ジュエリー
(株)岩広貿易
ヴィー・エヌ・トレーディング(有)
ヴィジェ
(株)ウイロー
(株)ウェーブフロントセキガハラ
(株)上野貿易
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＊2018年11月26日現在の情報です。これ以降にも多数の企業が出展を決定されています。
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出展社名

(株)ウェルチェス
(株)内堀 マスヤ質店
(株)宇土真珠
ウライ(株)
栄光真珠(株)
HRD ANTWERP
エイチ・アイアン齋藤宏子
(株)HK
18パールズ(株)
(有)エイビーダイアモンド
(株)AP
(株)AMT・（東京墨涵）
(株)エクセレントジェム
(株)エクミス
(株)エコリング
STM Gems
(株)エスプレス・メディア出版
SUR FACTORY
(株)HYフューチャー Co.
エニー (株)
EVA STONE
エビス
(株)MSコーポレーション
(株)MMJインターナショナル
(有)エムズパールコウベ
MZ&C (株)望月英之商会
(株)エムツーデザイン
(株)MT JEWELRY
(株)MT商事
エリオ ルスケーナ ゴールドスミス
(株)L&H
L&Y JEWELLERY
えん-eNエンタープライズパールジェムズ(有)
えんぽりあむ
(株)大川
大北商事(株)
(株)大久保商会
(株)おお蔵
(株)大阪真珠
大田真珠
(株)大月真珠
(有)オーティス
オートリージャパン(株)
(有)大ハタパール工業
OPトレーディング(株)
(株)大淵銀器
(有)オオモリ
(株)オーロラ
(有)岡﨑珊瑚
岡本真珠(株)
翁デザインスタジオ
奥田真珠貿易(株)
(株)オクノ宝石
(有)奥元宝飾
(株)おたぎり
(有)オダギリ
OKKO真珠(株)
(有)音羽屋
オパールパシフィックリミテッド
オリンパスアート 宝石・時計貿易(株)
gage
(有)甲斐玉堂
(株)グランチャ 買蔵
覚田真珠(株)
(株)柏圭
(株)梶田
(社)カスコ
片岡商店(株)
畫骨carveX
(株)加藤商会(Doctor Jewelry)
(株)カナダビジネスサービス
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56
25
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56
90
90
21
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出展社名

金子真珠(株)
(株)金子宝飾
(株)鹿野商店
(株)カフェリング
カラーズ
カリストレーディング / コーシン
ガロファロ・カメイ
(株)カワサキ
(株)KAWAMURA
(有)カンパス
(株)キアイ
(株)木内工芸
(株)貴瞬
(株)KINK
(株)CAP
(株)キャンディッド ジャパン
(株)京の蔵 小牧
(株)ギリオン
桐谷(株)
(有)クシャルインペックス
(株)クラシック・コーポレーション
グランヴェール(株)
(株)グランチャ
(株)グランド GRAND RINO
グランバーガーダイヤモンズジャパン(株)
(株)クリエイトタカノ
(株)クリエートジェムインターナショナル
クリスタルガラージュ ガイア
(株)クルリステル
グローバルトレーディング
グローバルトレード(株)
(株)グローリー
(株)クロスフォー
Chronograph Inc.
(株)桑山 (Pearl section)
(株)桑山
(株)桑理商事
(有)ケイアイ商会
K＆S商事(株)
(株)K-GOLDインターナショナル
ケイズトレーディング
(株)KEIRAKU inc.
K.I.Gトレーディング
(株)ケーエム
(株)ケー・ジェー・エム
(株)ケンダイヤモンド
コアフロント(株)
(株)光・彩
(株)光新宝飾
(株)KOUFUKU
(株)甲宝商会
(株)コーシン
(株)ゴーリ・インターナショナル
(株)ゴールド島田
(株)コカ クリエーション
ゴギ・ダイアモンド(株)
(株)五幸商会
(株)コジマアクセサリー /(株)アイボリー
コスミックジェム
(有)コスモストレーディングカンパニー
(株)コダマ
コタリトレーデイング Hk.ltd
(株)コトブキ商会
(株)小林商会
(有)込山商会
(株)KOMEHYO
(株)コロラット・コレクチェ
(有)コンチネンタル
コンチネンタルパール(有)
KONDO(株)
(株)近藤
(株)近藤宝飾
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39
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39
21
91
39
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39
40
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25
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91
78
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25
25
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25
40
40
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78
40
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40
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40
26
40
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26
26
41
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79
92
79
26
59
41
41
69
41
59
59
26
59
41

出展社名

(株)Thursday
(有)ザーラコーポレーション
(株)サイキ宝飾
(有)サイコージェムス
酒井商事(株)
サカイトレーディング(株)
(株)さかえ
(株)坂本貴金属
(株)サスガ商会
サソンコ
SATURNO SRL
(有)佐藤貿易
ザワールドジュウリージャパン(株)
(株)SAN
(株)サン・シャレーヌ/トリプル・エー /SC GOLD
(株)サンアイインターナショナル
(株)サンエイ
三幸物産(株)
さんごワールド
サンティ商会(有)
(株)三美
(株)三和真珠
三和精密工業(株)
GIA
(有)ジージーピー
(有)ジーニス
シーフォース(株)
ジェイアンドシー
(株)J&C
ジェイエイ コーポレーション
(株)JFC
ジェイ・トレーディング(株)
J1(株)
(株)ジェー・アイ・ティー
(株)ジェー・クラフト
J.B. ジャパン(株)
(有)J.P.渡邊商會
(株)ジェミナ
じぇむ りさこ
(株)ジェムインターナショナル
ジェムエイコー
Gem-A
(株)ジェムクレール
(株)ジェム・スタジオ
(有)ジェムスワールド
(株)ジェムトレーディング
(株)ジェムフィールド
(株)ジェムワークス
(有)ジェメスト
(株)GEMOPIA・JAPAN
紫苑
(一社)静岡バラ振興会／ baraio
篠原貿易(株)
(株)芝真珠
(株)志摩
(株)島田貴金属店
(株)島田商事
志摩パールクラブ
(株)清水
(株)シミズ貴石
シミズジュエリー (株)
(有)清水貿易
SHERMAN OPALS
(株)JacanaJakena.Japan
(株)シュウトレーディング
秀美トレーディング
ジュエリー キネヤ
(株)ジュエリーアイデス
ジュエリーアロー
(株)ジュエリーイイヌマ
(株)ジュエリーオザワ
ジュエリー・クラフト・フカサワ
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27
80
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43
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43
43
60
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出展社名
(株)じゅえりー日本堂
(株)ジュエリー HARU
(株)ジュエリープランニング
(株)ジュエリープロジェクト長沢
(株)ジュエリー・ミウラ
(有)ジュエルアイマス
(株)ジュエルエレガンス
(株)ジュエル第一
(有)ジュエル・ハヤカワ
(株)ジュエルランド
(株)ジュエル ワタナベ
珠宝堂
(株)シュリーシャムジェムス
(株)ジョイテック
ジョイロック
晶都(株)
(株)ジョリージェムスジャパン
シリ トリヴェニ ジェムス(株)
(株)新栄商会
(有)真光
(有)信光
(株)新光貴
(株)真珠科学研究所
(有)真優
(株)瑞勝
(有)SWEENY JEWELLERS
(有)スーパージェムスジャパン
(株)スズキ工芸
鈴木宝飾(株)
(株)鈴峯
スター 38
スターバイヤーズオークション
スターリスペクト(株)
(有)スタイル パール ジェム
(有)スダマ
スティーブン フォスター ジュエリー (株)
ストーンリンク(株)
(株)スピカ SPICA
(株)スペインクラブ
Suwa Roughdiamond.jp
スワンジェム
(株)清美堂真珠
(株)誠和堂
(株)世界貿易
(株)セザキ真珠
(有)セブン宝飾
セレンディップジェムスジャパン(株)
(株)セントフローレンス
(有)善美クリエーションズ
(有)創作工房ケンゾウ
(有)草 土
Diamwill
(有)ダイアムデル
(株)大栄宝飾
(株)泰幸宝飾
ダイドウ商事(株)
ダイナミックインターナショナルジャパンインコーポレーション(有)

(株)大柏
(株)ダイヤスタートレイディング
(有)ダイヤモンドのためのスーパーマーケット
(株)ダイヤモンド バンク コーポレーション
(株)ダイヤモンドフキ
大和物産(株)
(有)大和宝飾
(株)高石商会
(株)タカハシパール
(株)高橋宝飾
(株)タカヤジェム
(有)宅間工房
(有)武市商事
(株)タコール
(株)田中真珠

頁

70
43
70
43
43
44
44
60
44
44
44
80
44
93
93
27
44
44
45
102
60
27
45
80
60
45
102
45
102
93
61
28
93
61
80
28
61
61
93
61
28
45
80
45
81
81
21
45
28
28
93
28
61
93
94

61
45
61
46
94
81
81
28
62

出展社名
(有)タナカパール
(株)タナカ宝石
(株)田邊研電
(株)田辺真珠養殖場
(株)谷口宝飾
(株)タワー
(株)ダンギインペックス
中外鉱業(株)
(株)チョイスレザークラフト
ツカキ(株)
(有)ツネインターナショナル
(株)ティアラ
(株)ディアンドエムパールカンパニー
(有)ディーエヌディー
ティーズトレーディング
(有)ティーズフォーティー
(株)T.P.C
(有)ディスカウントショップ大黒屋
(株)ディルーカジャパン
デザイヤ ジェム クリエイション(株)
(株)テリ
デンセイシリウス(株)
東京貴宝(株)
東京貴宝(エクレブ)(株)
東京真珠(株)
(株)東京ダイヤモンドディラーズクラブ
(株)東洋
(株)トーキ
時岡本店 大阪屋百貨(株)
(株)トップウェル
(株)冨蔵
(有)ドリーム
(有)TRADING マルコ・ポーロ
(株)dlogs
中川装身具工業(株)
中川装身具工業㈱ (キャラクタージュエリー )
(株)中込宝飾
ナカザワJプラン
(有)ナガタトレーディング
(有)ナガフジ真珠
(株)ナガホリ
(株)ナガホリ/アンナマリア・カッミッリ
(有)中村
(株)ナビジャパン
(株)並木製作所
ナリタ貿易
(株)南洋真珠ジャパン
(株)西尾硝子鏡工業所
(株)日欧貿易
日独宝石研究所
ニッチン(有)
日本気圧バルク工業(株)
(株)日本珊瑚
(一社)日本真珠振興会
(有)日本太陽貿易商会
日本翡翠・高野浅葱
Nimit gems(株)
(株)ヌール ジェム ジャパン
(株)ネオ・クラフト
(株)ネットジャパン
(株)ネットジャパン（ダイヤ部門）
(株)ノアジェ
能勢（ノセ工房）
パーセル プロ リミテッド
(有)パールウェイ・トレイディング
パールエキスポーティングカンパニー
パール工房イズム
(有)パールジュエリーいとう
パールス ジュエルス エキスポート
(株)パールハウス
(株)パールファーイースト
真珠大好き fromsea
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＊2018年11月26日現在の情報です。これ以降にも多数の企業が出展を決定されています。

出展社名

パールプランナー
パーレン ユキ(株)
(株)Harlow Diamonds
(株)パイロットコーポレーション
(株)萩原
パシフィック・コーラル(株)
ばすらばすら
(有)長谷川パールトレーディング
長谷川貿易
ハックミルトレーディング(有)
(株)パッション ジェムス
(株)HAPPY PRICE
(有)花井真珠
(有)ハリーレイソン/リングシティ
パルジェ (株)
(株)バルデビジュー
(株)バル・プランニング
ʼHello Me, Platinumʼ by BICO・GHI
(株)万雄
(有)ピアジュエリー
(株)ピィアース
(株)ピーアンドジェイ
(有)P・J中村インターナショナル
(株)PSF
(株)ピークス
(株)ピーシーウェーブ
(株)ピージーコーポレーションジャパン
(有)ビーズロット
(株)Bソフト
(株)ヒカリカンパニー
(株)樋口
BICO・GHI(株)
(株)ビコーズ
(株)ビジュエル
(有)ビッタァルトレーディングカンパニー
BIZ 島田節子
(有)ヒナタトレーディング
(株)美宝
(株)ピュアダイヤモンド
(株)日向宝飾
(株)平野貿易
(株)HIRAMATSUホールディングス
(株)廣畑
(株)ファースト・コーポレーション
FINE GEM AND JEWELLERY
(株)FineCrew
(株)ファルコジェム
FUNARTSTRADING/御徒町GOLDON
(株)ファントム
(有)フィオレ
(有)フィオレ プレシオッソ
フィッシャー
(株)フィッシャー・インストルメンツ
(株)フィッシュランド エコジェイ
輝皇國際貿易公司
フェニックス電子(株)
Formlabs(株)
(株)FORTE
(株)ジュエリーフキ
福江(有)
(株)福島鑢商店
(株)FUKUYA
(株)富士通マーケティング
(株)プラチナ宝飾
FRABOSO SRL
ブランドショップケント
ブランドベイ
ブランド楽市
(株)プリモハンズ/真々田誠次
(有)プリンスエンタープライズ
(株)古屋
(有)古屋貴石商会

頁
64

29
82
71
64
94
48
94
48
64
71
64
64
103
71
103
29
103
64
64
82
71
95
95
95
82
71
82
48
29
65
65

83
65
22
83
29
48
48
29
48
83
65
22
83
103
29
71
104
104
65
30
49
104
83
104
95

49
49
83
95
83
49

出展社名

(株)ふれんど
(株)Flawless
(株)ベネフィットジャパン
ヘンミプロダクツ
(株)宝正
(株)鵬清
(株)宝石珊瑚
(有)宝石のエンジェル
宝石の四季/(株)レッグ
(株)ホープインターナショナル
北欧産業(株)
(株)ボンド
(有)マーキュリー
マイノール石川
(株)マサキ珊瑚
(株)真富美宝石
(株)マリルジャパン
(株)マリンド
(株)丸善
丸滝
(株)マルブン百瀬
(株)丸山宝飾
MAN SANG JEWELLERY CO.,LTD.
(株)三浦製作所
(有)美貴
美奇ワールド
ミコノス
(有)ミサキトレーディング
水野(株)
(学) 水野学園 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
美珠パール(株)
(株)ミタルジュエルス
みつしま真珠
(株)みつわ
(株)ミドリヤ
(株)ミネラルマルシェ
(株)MINORI
(株)三原真珠
(株)ミマ・ジュリー
ミャンマー翡翠.com
(株)明星宝飾
(株)ミワ
(株)ムラオ
村田宝飾(株)
(株)明治堂
(株)明信真珠
(株)メディアルーフ
(株)メルシー
(株)望月貴石貿易
(株)望月商会
(株)望月宝飾
(株)ものバンク
(株)森田質店
(有)モリモト
(有)モンビジュ
(株)ヤック
(株)柳澤商会
(株)矢野経済研究所/JAPANPRECIOUS
(株)ヤマ
(株)山木屋
(有)山際
山梨県水晶美術彫刻協同組合
(株)山森製鎖
(株)ユー・エム・イー
(株)祐貴
(株)ユーテック
(株)ユウビドウジェム
(有)湯川宝飾
(株)ユニオン真珠
(株)ユニズン・マヌファクチャリング
ユメギャラリー
(株)ヨウジ

頁
72
49
72
65
49
65
95
95

30
83
49
30
84
84
30
30
72
30
84
95
49
72
65
96
66
84
50
66
96
66

84
66
84
96
66
96
30
50
96
84
30
31
84
50
104
31
85
85
104
31
66
85
72
96
104
50
66
31
85
50

出展社名

洋灯舎オパール館
吉田キャスト工業(株)
嘉友(株)
嘉美珊瑚(株)
ラ フローラ クリスタル
(株)ライム
(株)ラウンドコーポレーション
ラゴーブジェムス(株)
ラディアント インターナショナル(株)
ラパールドリエント(株)
(有)リガリア
リサイクルショップいすゞ
リッチダイヤモンド (株)/ジャパンオークション
ハウス(株)
(株)リッツ
(株)リップス
リディア ルッケーゼ ジュエリー
Lili Jewelry
(株)Lin Stone Club
(株)リング
(株)ルイスアンドルカス
(有)ルーチェミヤ
(株)ルナロッサ
RUBYLAND (MYANMAR)
(株)レイ
(株)レインボウ
レインボーダイヤモンド(同)
(株)レガーロ
(株)レグランド
レコン ジェム ジャパン(株)
(株)レセット
ロイヤルカラー (株)
ロイヤル ストーン
ロイヤルダイヤモンド(有)
(有)ロイヤルトレイディング
(株)ロージィブルー
(有)ロータスクリエイションズ
(株)碌山
ロズウェイ(株)
(有)ロヂスター
(有)ロリンザー
(株)ワイ、エー、ワイ
(株)ワイ・ジュエリー
(株)YTジェムコ
和光物産(有)
(株)和心貿易
A.PERNICE DI ANTONIO PERNICE CO.
AARON SHUM JEWELRY LTD.
ABC STONE CO., LTD.
ACCUSATO CAMMEI DI DOMENICO ACCUSATO
AGEMINA GIOIELLI S.R.L. CO.
ALTR INC.
AMBER BY MAZUKNA - UAB GEMIMEX
AMBER WORLD LTD.
AMBERSTREAM AMBER LINE CO.
AMCON CO., LTD.
AMERICAN-THAI TRADING
ANTIKISTANBUL LTD.
ANTWERP CUT BVBA
ANUPAM GEMS JAPAN LTD.
AQUA PEARL LTD.
ASHOK JEWELS
AURA DIAMOND CO.
BA PUBLISHING LTD. (HK)
BE DOGON ART
BELIEVE B.S. CO., LTD.
BERCS INC.
BRIGHT GEMS INTERNATIONAL PVT LTD.
BYSIMON ITALY LTD.
CADEAUX GINKGO LTD.
CAMEO MEDUSA OF MASSIMO BALZANO
CEVHERUN MUCEVHERAT LTD.

頁
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105
50
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66
96
50
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85
85
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31
51
51
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97
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67
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32
86
51
32
32
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86
67
51
51
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51
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33
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97
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52
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22
73

＊2018年11月26日現在の情報です。これ以降にも多数の企業が出展を決定されています。

出展社名
CH. DAHLINGER FAR EAST LTD.
CHANMEL GEMS CEYLON PVT. LTD.
CHII LIH CORAL CO., LTD.
CHILI JEWELS (HK) LTD.
CHINA STONE CO., LTD.
CICADA
CLIFTON OPAL PVT. LTD.
COLPO & ZILIO SPA
CONCH PEARLS LTD.
CROWN IMPEX
DAMASO MARTINEZ SRL
D'ELIA COMPANY GROUP 1790
DELLA MONICA ANTONIO
DEMIDOFF CO., LTD.
DENITEX INTERNATIONAL CO., LTD.
DER MOND CO., LTD.
DIAMRUSA LTD.
DOMAR JEWELS
DOMENICO BALZANO PVT. LTD.
DONG LONG JU (D.L.J.) CO., LTD.
DONGGUAN TIANSHENG JEWELRY CO.,LTD
E. JEWELRY HK LTD.
EMIL WEIS OPALS KG
EMMEGI GIOIELLI CO.
EMMEP DISTRIBUZIONE DIAMANTI SRL
EVA SRL
FACET BARCELONA
FAI PO GEM & JEWELLERY LTD.
FANCY FACTORY CO., LTD.
FANTASIA JEWELLERY LTD.
FOOK YUE PEARL CO., LTD.
FREY WILLE GMBH & CO KG
G AND S SRL
GABRIELSI
GALEIRAS
GASSER JEWELRY
GEMBURI CO., LTD.
GENNARO BORRIELLO SRL
GIFTS OF THE MERMAID
GIORGIO MARTELLO MILANO
GIRTS CIRULIS JEWELLERY DESIGN
GOGREEN DIAMONDS H.K. LTD.
GORIS LTD.
GRAN PRAHA CO., LTD.
GREEN EARTH DIAMONDS LLC

頁
105
97
87
98
22
22
52
67
22
67
22

87
98
87
33
23
87
87
73
52
52
52
33
73
52
23
52
98
73
67
23
73
73
52
98
73
53
33
73

出展社名
HERKIMER DIAMOND MINES, INC.
HILL PDE
HONG KONG UNIVERSAL JEWELLERY LTD.
HULCHI BELLUNI
IGC GROUP
INES BARBOSA LTD.
J. B. AND BROTHERS PVT. LTD.
J.K.STAR LTD.
JAIPUR BEADS
JBE DIAMONDS INC.
JIA HONG INT'L JEWELRY CO.
JOLLY GEMS LTD.
JUN JEWELRY CORP.
KAIRA JEWELS LLP
KEK CO., LTD.
KGK JEWELLERY INC.
KOR CHEN CORP.
LANGONG JEWELLERY CO., LTD.
LE SIBILLE SRL
LJ WEST DIAMONDS INC.
LOTUS GEMS HK
LUNAWAT GEMS CORP.

MARCO SCHREIER MINERALIENHANDLUNG GmbH
MARK PATTERSON
MATHON PARIS - JOAILLERIE DE FRANCE
MEIRA T. DESIGNS
MELI GIOIELLI
MENNORAFA BY MENNELLA SRL
MIB JEWELLERY CO., LTD.
MICHAEL MICHAUD CO., LTD.
MID HOUSE OF DIAMONDS
MIRA STYLE JEWELLERY CO., LTD.
MODA ITALIA / VITOLO JEWELRY ARTISANS SRL
MOUSSON ATELIER CO., LTD.
NAROLA GEMS
NATURAL MAMMOTH ARTS & CRAFTS CO.
NOOR INTERNATIONAL LTD.
OMNIA JEWELLERY
P HIRANI
PANJSHIR GEMS GENERAL TRADING LLC
PANJSHIR VALLEY EMERALDS
PARAMOUNT GEMEXCO
PEARLSTONE
PIETRO SIMONELLI CAMEOS SRL
PINK KIMBERLEY DIAMONDS

頁
87
53
33
23
33
74
98
98

98
88
88
74

33
98
74
53
33
99

88
23
53
53
34
88
34
34
34
23
99
88
53
53
99
99
99
53
88
34

出展社名
PODDAR DIAMOND LTD.
PRISM JEWELS CO., LTD.
PURITY (HK) COMPANY LTD.
RAFFAELE PERNICE CAMEOS
REAL GEMS CO., LTD.
RIDDHI CORPORATION CO.
RIGHT GEMS SUPPLIER
RITIKA RAAJ JEWELERS LTD.
ROGER MATHON SAS
RUWANPURA GEMS PVT. LTD.
SAKA JEWELRY
SAM CARBONE OPALS
SARINE TECHNOLOGIES LTD.
SEA TREASURE INDUSTRIAL CO.
SEJAL EXPORTS (INDIA)
SHEETAL MANUFACTURING CO PVT. LTD.
SOLTRONIX ( RAJASTHAN ) LTD.
STENZHORN JUWELEN GmbH
STUDIO BAHARRA
SUARDANA SILVER BALI
TAKA JEWELLERY PTE. LTD.
TGL GROUP
THE ELEPHANTSTAIL
THE GEM AND JEWELRY INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

TUNG SHING PACKAGING MATERIAL CO., LTD.
UNIART GEM
UNIVOX MANUFACTURING CO., LTD.
V V JEWELLERY LTD.
VANGELDER CREATION CO., LTD.
VANGELDER PARIS - JOAILLERIE DE FRANCE CO., LTD.
VENUS JEWELRY (ASIA) CO., LTD.
VETS ALPHI DIAMONDS MANUFACTURING BVBA
VITIELLO CAMEOS SRL
VMK DIAMONDS LTD.
WEISS JEWELLERY CO., LTD.
WING LEE ARTS CO., LTD.
XIAMEN SMARTCLEAN CO., LTD.
Y & R GEMS
YES HAJAA GEMS CO.
YIWU NORMAN IMP.&EXP. CO., LTD.
YOEL DEIL DIAMONDS LTD.
ZHANGJIAGANG CITY DAKING JEWELLERY CO., LTD.
ZHUJI MINGFANG JEWELLERY CO., LTD.
ZS TECHNOLOGY HK CO., LTD.

頁
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34

88
54
99
54
54
74
54
105
88
99
100
23
89
74
54
54
105
105
74
34
23
34
24
100
100
74
100
105
54
54
89
35
68
68
100

第 7 回 ガールズ ジュエリー EXPO 東京 出展社一覧
出展社名
IVY
(有)アスト・トレーディング
(株)アトリエ・オドー
(株)イシイ
(株)イノウエ
エインズレイ(株)
(株)エージーポイント
エヌエヌトレーディングジャパン
(株)エムジェイ
(株)L.O.L
(株)エルディインターナショナル
(有)太田貿易
(株)オサダ工房
(株)オリエント4C's
オレッキオ

頁
107
107
107
107
107
107
107
107
108
108
108
108
108
108

出展社名
(株)カザ
(有)川浩 / Hachi Jewelry
(株)キャトルヴァン
QUDO
(株)クラフト金澤
(株)工房グリーム
(株)ザ・キッス
(株)山勝
(株)山宝
(株)シージェイステュディオ
(株)J-one
(株)SENTE
大同機工(株)
Tirr Lirr/RoenBLACK/Ed Hardy/Pure (株)共栄商会
(株)トップジュエリー

頁
58
108
108
109
109
109

109
109
109
109
109
110
110
110

出展社名
バンビジュエリー (株)
(株)ビー・ビー・アイ
ビュルオンシエル
(有)フリージア
(有)フレア
(株)white clover
(株)ホワイトリンク
(株)ラッキー商会
(株)ルキナ
RosettE
EMMA&CHLOE
FAR FETCHED JEWELRY LLC
WANG CHEN JEWELRY CO.

頁
110
110
110
110
110
111
111
111
111
111
111
111
111

＊2018年11月26日現在の情報です。これ以降にも多数の企業が出展を決定されています。
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( 有 ) 有沢産業
カテゴリー： 1̲ ラグジュアリーゾーン

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

希少価値の高い高品質カラーダイヤ
モンドを、オリジナルデザインで丁
寧に作った、ラグジュアリーなジュ
エリーコレクションです。

ُٓآؚ،ٔ٦ب٦ٝ

価格帯：下代 300

価格帯：

( 株 )AP
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

18K gold, transparent enameled
necklace

〜 300 万円

Ӣ ٌَ؎تُٝٔؒآس٦



Ӣ ؕٓ٦زأ٦ُٝٔؒآ٦



Ӣ ػ٦ُٕٔؒآ٦٥稆勞



Ӣ 㖑ꆃ⢪ُٔؒآ٦



Ӣ ُٔؒآ٦٥➭ך




顜瀖٥⼱顜瀖וז

Ӣ ꟼ鸬㉀ㅷ٥⪵✲⟰歗



堣唒䊨Ⱗ٥וזأؙحن

( 株 )KAWAMURA

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。

When the morning sun appears
above the horizon, the burning
sun reﬂecting another one on the
surface of the sea. The vertically
aligned purely Ox-Blood coral
means the beginning of a new day,
representing willingness to live,
vitality and creation for the future.
The color stones and pink corals
surrounding, which representing
the glitter of the ocean that have
received the sunlight, which added
the glare of the morning sun and
the majesty to this work of art.

〜 30 万円

Diamwill

価格帯：上代 300

ベルギー

日本

カテゴリー： 珊瑚

ライジング サンゴ

価格帯：上代 10

代理店求む

〜 100 万円

Forevermark

カテゴリー： ダイヤモンド

Ӣ 稆勞٥ػ٦خ

価格帯：下代 30

日本

トルコ

カテゴリー： K18

世界的に注目を集めるラボグロウン
ダイヤモンド。ピュアで美しい輝き
を放つ次世代のダイヤモンドです。

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）



オリンパスアート 宝石・時計貿易 ( 株 )
Enameled Bird

( 株 ) 柏圭

Ӣ ُٓآؚ،ٔ٦ب٦ٝ

日本

万円以上

ラボグロウンダイヤモンド

価格帯：下代 100

ラグジュアリーゾーン

ラグジュアリーゾーン

ファンシーカラーダイヤモンドジュエリー

代理店求む

万円以上

東京貴宝 ( エクレブ )( 株 )

日本

カテゴリー： ブランドジュエリー

ファンシーカラーダイヤモンド

K18WG ダイヤモンドブローチ

高度なカットと研磨の技術により、
資産価値のあるカラーダイヤモンド
の美しさを最大限に発揮し、様々な
色の競演をご堪能ください

高品質なローズカットのダイヤモン
ト゛
を贅沢に使用したブローチ。 優
しい柔らかな輝きが、女性らしさを
より一層引き立てます。

⳿㾜㉀ㅷ稱➜
（一部抜粋）
価格帯：下代 100
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※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※上記は、出展商品の
品の
の一部
の一
の
一部抜粋となります。この他
一
他に
他
に
にも会
も会場では多数の商
も会場
商品が出
が出展されます
す。
※ 2018
2 8 年 11 月 15 日時点の情報です。
日時点の情
の情報で
報です。

〜 300 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 100

〜 300 万円
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( 株 ) ナガホリ / アンナマリア・カッミッリ
カテゴリー： ブランドジュエリー

イタリア

( 株 )HIRAMATSU ホールディングス
カテゴリー： ルビー

日本

DIAMRUSA LTD.
カテゴリー： ルビー

ルビー ウィズ パール コレクション

Rings & Pendants

フィレンツェ発祥の彫金と 7 色のカ
ラーゴールドが特徴。金とは思えな
い程の柔らかな光沢はシルクサテン
のような輝きを放ちます。

大粒のテリのあるパールに煌めくル
ビーをあしらいクラッシーながらも
モダンなフォルムで仕上げた気品溢
れるジュエリー。

Special craftsmanship & Designs and
colorful.

価格帯：上代 30

〜 100 万円

( 有 ) フィオレ プレシオッソ
カテゴリー： 南洋真珠素材

パールリング

価格帯：上代 30

日本

代理店求む

パールに贅沢なダイヤモンドを使用
した、高級なリングです。

価格帯：上代 100

カテゴリー： ルビー

Calibrated Ruby

タイ

代理店求む

万円以下

CONCH PEARLS LTD.
カテゴリー： コンク真珠素材

カテゴリー： K18

Bangle Jazz II in 18 Karat white gold with 31Diamonds 0.75
cts G/VS

価格帯：上代 100

We offer more than 1,000 highprecision cut, perfectly calibrated
and pre-packed lots of Mozambique
#rubies. Choose from round, square
and cabochon shapes, in three color
shades, and in the size range from
0.80 mm up to 3.00 mm.

価格帯：下代 1

CADEAUX GINKGO LTD.

価格帯：下代 30

スイス

代理店求む

Bangle Jazz II exemplifies the fusion
of art, design and method to create
a single jewelry identity. CADEAUX
JEWELRYS innovative 2-Prong
setting secures and enhances the
lustre of brilliant-cut diamonds on
2 free-flowing gold bands, giving
an unmistakable identity to an
asymmetrical free form that combines
with the underlying solidity of an
18 Karat white gold bangle. An 18
Karat gold clasp with a double safety
feature provides for safe and easy
wearing.

〜 300 万円

CHINA STONE CO., LTD.

〜 100 万円

カテゴリー： プラチナジュエリー

カテゴリー： K18

18kt Luna Piccolissima Earrings with 20 diamonds Design
Eternite of the collection Hommage a Vincent van Gogh.

価格帯：上代 30

アメリカ

MATHON PARIS - JOAILLERIE DE FRANCE
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ネックレス「パノラマ」Panoramas 18 金ホワイトゴール
ド ダイヤモンド 白蝶貝

Unique jewelry set in platinum with
one of a kind gemstones. One of a
kind emeralds, pearls, conch pearls,
sapphires, set in platinum using
traditional craftsmanship.

2018 年に誕生した「パノラマ」シ
リーズのネックレス。ホワイトゴー
ルド・ダイヤモンド・白蝶貝で白の
バリエーションを演出します。アー
ルデコのデザインに特徴的な幾何学
模様を用い、
パリの「パノラマ」アー
ケードの情景を思い起こさせます。

〜 300 万円

DAMASO MARTINEZ SRL
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：上代 300

スペイン

カテゴリー： ブランドジュエリー

HULCHI BELLUNI

代理店求む

18K ring in Rose gold from our Ceasar collection

価格帯：上代 30

フランス

代理店求む

〜 100 万円

MOUSSON ATELIER CO., LTD.

18K Yellow gold, sapphires, Enamel

価格帯：上代 30

ドイツ

〜 100 万円

VANGELDER PARIS - JOAILLERIE DE FRANCE CO., LTD.
カテゴリー： K18

ポートフィノ・コレクションでは
パールをファッショナブルな方法で
使用しています。さまざまな色味の
ゴールドをさまざまなチャームや
パールを組み合わせると、日常使い
のアクセサリーに早変わりします。
ネックレス、リングやイヤリングも
取り揃えております。

情熱的に魅了するダンス バードオ
ブパラダイス達の息をのむ程のロマ
ンティックな求愛 ダイヤモンドと
ルビーを独自のセッティングを用い
て、その一瞬を表現しました。

Alaba is a sophisticated and classy
gold ring paved with diamonds.
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※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 300 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 10

フランス

代理店求む

Rarest natural pearls and most
precious gem from the sea, Conch
Pearls

価格帯：上代 100

代理店求む

Ring Kaleidoscope

ALABA

〜 30 万円

タイ

カテゴリー： サファイア

Persuasion

価格帯：上代 10

代理店求む

The Ceasar collection. Nothing is
more calming than the sight of leaves
gleaming in the sun and the soothing
ambiance of the gentle tumble of
leaves, both of which are beautifully
encapsulated in this enchanting new
collection.

Portoﬁno Collection

〜 30 万円

ベルギー

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

Loose Conch Pearls

価格帯：下代 10

代理店求む

〜 30 万円

オーストリア

万円以上

STENZHORN JUWELEN GmbH

Full eternity Facet Wondersize ring in 18K white gold and
diamonds (2,800cts)

価格帯：下代 10

〜 100 万円

Unique jewelry set in platinum with one of a kind
gemstones.

価格帯：下代 100

香港

〜 100 万円

FREY WILLE GMBH & CO KG

スペイン

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

Stunning full eternity ring in 18k
white gold and diamonds (2,80cts).
Elegant, classy and "must have"
design. This ring is from the most
innovative multisize technology.
Facet Wondersize. Discover more
about our amazing premium line
and half eternity rings that can
comfortably fluctuate up to 3 sizes
without changing its aesthetics. The
perfect ﬁt... for life!

A luxurious combination made
from 18 karat gold, unique design
and a brilliant diamond: Shaped
like an asymmetric circle, the Luna
Piccolissima earrings resemble the
moon in precious 18 karat gold.
Their graceful appearance puts the
centered diamond and the artistically
designed fire enamel inspired by
Van Gogh's "Starry Night" center
stage. A beautiful clip adorned with
nine brilliant diamonds highlights
the colourful enamel design with a
luxurious sparkle.

〜 300 万円

CICADA

代理店求む

FACET BARCELONA

〜 30 万円

IJT 2019 Guide Book
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ラグジュアリーゾーン

ラグジュアリーゾーン

デューン

タイ

VETS ALPHI DIAMONDS MANUFACTURING BVBA
カテゴリー： ダイヤモンド

ベルギー

ウライ ( 株 )
カテゴリー： 2̲ ダイヤモンドジュエリー

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

SUR FACTORY

ラグジュアリーゾーン

Hearts & Arrows / Ideal cut small goods

ダイヤモンドジュエリー 他

K18WG ダイヤモンド ブレスレット

Hearts & Arrows and Ideal cut small
diamonds.

カジュアルなダイヤモンドジュエ
リーから希少石を含むカラーストー
ン、また縁起物ジュエリーなど多彩
なアイテムをそろえてお待ちしてお
ります。

1.0ct 2.0ct 3.0ct それぞれご用意して
おりますので、ぜひお立ち寄り下さ
い。

ٌَ؎تُٝٔؒآس٦

価格帯：下代 10

〜 30 万円

( 株 ) アイ・ケイ
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

日本

価格帯：下代 1

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

韓国

代理店求む

低 重 量 の K10,K18 DIA/Gemstone 中
心の商品で、即売も承ります。

〜 5 万円

( 株 ) アプローズ

( 株 )MT JEWELRY
ダイヤモンド ネックレス

人気のイニシャルデザインネックレ
ス。A 〜 Z まで 26 型すべての文字
に対応していますので売り逃しがご
ざいません。カタログあり

〜 300 万円

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

〜 10 万円

価格帯：下代 1

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

Pink Diamond Ring
NATURAL VERY RARE PINK DIAMOND

万円以下

グランバーガーダイヤモンズジャパン ( 株 )

( 株 ) キャンディッド ジャパン

ダイヤモンドジュエリー

ダイヤモンドジュエリー

心豊かで美意識の高い大人の女性の
為のダイヤモンドジュエリープラウ
ディア。中石、メレともに SI クラス
以上のダイヤを使用。素材は PT950
にこだわり、さらにファッション性
を重視したデザインが特徴です。

( 株 ) アニ ダイアモンド

( 株 ) アッシュアンドアッシュ
K18WG 揺れるダイヤ付きイニシャル ダイヤペンダント
NC

ダイヤモンドリング、ペンダント

価格帯：上代 100

価格帯：下代 5

価格帯：

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) グローリー

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

Diamond pierce 0.10 cts pt900/k18. @2020

PT900 ダイヤモンドリング

ベルギーメレダイヤモンドルース

K18WG ダイヤモンドペンダントネックレス

Simply every day usable pierce/
pendent Made in japan Support
TOKYO 2020 Olympic

2ct 以上の貴重なダイヤモンドを使
用したダイヤモンドリングはなかな
かお目にかかれない品物です。 デザ
インもダイヤモンドに引けをとらな
いデザインですので、是非ご覧くだ
さい。

ベルギー最高品質天然ダイヤモンド
ラウンドブリリアントカット：H&C
エクセレントカット サイズ：0.5mm
〜 5.00mm カ ラ ー：DEFGHIJKL、
TTLB, TLB クラリティー：IF-VVS, VS,
SI1, SI2, SI3-I1

トータル 0.50ct で、使いやすい大き
さです。年齢層も幅広くいろいろな
場面で活躍できそうな商品です。

価格帯：上代 1

万円以下

( 株 ) イピア
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：上代 300

日本

万円以上

( 株 ) 今与
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

( 株 ) クロスフォー
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

Perfect Diamond Necklace

かがよい

テニスチェーン

ダイヤ本来の輝きを生かすため、ム
ダな枠を無くしました。ぜひ会場で、
実際に手に取ってご覧ください。

京都に息づく美意識を、現代的な感
覚と匠の技で創作する「かがよい」
。
京都の街を象徴する「碁盤の目」
。
その無数の線の重なりで人々奇跡的
な出会いを表現したのが新作「はな
こうし」です。

世界中でブームとなっているテニス
チェーンを従来よりも早く、安く、
美しく仕上げることを可能にしまし
た。また、新たに開発したクラスプ
は片手で簡単に使用できる画期的な
パーツで、今後、世界中でジュエリー
の常識を変える可能性を秘めた自信
作です！

価格帯：下代 10
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〜 30 万円
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価格帯：上代 100

〜 300 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 1

価格帯：下代 5

日本

代理店求む

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 10 万円

( 株 ) 桑理商事

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

パール／カラーストーン
特価商品多数ご用意、お見逃し無く !!

価格帯：下代 5

〜 10 万円
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( 株 ) 甲宝商会
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

( 株 ) ゴールド島田
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

( 株 ) 三美
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

( 有 ) ジーニス

D カラーダイヤモンド リング・ペンダント

プラチナダイヤモンドペンダントピアスセット

プラチナダイアモンドリング (1ct,Pt)

K18 ダイヤバングル

厳選した D カラーダイヤモンドを大
量に仕入れることで実現した数付き
の商品です オール D カラーの魅力
を最大限引き出しています。

バケットダイヤを使用し、繊細で気
品にあふれた上質な逸品。高品質な
ダイヤを高度な技術でセッティング
し、上質な雰囲気を表現。

しっかりとした重量感 (10g) と高品
質ダイアモンドを使用した指輪で
す。着けた時の指触りの良さと引っ
掛かりがなく、いつでもオールマイ
ティに使って頂けると思います。

DIA17.60ct 使用したエレンガントな
バングル。優しいフォルムが人気の
商品です。

価格帯：下代 30

〜 100 万円

( 株 ) コカ クリエーション
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

コタリトレーデイング Hk.ltd
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

価格帯：上代 10

香港

〜 30 万円

ジェイアンドシー
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ファンシーカラーダイアモンドジュエリー

K18/WG ダイヤモンドペンダント

美しい並びで華やかに輝くバケット
ダイヤ。その特有の輝きは世代を問
わず人気です。リング、ペンダント
ともに多彩なデザインを取り揃えま
した。

天然カラーダイアの世界で 1 つだけ
の製品です。

月と星モチーフデザインのダイヤモ
ンドジュエリー 細部にもこだわっ
た作りと G VS アップのメレダイ
ヤを使用した 輝きのある高品質の
ジュエリーです。

価格帯：下代 10

〜 30 万円

KONDO( 株 )
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：下代 100

日本

〜 300 万円

( 株 ) サスガ商会
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

ダイヤモンドネックレス

カラーダイヤ製品

ダイヤモンドの動きで輝きを放ち、
流れるデザインでとても存在感のあ
るネックレスです。

ピンク、イエロー、グリーンなどの
カラーダイヤから無色透明ダイヤま
で、幅広くダイヤ製品を取り揃えて
おります。

価格帯：下代 10

〜 30 万円

ザワールドジュウリージャパン ( 株 )
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：下代 10

日本

価格帯：下代 10

日本

代理店求む

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

〜 30 万円

J.B. ジャパン ( 株 )
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ローズカットダイヤモンドジュエリー

価格帯：下代 30

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ジェイ・トレーディング ( 株 )
5EX DIAMOND

日本

代理店求む

〜 10 万円

( 株 )JacanaJakena.Japan
Lily cut Diamond Ring

価格帯：上代 100

日本

〜 300 万円

( 株 ) 瑞勝
ダイヤモンドジュエリー

リボンや花などの女性らしいモチー
フをさりげなく身に着けていただけ
るペンダントです。

定番品を中心に、価格訴求アイテム、
トレンドアイテム、ハート＆キュー
ピッドダイヤモンドジュエリー、ピ
ンクダイヤをあしらったジュエリー
等、すぐ売れるアイテムを特別ご奉
仕価格にて販売致します。

数多のダイヤモンド鉱山の中でも透
明度が高い原石が産出され、研磨さ
れると更に美しい輝きを放つダイヤ
モンドに変貌します。使用している
材料は Gup SI クラスの品質ですが非
常に美しい輝きを放っています。

ディテール、素材にこだわったトッ
プクオリティのジュエリーを取り
扱っています。 すべて GIA のレポー
ト付き
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〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 1

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

カナダダイヤモンド

価格帯：下代 1

代理店求む

61 面体にカットされた蘭の花をモ
チーフにした《Orchidea cut》セン
ターにフレームにはナチュラルピン
クダイヤモンドを贅沢に使用

IJT 限定別ご奉仕品チラシ

〜 100 万円

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

WG ペンダント

価格帯：上代 30

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：下代 5

〜 100 万円

( 株 ) 新栄商会

〜 300 万円

5EX DIAMOND は、天然ダイヤモン
ドの素質を最大限に導き出した新世
代の輝きです。従来のカットグレー
デ ィ ン グ に、Reﬂection( 反 射 ) と
Surface( 鏡面 ) を加えた総合 5 項目
のすべてに EX 評価が与えられたダ
イヤモンドです。

清水の様に透明に煌くローズカッ
トダイヤモンドを、 ボリュームたっ
ぷりなジュエリーに仕立てました。
ローズカットならではのやわらかな
輝きとフォルムが印象的です。

〜 30 万円

( 株 ) サンアイインターナショナル

代理店求む

代理店求む

ダイヤモンドジュエリー

ダイヤモンドジュエリー

バゲットダイヤジュエリー

価格帯：下代 100

日本

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：上代 300

代理店求む

万円以上
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スティーブン フォスター ジュエリー ( 株 )
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

イギリス

Suwa Roughdiamond.jp
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ハーフ / フル コグ エタニティリング

PT950/18KYG アンカットダイヤモンド エメラルド ルビー
イヤカフ

私たちの商品の中で一番人気のリン
グ【コグ】(Cog-Wheel 歯車 ) はハー
フ / フルのエタニティで様々なサイ
ズとカラーバリエーションでご用意
させていただいております。ダイヤ
モンドのクオリティは (F/G colour,
VS clarity)

『ハデスの信念』冥界の王ハデスは、
豊穣の女神デメテルの愛娘ペルセポ
ネーに一目惚れし、彼女を強引に連
れ去って妻にするー そんなギリシャ
神話のエピソードをモチーフとした
イヤカフ。アンカットダイヤモンド
はロシア、アンゴラ産。

価格帯：下代 100

〜 300 万円

( 有 ) セブン宝飾
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) 大栄宝飾
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ダイヤモンドルース

年齢を問わないダイヤモンドは、永
遠に女性を輝かせるジュエリーで
す。

●ダイヤモンドルース [0.2ct 〜 0.9ct
ポインター ,1ct,2ct,3ctUP, カラーダ
イヤ ]

〜 30 万円

( 株 ) 泰幸宝飾
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ダイヤモンド ペンダント

価格帯：下代 10

日本

代理店求む

ラ−ジダイヤモンドとハイクオリ
ティーのダイヤモンドを惜しみなく
使った、 ダイヤモンドジュエリーで
す。

価格帯：上代 100

〜 300 万円

( 株 ) タコール
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

7.07ct パライバトルマリン (D:4.81) IJT 特別価格です！
7.07 パ ラ イ バ ダ イ ヤ 取 り 巻 き
4.81ct ！！ 会場特別価格でご提供！
早い者勝ち！ぜひ見に来てくださ
い！

価格帯：下代 300
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カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

代理店求む

日本

代理店求む

ファッション性の高いオリジナルデ
ザイン、お買い求めいただきやす
い自社製品を多数取り揃えておりま
す。

〜 100 万円

( 株 ) パイロットコーポレーション
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ロル ボーテ

価格帯：上代 10

( 有 ) ビッタァルトレーディングカンパニー
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

新作ブレスを含め定番のテニスブレ
ス等各種取り揃えております。

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：下代 5

日本

代理店求む

日本

( 株 ) ファルコジェム
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

中石 1.023, 脇石 1.07 ダイヤモンドリング

数々の個性溢れるダイヤモンドジュ
エリーをご覧ください。

IJT 限定商品。中石 1.023ct、L、SI1、
中央宝石研究所ソーティング。 脇石
合計 1.07ct あしらった使い勝手の良
いボリュームのリングをお求め易い
価格でご提供。早いもの勝ちです。

〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 10

〜 30 万円

( 有 ) ピアジュエリー

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ダイアモンドリング、ダイアモンドペンダント

代理店求む

人気のバケットカットのダイアモン
ドをバランスよく使用したリング、
ペンダントのセットです、その透明
感のある輝きで世界中の女性を魅了
しています。

価格帯：下代 5

日本

代理店求む

〜 10 万円

( 株 ) ファースト・コーポレーション

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

K18WG ダイヤモンドリング 0.5ct フラワー
一生お使いできる人気デザイン。 ダ
イヤモンドは、クラリティー SI ク
ラス、グッドカットの輝きの綺麗な
ダイヤモンドを厳選してどこよりも
お安く、お買い得に、お作りしまし
た。定番のフラワーデザインだから
こそ、ダイヤモンドの品質に本当に
こだわりました。

〜 10 万円

ダイヤモンドネックレス ダイヤモンドリング

価格帯：下代 30

価格帯：下代 10

〜 30 万円

大粒のダイヤでもシックにさりげな
く飾れるリングです

〜 100 万円

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ナチュラルカラーダイアモンド、色
石などを使った製品を展開しており
ます。

マ リ ッ ジ リ ン グ「L'or（ ロ ル ）
」の
アニバーサリーシリーズ。記念日に
男性から女性へ贈る指輪としてだけ
でなく、仕事や家事、育児、勉強な
ど頑張っている自分へのご褒美とし
て「手が届くハイクオリティジュエ
リー」を提案しました。

日本

( 株 ) ノアジェ
オリジナルファッションダイヤモンドジュエリー

K18WG ダイヤ ブレス

( 株 ) ダンギインペックス

日本

ダイアモンドジュエリー

ラフ ダイヤモンド リング

価格帯：上代 30

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

価格帯：下代 30

〜 30 万円

ダイナミックインターナショナルジャパンインコーポレーション ( 有 )

( 有 ) ツネインターナショナル

価格帯：下代 1

日本

代理店求む

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 5 万円

( 株 ) フィッシュランド エコジェイ

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ダイヤモンドリング K18WG 3.850ct
ファッションジュエリーを 1 万円か
らご用意しております。 他にもネッ
クレス、ブレスレット等多数展示し
ております。

価格帯：下代 10

〜 30 万円
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ダイヤモンドジュエリー

ダイヤモンドジュエリー

ダイヤモンドリング、ダイヤモンドピアス、ダイヤモンド
ペンダントネックレス

価格帯：下代 10

日本

( 株 ) ジュエリーフキ
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

( 株 ) ホープインターナショナル
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ダイヤモンドリング

トリプル EXHC ダイヤモンド

今人気の、大粒角ダイヤを使用した
リング。 その輝きを会場で是非ご覧
ください。

原石の厳選から自社工場での研磨生
産まで一貫生産。合成や CVD の心配
はございません。

価格帯：上代 300

万円以上

( 有 ) マーキュリー
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

代理店求む

カラーダイヤを使ったユニークなリ
ングです。

価格帯：下代 30

〜 100 万円

( 株 ) マリルジャパン
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

ダイアモンド

日本

代理店求む

万円以上

村田宝飾 ( 株 )
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

ワイヤーネックレスにランダムに
セットしたダイヤが美しいネックレ
スです。上品な華やかさとエアリー
なテイストが人気です。

〜 100 万円

( 株 ) ヤマ
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：上代 100

日本

〜 300 万円

( 株 ) ユニズン・マヌファクチャリング

0.1ct~1.0ctup の GIA 及 び CGL ソ ー
ティング付のルースや、メレダイヤ
モンドを揃えております。

特殊構造により、4 サイズの調整が
自由自在。指の動きに合わせてリ
ングが伸縮するので、しっくりと
フィットしたなめらかな着け心地を
感じていただけます。カラーやデザ
インのバリエーションも豊富。着け
心地と、デザインの良さを兼ね備え
たリングです。

大粒のダイヤモンドをシンプルに留
めたペンダントです。ダイヤモンド
の輝きを存分に味わえます。

( 株 ) 丸善
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

( 有 ) ルーチェミヤ
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) ルナロッサ

K18YG フープ & ダイヤモンドネックレス

ルナロッサ

スーツにも合わせられる大人のジュ
エリー。
『黒』を象徴するブラック
ダイヤを、エッジを効かせたシャー
プラインに組み合わせた流行に左右
されない本物のデザインを、魂のこ
もったクラフトワークにより創造し
た逸品。

人気の 0.1ct サイズのダイヤモンド
を K18YG マッドゴールドでモダンに
仕上げたネックレスです。

ダイヤモンド、カラーストーンジュ
エリーの幅広いラインアップ。個性
豊かな夢のあるジュエリー。

( 株 ) 望月貴石貿易
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

レインボーダイヤモンド ( 同 )
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) レセット

ダイヤモンド ネックレス

ジュエル アワーグラス

モーブッサン ダイヤモンド ブローチ

ダイヤモンド、カラーストーン、品
質に徹底してこだわったハイジュエ
リーの新作です。

上質なダイヤモンドを地金の鏡面に
包んだ人気シリーズ『凛香』
。職人
の巧みな磨き技術が光るロングセ
ラー商品です。

天然ダイヤモンドを使用したアワー
グラスは M と L の 2 型での展開。本
体の色は White、
Yellow、
Black の 3 色。
使用する宝石と重量は自由に選べま
す。
（※対応出来ない宝石もありま
す）
。画像では全て伝わらないので、
ぜひ実際に現品をご確認ください。

パリ 5 大宝石店として有名な老舗
ジュエラー モーブッサンの豪華なダ
イヤモンドブローチです。
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〜 30 万円
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価格帯：下代 10

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 30

〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

フェバリット

価格帯：下代 10

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

Deuze2 リング、ブレス、ネックレス

〜 100 万円

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

プラチナダイヤペンダント

〜 100 万円

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

K18 ダイヤ ネックレス

年代を問わず、広く愛されているパ
ヴェデザインをより洗練された雰囲
気にアレンジしています。大人の自
信を感じさせるマストアイテムの一
つです。

価格帯：下代 30

( 有 ) モンビジュ

シックリング

価格帯：上代 30

日本

日本

ダイヤモンドルース & メレダイヤ

価格帯：下代 30

大粒のダイアモンド

価格帯：下代 300

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

リング＆ペンダント セットジュエリー（リング 2ct,Pt/ ペ
ンダント 1ct,K18WG)

〜 30 万円

( 株 ) 真富美宝石

( 株 ) 望月商会

ダイヤモンドジュエリー

ダイヤモンドジュエリー

ダイヤモンドリング

価格帯：下代 10

日本

価格帯：上代 100

代理店求む

〜 300 万円
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ロイヤルダイヤモンド ( 有 )
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

( 有 ) ロータスクリエイションズ
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

プラチナ 900 ダイヤモンド 1.00ct リング

Color enhanced diamonds jewelry

プリンセスカットダイヤモンドをラ
ウンドブリリアントカットで挟み込
んだリング。 2 種類のカットの煌め
きをご堪能下さい。

Beautiful combination of white
diamonds, ice blue diamonds ring
and pendant

価格帯：下代 5

〜 10 万円

( 有 ) ロヂスター
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：下代 5

日本

日本

代理店求む

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

Platinum & K18 Diamond Rings

価格帯：上代 5

日本

〜 10 万円

EMMEGI GIOIELLI CO.
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

Heart beat Ring

他では見つからない存在感のある弊
社のオリジナルジュエリーです。

メレサイズからラージサイズまで
豊富に取り揃えております。

Stunning 18kt White Gold Ring with
highe quality Diamonds

A.PERNICE DI ANTONIO PERNICE CO.
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

shell cameo and corals

価格帯：下代 100

イタリア

代理店求む

handmade micro-sculpture in shell
cameos and corals

価格帯：下代 5

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

価格帯：下代 30
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〜 100 万円
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カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

18K diamond ring

価格帯：下代 5

イタリア

Bracelet in gold 18 kt with ruby and enamel. Ring in gold 18 kt with diamonds cut 代理店求む
round and micromosaic. Ring in gold 14 kt with diamonds cut round and ruby.
We pride ourselves on a winning
combination of fine attention to
detail and inspired creativity, along
with our passionate devotion to the
crafting of our jewels. We love what
we do and we want our customers to
feel truly 'unique' by wearing elegant
and timeless jewels.

AARON SHUM JEWELRY LTD.

価格帯：上代 30

香港

代理店求む

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.

〜 10 万円

AGEMINA GIOIELLI S.R.L. CO.

〜 300 万円

〜 10 万円

ALTR INC.
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

アメリカ

代理店求む

Ring
Our Altr Created diamonds are
certified Type IIA, exquisitely cut
diamonds from 0.01 ct to up to 4
ct.Our gem-quality diamonds are
certified Type IIA, exquisitely cut
diamonds from 0.01 ct to up to 4
ct.ALTR creates value that enhances
the diamond in new ways. Type IIA
is the highest certification given to
the purest diamonds, and we ensure
that all ALTR Created Diamonds have
them. The impact that we make
through larger carats at better value is
completely unique to us.

価格帯：下代 10

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

ダイヤモンドとゴールドのクラッチ

価格帯：上代 300

イタリア

代理店求む

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

万円以上

GOGREEN DIAMONDS H.K. LTD.
5.08 F VVS1 Emerald

価格帯：上代 10

香港

IGC GROUP
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

HEARTS & ARROWS 3EX

18K GOLD WITH DIAMOND RING

As part of our excellence in diamond
polishing we offer Hearts& Arrows
3EX in sizes from 0,20ct to 0,49ct.

〜 30 万円

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

テニスブレスレット

価格帯：下代 1

LJ WEST DIAMONDS INC.

代理店求む

Rare color diamond jewelry

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

ベルギー

万円以下

日本

KGK は 1ct、2ct、5ct 〜 な ど 様 々
な ct のテニスブレスレットを WG、
YG、PG の 3 色ご用意致しました。
自社工場で大量に生産している為低
価格で提供しておりますがこの IJT
では本数限定で更に！更に！お安く
ご提供致しますので是非ブースに足
を運んで下さい！

価格帯：下代 1

代理店求む

〜 30 万円

18 KARAT GOLD WITH DIAMOND

KGK JEWELLERY INC.

香港

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

Lab Grown Diamond studded High
ﬁnish Jewelry.

〜 100 万円

HONG KONG UNIVERSAL JEWELLERY LTD.

価格帯：下代 10

タイ

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

アメリカ

Luxurious rare color diamonds
jewelry. Rings, Necklaces, Earrings,
Pendants, Bracelets and so much
more.

価格帯：下代 10

〜 30 万円
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ダイヤモンドジュエリー

ダイヤモンドジュエリー

ダイヤルース

万円以上

代理店求む

DER MOND CO., LTD.

オリジナルの絶妙なジュエリー , 絶
妙に最高品質のダイヤモンドで作ら
れています 非常に良い意味 - 愛の
鳥は真実と永遠の愛を意味する - 川
は富を意味する - クラウドはロング
ライフ -Peonia の花は成功を意味し
ます

K18WG ダイヤモンド ペンダント

価格帯：下代 300

日本

K18 & PT Rings

〜 10 万円

( 有 ) ロリンザー

AURA DIAMOND CO.

MIB JEWELLERY CO., LTD.
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

18K Gold Jewellery with Diamond and Gems Stone

香港

代理店求む

Elegant, classy and so very luxurious,
they gently remind of beauty, power
and conﬁdence.

MID HOUSE OF DIAMONDS
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

Blue , Pink, Yellow, Green,

イスラエル

YOEL DEIL DIAMONDS LTD.

代理店求む

SPECTACULAR FANY PINK DIAMOND RING

Stunning fancy color diamonds

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

イスラエル

カテゴリー： 3̲ カラーストーンジュエリー

代理店求む

STUNNING FANCY ORANGY PINK
VVS2 , 1.49 CT MAIN STONE

ؕٓ٦زأ٦ُٝٔؒآ٦

価格帯：上代 1

〜 5 万円

MIRA STYLE JEWELLERY CO., LTD.
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：下代 100

香港

〜 300 万円

MODA ITALIA / VITOLO JEWELRY ARTISANS SRL
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

Granulata Collection

18K White Gold Diamond Semi
Mount Engagement Ring Contain
Round Brilliant And Baguette
Diamonds Weighting 2.89 cts in total.

Diamond set Rings. Sophisticated
hand engraved designs that blends
traditional granulation technique
with a modern twist.

価格帯：上代 30

〜 100 万円

PINK KIMBERLEY DIAMONDS
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

価格帯：上代 30

オーストラリア

価格帯：下代 300

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

18k Diamond jewellery
18k Diamond jewellery

価格帯：下代 10
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〜 30 万円
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PRISM JEWELS CO., LTD.
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

価格帯：下代 10

香港

日本

代理店求む

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（カラー）

香港

ダイヤモンドとサファイアを使用し
て貴方の貴重な真珠を取り囲み、光
沢とオーラを引き立てます。

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

( 株 ) アイ・エム

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

ロイヤルブルー サファイアリング

ダイヤモンド＆カラーストーンジュエリー

美しいロイヤルブルーのサファイア
リングです。

ダイヤ・色石製品のカジュアルから
ハイクラスまで幅広く取り揃えてお
ります。IJT 特価品もあります！

〜 300 万円

( 有 ) アイコンジャパン
カテゴリー： キャッツアイ

Cats Eye 42.60cts Ring with Diamonds

価格帯：下代 100

K18 リング / ペンダント / イヤリング / ネックレスパール
マウント

価格帯：下代 10

日本

価格帯：上代 30

日本

代理店求む

Chrysoberyl Cats Eye 42.60 cts
Diamonds 2.82 cts Platinum Ring

〜 30 万円

VENUS JEWELRY (ASIA) CO., LTD.

カテゴリー： カラーストーン全般

価格帯：上代 100

18 K Hand Made Jewellery This
is K18 Hand Made Memory
Necklace,Pendent,Ring, Ear -Ring it
Does Not Break,A Beautiful Hand
Made Jew,They are goods which sell
most at our Company,Very Good
Price

万円以上

V V JEWELLERY LTD.

〜 100 万円

18 K Hand Made Jewellery

この美しい KIMBERLEY ROSALA アー
ガイルピンクのダイヤモンドリング
は、輝く白いダイヤモンドバンドと
18ct ゴールドで作られた、絶妙な白
とアーガイルのピンクのダイヤモン
ドの 2 つのハローの中に設定されて
います。 それはアーガイルの真正証
明書を伴った。

代理店求む

( 株 ) アールケイエンタープライズ

価格帯：

カテゴリー： カラーストーン全般

日本

ブラジル産パライバトルマリン・ア
レキサンドライト・アレキサンドラ
イト・エメラルドキャッツアイ・ロ
イヤルブルーサファイア・ピジョン
ブラッドルビー等希少石各種を IJT
特別価格にてご用意致します。ぜひ、
ブースにお立ち寄りください。

価格帯：上代 10

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

カラーストーン ジュエリー

価格帯：上代 30

代理店求む

希少石各種

( 株 ) アイデクト

代理店求む

エメラルド、ルビー、サファイヤ、
そしてレッドベリルなど希少石や
パール、その他デザイン性の高い商
品を取り扱っております。どうぞ展
示会場にてお確かめください。

〜 300 万円

( 株 ) アイランド・ジェム

〜 100 万円

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 100 万円

アップルグリーンダイヤモンド ( 株 )

日本

カテゴリー： ルビー

ルビー
それぞれの石にレーザー刻印、鑑別
書が付いています。

価格帯：下代 10

〜 30 万円
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カラーストーンジュエリー

PINK KIMBERLEY "Rosala" Argyle ピンクダイヤモンドリン
グ

イタリア

〜 300 万円

ダイヤモンドジュエリー

ダイヤモンドジュエリー

R94017 - 18K White Gold Diamond Semi Mount
Engagement Ring

価格帯：下代 100

あらまほし
カテゴリー： カラーストーン全般

日本

アルク
カテゴリー： カラーストーン全般

日本

( 株 ) イナホ
カテゴリー： カラーストーン全般

日本

( 株 ) 岩広貿易

あらまほし / 拍子

オリジナルデザインジュエリー

貴石〜希少石

Pt ルビー PN

現代アートのコレクターでもある、
西澤弘子らしいミニマルな抽象絵画
がテーマ。 斬新でシャープ。刀のよ
うな切れ味のユニークピース。 コン
セプトは、他者には作る事のできな
い造形の強さと時代性。

低価格帯ですが地金をしっかりと使
い高品質な材料で作成していますの
で、ジュエリー初心者にもオススメ
しやすいアイテムです！

定番の貴石から人気の希少石と幅広
く品揃えしています。デザインも、
シンプルなものからこだわりの 1 点
物まで取り揃えています。

ノーヒートのルビーをイエローダイ
ヤとダイヤモンドで二重に取巻いた
豪華な商品です。 深い赤色の映える
PN を是非ご覧ください。

価格帯：上代 30

〜 100 万円

イーエムコーポレイション ( 株 )
カテゴリー： サファイア

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

( 株 ) イシガミ
カテゴリー： カラーストーン全般

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

ヴィジェ
カテゴリー： トルマリン

価格帯：上代 300

日本

万円以上

( 株 ) ウェーブフロントセキガハラ

パライバトルマリン

バイカラートルマリンペンダント

琥珀ブレスレット

SAPPHIRE 11.03CT NO HEAT

上質なパライバトルマリンを使用し
たジュエリーです。

トルマリンのバイカラーとカラーダ
イヤを合わせたペンダント。新芽
「ス
プラウト」をモチーフにシンプルに
楽しめる作品です。

珍しい琥珀のカッティングビーズを
使ったオリジナルデザインブレス
レットです。様々なビタミンカラー
のストーンを使った繊細なデザイン
は、どこを見ても魅力的な輝きを放
ちます。

万円以上

( 有 ) イズム
カテゴリー： トルマリン

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) 一丸ジューリー
カテゴリー： カラーストーン全般

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) エクセレントジェム
カテゴリー： エメラルド

ダイヤモンド / カラーストーンジュエリー

リング

希少石のパライバトルマリンを数多
く取り扱っております。

高品質のダイヤモンドやカラース
トーンを贅沢に使った華やかなモ
チーフジュエリーの数々をご覧くだ
さい。

大人気なエメラルドジュエリー製品
が豊富な品揃え、ぜひご注目下さい。

〜 30 万円

一風騎士 ( 株 )
カテゴリー： アクアマリン

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

ideeMe( 株 )
カテゴリー： ルビー

価格帯：上代 30

日本

カテゴリー： エメラルド

( 株 ) エコリング
多数ジュエリー

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

L&Y JEWELLERY

ルビーリング

エコルース

エメラルド宝飾品

アクアマリン 347.14ct サファイア /
ルビー 37.08ct ダイヤモンド 0.77ct
K18/Pt900 総重量 134.3g のブローチ
兼ペンダント

8ct up のルビーに惜しみなくたっぷ
りの Gold を用いたリュクスなルビー
リング。

高品質でお値打ちなエコルースの御
提案 貴石から半貴石まで幅広く取
り扱っております。

世界の 4 大宝石にも数えられている。
エメラルドはエメラルドグリーンの
ように色の名前として美しい鮮やか
な緑色を表現する .
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価格帯：上代 100

〜 300 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 1

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： エメラルド

アクアマリンブローチ

価格帯：上代 300

日本

カテゴリー： エメラルド

多数商品をご用意しておりますの
で、是非お越し下さいませ。

〜 100 万円

( 株 )MMJ インターナショナル

万円以下

カラーストーンジュエリー

カラーストーンジュエリー

代理店求む

パライバトルマリン ペンダントネックレス

価格帯：下代 10

価格帯：下代 1

日本

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

PT900 SAPPHIRE RING

価格帯：上代 300

日本

カテゴリー： ルビー

価格帯：下代 1

〜 5 万円
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( 株 ) おお蔵
カテゴリー： カラーストーン全般

日本

ダイヤ・エメラルド・サファイヤ・ルビー・ヒスイ・オパー
ル等
ダイヤ・エメラルド・サファイヤ・
ルビー・ヒスイ・オパール等ハイク
オリティな輝きをぜひ展示会場でお
確かめください。

価格帯：上代 100

〜 300 万円

( 有 ) 奥元宝飾
カテゴリー： サファイア

( 株 ) オクノ宝石
カテゴリー： エメラルド

( 株 ) 鹿野商店
カテゴリー： ルビー

日本

カラーズ

K18WG ビルマルビー全周ネックレス＆ピアス

バイカラーサファイア

エ メ ラ ル ド 12.26ct ダ イ ヤ モ ン ド
3.23ct 19.70g *GRS 鑑 別 書 : MUZO /
Vivid Green/Minor/ コロンビア産

ビルマ ( ミャンマー ) 産ルビーのハー
トシェイプ 65 ピースを贅沢に使っ
た全周ネックレス。同じハートシェ
イプのピアスもセットで。ハートの
ルビーがとても愛らしくお顔に映え
ます。

希少石で知られているバイカラーサ
ファイア。1 石 1 石が全く異なった
個性を持った「Only One」の宝石で
す。 その他、バイカラータンザナイ
ト、トルマリン、ガーネットなども
一緒にご紹介しております。

万円以上

( 株 ) おたぎり
カテゴリー： カラーストーン全般

価格帯：下代 300

日本

万円以上

カリストレーディング / コーシン
カテゴリー： オパール

価格帯：下代 1

日本

日本

カテゴリー： サファイア

プラチナ エメラルド リング

価格帯：上代 300

日本

日本

〜 5 万円

( 株 ) カワサキ

日本

カテゴリー： サファイア

Pt/K18WG サファイア PN

カラーストーンオリジナルデザインネックレス

ブラックオパール リング

K18WG コーンフラワーブルーサファイアリング

スリランカ産のサファイア。24.13ct
ロイヤルブルー。とても貴重です。
GRS 鑑別付き。

当社独自の技術を用い、身に付けて
頂く方の最高の宝物になるように
思いを込めた、一点一点手作りのオ
リジナルデザインネックレスです。
オーダーも可能です。ご相談下さい。

希少価値の高いライトニングリッジ
から産出の色鮮やかなブラックオ
パール

非加熱 コーンフラワーブルーサファ
イア 9.12ct ( スリランカ産 ) GRS 鑑別
書付

価格帯：下代 300

万円以上

gage
カテゴリー： エメラルド

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 株 ) グランチャ 買蔵
カテゴリー： サファイア

ロイヤルブルーサファイヤリング

こちらは非常に希少なエメラルドの
指輪です。 ジュエリーデザイナーの
作品です。 ペンダントとしても使用
できます。 是非会場でご覧くださ
い！

2ctUP のロイヤルブルーのサファイ
ヤリング。

価格帯：上代 100

〜 300 万円

( 株 ) 梶田
カテゴリー： カラーストーン全般

価格帯：下代 10

日本

日本

代理店求む

〜 30 万円

片岡商店 ( 株 )
カテゴリー： サファイア

( 株 ) キアイ
カテゴリー： エメラルド

万円以上

( 株 )KINK
カテゴリー： ルビー

その名の通り、水分をたっぷりと含
んだかのようなカボションカット
の宝石が主役のリングです。宝石の
丸く優しい印象を強調するように、
ふっくらとした腕や繊細なミル打
ち、ミルククラウンのような雫をあ
しらいました。

深い湖のように吸い込まれる神秘的
な輝きを放つサファイア。自然の
ままの姿の非加熱ブルーサファイア
15ctup は滅多に出会うことがありま
せん。そんなレアなサファイアに大
粒で上質なダイヤがセッティングさ
れ、よりエレガントに演出してくれ
ます。

今、売れてます！
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万円以上

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 1

価格帯：上代 1

日本

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： エメラルド

天然のエメラルドを低価格でご提供
致します。

フクロウのネックレス

価格帯：上代 300

( 株 ) 貴瞬

エメラルド、ルビー、サファイアの
ハイクオリティなジュエリーです

K18WG サファイア リング

〜 10 万円

日本

万円以上

エメラルドルース

ウルル リング

価格帯：下代 5

価格帯：下代 300

エメラルドリング

価格帯：上代 300

日本

〜 300 万円

カラーストーンジュエリー

カラーストーンジュエリー

K18/Pt900 Emerald32.68ct Diamond2.13ct 29.3g

価格帯：下代 100

万円以下

( 株 ) クラシック・コーポレーション

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

レアストーンジュエリー 品薄の稀少石製品を取り揃えてお
ります
アウイナイト、ターフェアイト、ベ
ニトアイトなど、レアストーン製品、
ダイヤモンド製品を多数取り揃えて
おります。

価格帯：下代 30

〜 100 万円
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グランヴェール ( 株 )
カテゴリー： サファイア

日本

( 株 ) グランド GRAND RINO
カテゴリー： カラーストーン全般

日本

( 株 ) ゴーリ・インターナショナル
カテゴリー： ルビー

日本

( 株 ) 五幸商会

蜂鳥 ダイヤサファイアブローチ

極上天然石＆ゴールドの美しさ「GRAND GEM シリーズ」

カラーストーンジュエリー

K18 ホワイトゴールド ルビーペンダント

蜂鳥とハートモチーフが美しい手作
りの一点物です。ダイヤは vs クラス
使用。サファイアの色味、輝きも抜
群 で す。k18 24.9g Diamonds2.59ct
saﬀhire4.90ct

" 貴重な原石の形状と煌めきを見極
め、K18 ゴールドで丁寧に台座を仕
上げた『GRAND GEM シリーズ』
。特
別な輝きを放つ「ブレスレット」＆
確かな存在感で胸元を華麗に演出す
る「ペンダントトップ」は世界に一
つだけのアクセサリーです。

良質なカラーストーンを自由に取り
合わせたカラフルで贅沢なネックレ
ス。ローズカットの覆輪リングなど、
トレンド感のある商品もたくさんご
用意してお待ちしております。

古来より始まりや終わりのない永
遠、普遍の象徴のサークルをモチー
フにしたペンダント。ルビーとホワ
イトサファイヤを幾何学的に配置し
たダイナミックなペンダント。ル
ビ ー 6.70ct、 ホ ワ イ ト サ フ ァ イ ヤ
1.90ct。2 面両スライドチェーンが優
雅です。

価格帯：上代 30

〜 100 万円

K ＆ S 商事 ( 株 )
カテゴリー： エメラルド

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

( 株 )K-GOLD インターナショナル
カテゴリー： エメラルド

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

( 株 ) 小林商会
カテゴリー： キャッツアイ

価格帯：上代 300

日本

万円以上

( 有 ) 込山商会

エメラルド リング

Pt キャッツアイ R

カラーストーンペンダント・リング

巨大なキャンバスから放たれる味わ
い深いグリーンの煌きに見とれてし
まいます。12.25ct エメラルドを支え
るプラチナ枠もしっかりとした創り
でたっぷり 2.52ct の最高級ダイヤモ
ンドがゴージャスで圧倒されます。

大粒 4.57ct のエメラルドリング。取
り巻きのダイヤモンドも高品質な石
を使った贅沢な輝きのあるリングで
す。

クリソベリルキャッツアイ 18.02ct F
カラー up ダイアモンド 脇石 2.66ct

Pt タ ン ザ ナ イ ト ペ ン ダ ン ト Pt ル
ビーペンダント

〜 300 万円

( 株 ) ケーエム
カテゴリー： エメラルド

価格帯：下代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) ケンダイヤモンド
カテゴリー： サファイア

価格帯：上代 300

日本

万円以上

( 株 ) コロラット・コレクチェ
カテゴリー： オパール

プラチナ 非加熱サファイア 4 カラット

ボルダオパールオニキスペンダントブローチ

コロンビア産エメラルド 1.40ct GRS
鑑別書付き 上質なビビッドグリー
ンの大粒エメラルドに無色透明なメ
レーダイヤモンドを取り巻いた手作
りのリングです。

スリランカ産の非加熱 ( ノーヒート )
天然サファイアリングです。 なんと
も見事な色のサファイアです。鮮や
かに青く、美しい素晴らしい宝石で
す。

オニキスの結晶の表面のキラキラを
夜空の星々に見立て、ふくろうが夜
の暗闇の中で目を輝かせているよう
なイメージで作ったジュエリーで
す。

価格帯：上代 100

〜 300 万円

( 株 ) 光新宝飾
カテゴリー： ルビー

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) コーシン
カテゴリー： オパール

価格帯：上代 30

日本

代理店求む

カテゴリー： カラーストーン全般

( 株 ) 近藤宝飾
パライバトルマリンプラチナリング

価格帯：下代 300

日本

万円以上

三幸物産 ( 株 )

エチオピアオパール リング

マルチストーンチェーンジュエリー

天然石ジュエリー＆アクセサリー

いずれも 5ct up、非加熱、ピジョン
ブラッド、モザンビーク産

まるでオーロラのような輝きを解き
放つエチオピアオパール

透明感のあるマルチストーンと大
粒の淡水パールを使用した上品な
チェーンネックレスです。

本格派のための魅力的な天然石ネッ
クレス。 吟味した素材とデザイン！
IJT 特別価格！
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価格帯：下代 10

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 5

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

ルビーリング＆ネックレス

価格帯：下代 300

日本

カテゴリー： トルマリン

現在では希少価値の高いブラジル産
パライバトルマリンのプラチナリン
グです。

〜 100 万円

( 株 )SAN

〜 30 万円

カラーストーンジュエリー

カラーストーンジュエリー

エメラルドリング

価格帯：上代 10

日本

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

エメラルド リング PT900 E12.25ct D2.52

価格帯：上代 100

日本

カテゴリー： ルビー

価格帯：下代 1

〜 5 万円
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( 有 ) ジージーピー
カテゴリー： トルマリン

日本

( 株 ) ジェー・アイ・ティー
カテゴリー： ルビー

日本

( 株 ) 島田貴金属店
カテゴリー： エメラルド

日本

ジュエリー キネヤ

PT パライバトルマリンペンダント

リング、ネックレス

ハイクオリティ ジュエリー

エメラルド ダイヤモンド リング

希少価値の高いブラジル産のパライ
バトルマリンの大粒ペンダントで
す。 大きさは 2.730ct で周りのダイ
ヤモンドも綺麗なダイヤを使用して
います。

希少価値の高いルビーを特別価格に
て提供いたします。

（株）島田貴金属店ではたくさんの
種類のエメラルドの商品を取り揃え
ています。

透明性の高い高品質なエメラルドを
ダイヤモンドで贅沢に取り巻いた指
輪です。

価格帯：下代 300

万円以上

( 有 )J.P. 渡邊商會
カテゴリー： エメラルド

価格帯：上代 30

日本

高品質のコロンビアエメラルドで
す。

カテゴリー： アクアマリン

価格帯：下代 1

日本

ラリマー

価格帯：上代 10
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〜 30 万円
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カテゴリー： 翡翠

価格帯：上代 30

日本

代理店求む

ラリマー

( 有 ) ジェメスト

日本

〜 100 万円

篠原貿易 ( 株 )
カテゴリー： カラーストーン全般

( 株 ) ジュエリーアイデス
カテゴリー： カラーストーン全般

〜 5 万円

( 株 ) ジュエリーイイヌマ
カテゴリー： エメラルド

〜 10 万円

( 株 ) ジュエリープランニング
Pt エメラルド ダイヤモンドネックレス

値段が高騰しているエメラルドを
使ったネックレス。 デザインも豊富
に取り揃えております。 IJT 特価で
出品しますのでお早めに起こしくだ
さい。

色、品質ともにトップクオリティー
のエメラルドのみ厳選し使用した
ゴージャスなネックレス。

〜 5 万円

( 株 ) ジュエリー・ミウラ
カテゴリー： ルビー

* 希少価値の高い素材 * ミャンマー
産の高品質、ピジョンブラッドカ
ラ ー の 非 加 熱 ル ビ ー を 0.5―10.0ct
アップも多数そろえております。
GIA,GRS 鑑定書付きです。

価格帯：上代 100

価格帯：下代 300

日本

〜 300 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

K18 エメラルドネックレス

カラーとは「色」という意味だけで
なく「個性」という意味も持ってい
ます。自分に似合う色であり、自分
らしさを演出するジュエリー。店頭
でもひときわ輝きを放ちます。

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 5

日本

日本

カテゴリー： タンザナイト

売れ筋のタンザナイトのジュエリー
です。価格帯も豊富にそろえてます。

非加熱 ビルマ産 ピジョンブラッドカラー ルビー ( 無熱紅
宝石 ) 0.5-10.0ct GRS,GIA,

〜 10 万円

ジュエリーアロー

少し大きめのサイズ感ながらも上品
さのあるピアス。カジュアルにもド
レスアップにも幅広くご使用頂けま
す。

カラーミー

価格帯：下代 5

日本

〜 300 万円

プラチナリング、ペンダント

価格帯：下代 1

日本

価格帯：下代 100

カラーストーンジュエリー

価格帯：下代 1

青々と色の大変良く乗った、盛夏の
森を思わせるような翡翠の周りを、
妥協のないクオリティを持つ、きら
びやかなダイヤモンドが取り巻いて
いる豪華なプラチナリングです。
美しくも使いやすいデザインもまた
魅力的な一品です。ぜひご覧くださ
い。

〜 100 万円

カテゴリー： ラリマー

〜 5 万円

〜 5 万円

カラーストーンジュエリー

カラーストーンジュエリー

アクアマリンを中心にピンクサファ
イヤのグラデーションを使用のネッ
クで、可憐なデザインネックレスで
す。

紫苑

日本

Pt950 翡翠 2.687ct ダイヤモンド 1.28ct リング (CGL ソー
ティング )

アクアマリンネックレス・リング

価格帯：上代 30

カテゴリー： カラーストーン全般

オレゴンサンストーン

万円以上

じぇむ りさこ

ジェムエイコー

価格帯：下代 1

鉱山へ出向いて買い付けたサファイア・スピネルなど 写真
はオレゴンサンストーン

コロンビア産エメラルド（リング・ペンダント・ネックレス）

価格帯：下代 300

〜 100 万円

日本

カテゴリー： エメラルド

万円以上

( 有 ) ジュエルアイマス

日本

カテゴリー： サファイア

ロイヤルブルーサファイア ピアス
落ち着いた知的なブルーと煌くダイ
ヤモンドが、お耳を華やかに彩って
くれます。 上品なサイズ感でござ
いますので、様々なシーンで大活躍
します！ 間違いなく早い者勝ちの
お品でございます！ お探しの方は
是非お早目にご検討くださいませ♪

価格帯：上代 10

〜 30 万円
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( 株 ) ジュエルエレガンス
カテゴリー： カラーストーン全般

日本

( 株 ) ジュエル第一
カテゴリー： カラーストーン全般

ルビーリング エメラルドリング サファイアリング

各種ジュエリー製品

ルビー、エメラルド、サファイア等
の色石全般を多数用意しています。

高品質で希少価値の高いパライバト
ルマリンを使用。

価格帯：上代 100

〜 300 万円

( 株 ) ジュエル ワタナベ
カテゴリー： エメラルド

価格帯：下代 30

日本

( 株 ) シュリーシャムジェムス
カテゴリー： オパール

エチオピア オパール

深 い 緑、 テ リ、 透 明 度 が 揃 っ た
10.792ct の大ぶりなトップが目を惹
く贅沢な全周ネックレス (GIA 鑑別書
付)

複雑に変化する色合いのエチオピア
オパール、見る人を虜にします。

万円以上

( 株 ) ジョイテック
カテゴリー： 翡翠

価格帯：下代 1

日本

文字を透かすほどの高い透明度を
もった上質氷翡翠のジュエリーペン
ダント。光をあてるとより一層輝き
を増し、中に雪が舞うような幻想的
な景色が見られる逸品。きめ細かな
石肌、凛とした光沢と高品質の翡翠
ならではの美しい仕上がりに女性ら
しさが漂います。

価格帯：上代 30

〜 100 万円

( 有 ) 真光
カテゴリー： カラーストーン全般

日本

日本

代理店求む

鈴木宝飾 ( 株 )
カテゴリー： オパール

日本

〜 5 万円

スターバイヤーズオークション

〜 100 万円

セレンディップジェムスジャパン ( 株 )
カテゴリー： サファイア

価格帯：上代 30

価格帯：上代 30

日本

代理店求む

カテゴリー： エメラルド

( 有 ) 善美クリエーションズ
Tanzanite with Top Quality Diamond Ring

価格帯：上代 100

日本

( 株 ) 高石商会
Pt アレキサンドライトリング

ラリマーはドミニカ共和国のみで採
掘される希少価値の高い天然石で
す。世界 3 大ヒーリングストーンの
1 つで、強力な癒しの力で心を落ち
着かせる「愛と平和」の石と言われ
ています。また会場ではシンガポー
ル発バッグブランド BONIA の新作も
発表いたします。

ダイヤ製品をはじめルビー、サファ
イア、エメラルド、翡翠、珊瑚など
のカラーストーンジュエリーを、人
気の産地証明書付き商品からライト
ジュエリーまで幅広く豊富に取り揃
えております。

高品質なコロンビア エメラルド

変色性の良いアレキサンドライトを
ご用意しました。
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〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 1

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： アレキサンドライト

コロンビア エメラルド

価格帯：下代 30

代理店求む

〜 300 万円

カラーストーンジュエリー

〜 100 万円

日本

カテゴリー： タンザナイト

タンザナイトの新作コレクション

〜 100 万円

( 有 ) ダイアムデル

〜 100 万円

ラリマー製品

価格帯：上代 30

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

お客様のニーズにお応えできるよう
身近な宝石から豪華なジュエリーま
で様々な種類を幅広く取り揃えてお
ります。この機会に是非お立ち寄り
ください！

スリランカ直輸入の非加熱ルビー、
サファイア、パパラチアサファイア
などの希少石のルース並びに製品を
数多く取り揃えております

日本

価格帯：下代 1

美しい巨大なオパールを特徴あるデ
ザインで指輪に仕立てました。 オ
パールの大きさもさることながら
ボディーの緻密なレリーフも見所で
す。

天然水晶の素晴らしい出来上がりで
す。

カテゴリー： カラーストーン全般

K18 とホワイトトパーズを組み合わ
せたネックレス。無色透明の瑞々し
い輝きは年齢を問わず、また様々な
シーンでお使いいただけます。ネッ
クレスの長さ、石のカットの仕方等
バリエーション豊かに取り揃えてお
ります。

カラーストーンジュエリー [ ルビー・エメラルド・サファ
イア・珊瑚・翡翠など ]

非加熱サファイア等

( 有 ) 信光

日本

カテゴリー： サファイア

巨大 オパール リング

価格帯：下代 30

〜 100 万円

( 有 )SWEENY JEWELLERS
K18 ホワイトトパーズネックレス

万円以上

手彫り エンジェルラダー 極緻精品

価格帯：下代 30

日本

価格帯：下代 10

〜 30 万円
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カラーストーンジュエリー

カラーストーンジュエリー

翡翠ジュエリーペンダント『A FLOWER』
（氷翡翠×ルビー
×ダイヤ× K18PG）

価格帯：上代 300

日本

カテゴリー： 水晶

カテゴリー： トルマリン

非加熱ブラジル産パライバトルマリ
ン。奇跡の透明度、そして、青の彩。
究極のパライバトルマリンのハンド
メイドジュエリーです。

万円以下

晶都 ( 株 )

( 株 ) 新光貴
【HANDMADE】PT950 非加熱ブラジル産パライバトルマリ
ン 4.055ct リング ダイヤモンド 3.762ct ※ SSEF REPORT

〜 100 万円

Pt エメラルド ネックレス

価格帯：上代 300

日本

( 株 ) 高橋宝飾
カテゴリー： トルマリン

日本

( 株 ) タナカ宝石
カテゴリー： トルマリン

Pt パライバトルマリン リング

パライバトルマリンペンダント

希少性の高いパライバトルマリンの
中でも、13ct の大きさと 色の良さは
目を見張ります。

魅力ある希少なパライバトルマリン
を厳選しています。

価格帯：下代 100

〜 300 万円

( 株 ) 谷口宝飾
カテゴリー： サファイア

プラチナ スターサファイア リング

価格帯：上代 300

日本

代理店求む

高額スターサファイア

価格帯：上代 30

〜 100 万円

ツカキ ( 株 )
カテゴリー： トルマリン

カテゴリー： カラーストーン全般

15 カラット以上でハイクオリティ
なアクアマリンを使用したリングで
す。存在感のある大きさですが、着
けやすいデザインとなっておりま
す。

価格帯：上代 100

46

〜 300 万円
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代理店求む

非常に質の高いビビットドレッドカ
ラーのルビーリングからロイヤルブ
ルーカラーのサファイアリング、ビ
ビットグリーンカラーのエメラルド
リング等々、IJT 特別価格にて販売致
します！

( 株 ) 冨蔵
カテゴリー： エメラルド

価格帯：上代 300

日本

万円以上

( 有 ) ドリーム

売れ筋のルースをご提案致します。

〜 10 万円

デザイヤ ジェム クリエイション ( 株 )
カテゴリー： ルビー

価格帯：上代 30

日本

代理店求む

カテゴリー： ルビー

カテゴリー： 翡翠

希少 魔除けの黒翡翠 ( 墨翠・墨玉 ) ルース・
縁起物カービング・K18 製品・他

価格帯：下代 10

日本

日本

代理店求む

〜 30 万円

日本翡翠・高野浅葱
カテゴリー： 翡翠

3.510 1.630 ビルマ

万円以上

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

( 有 ) 中村

日本

カテゴリー： 翡翠

Pt900 翡翠 10.684ct リング

価格帯：上代 300

日本

50 年間集めた糸魚川翡翠の原石で制
作したブレスレット、ペンダント等
の製品の販売を行っています。その
為、色々な色の製品や珍しい色の製
品を取り揃えています。今は出産量
が激減していますので貴重な製品も
在ります。見に来て頂ければ幸いで
す。

価格帯：上代 10

〜 5 万円

たいへん希少で人気の高い琅 ? の翡
翠リングです。カラー、色むら、透
明度！これぞ琅 ? 翡翠という逸品！
GRJ ソーティング付

糸魚川翡翠等のネックレス、ブレスレット、
勾玉、ペンダント等。

PT ルビー R

価格帯：上代 300

( 有 )TRADING マルコ・ポーロ

価格帯：下代 1

緑よりもずっと希少。高い透明度に
緑の色素を濃縮に併せ持った黒翡翠
( 墨翠・墨玉 )。 一見漆黒ですが、明
りに照らすと鮮やかな緑が浮かび上
がる自然界の奇跡中の奇跡。『毒を
以って毒を制する』強力な魔除けと
云われ、カンフー映画にもたびたび
登場します。

〜 30 万円

( 株 ) 東京ダイヤモンドディラーズクラブ

〜 100 万円

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

カラーストーンジュエリー

カラーストーンジュエリー

K18WG アクアマリン リング

希少価値の高い大きいブラックオ
パールです。周りのダイヤも素晴ら
しく、滅多に出ないサイズを用意で
きました。

エメラルドは、歴史とともに古くか
ら叡智（えいち）を象徴する石とし
て知られ、クレオパトラが愛した宝
石としても有名です。

価格帯：下代 10

日本

ルビーリング

〜 300 万円

日本

カテゴリー： ルビー

ジュエリー、宝飾品多数在庫を揃え
ております。お気軽にお問合せくだ
さい。【宝飾品】
リング、
ネック レス、
ブレスレット、ピアス、イヤリング。
【ダイヤモンド、カラードストーン
製品】ダイヤモンド、ルビー、サファ
イア、エメラルド、ジェイダイト等。

nice rubies and sapphires

カテゴリー： アクアマリン

時岡本店 大阪屋百貨 ( 株 )

ブラックオパール リング

価格帯：上代 100

日本

日本

希少石・貴石・半貴石

稀少なブラジル産のパライバトルマ
リンの中でも、より品質の良い物だ
けを選りすぐりました。

東京貴宝 ( 株 )

カテゴリー： オパール

リング

no heat ruby

〜 10 万円

( 株 ) 東洋

カラーストーンジュエリー

パライバトルマリン

価格帯：下代 5

代理店求む

万円以上

中外鉱業 ( 株 )

価格帯：下代 5

日本

日本

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

万円以上

Nimit gems( 株 )

日本

カテゴリー： 水晶

エンジェルラダー
『天使のはしご』と呼ばれる水晶、
由来は黄昏の空の雲の間から射し込
む光の様に見えることからです。透
明の中に浮かぶ光筋はとても美しく
魅了されます。

価格帯：下代 10

〜 30 万円
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( 株 ) ヌール ジェム ジャパン
カテゴリー： アレキサンドライト

日本

PARAIBA,DEMANTOID,KASHMIR,RUBY,EMERALD,
ALEXANDRITE,SAPPHIRE
Noor gems japan co., ltd. based in
Tokyo and headed by Mr. Zaheer
A. Ansari is a company which is
engaged in the import/export of gem
quality stones in Paraiba, Alexandrite,
Demantoid, Kashmir Sapphire, Ruby,
Spinel and other rare stones. It is
an active member of International
Colored gemstone Association and
participant in prestigious shows like
USA shows,Hong kong Shows,Gem &
Jewelry show Dubai

価格帯：下代 300

万円以上

ハックミルトレーディング ( 有 )
カテゴリー： サファイア

( 株 ) ネットジャパン
カテゴリー： カラーストーン全般

福江 ( 有 )

日本

カテゴリー： 翡翠

ブランドベイ

高級 ビルマ翡翠 ペンダント

カラーストーンジュエリー

ライトからハイクラスジュエリーま
でダイヤ、カラーストーン、パール
など多数展示。

古くは縄文時代より勾玉などの装飾
品として大切に扱われて来ました。
翡翠には、強力な護符と魔除け効果
があるとされ、成長へ導く力を持っ
ていると言われています。

エメラルド、ルビー、サファイアを
始め、各種カラーストーンジュエ
リーを多数ご用意しております。

〜 100 万円

( 株 )HAPPY PRICE
カテゴリー： 翡翠

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

ブランド楽市
カテゴリー： サファイア

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 有 ) 古屋貴石商会

翡翠

非加熱サファイア リング 9.34ct D1.72ct Pt900

Pt900 パライバトルマリン リング

スリランカにて買付輸入したパパラ
チアサファイアを様々なサイズ，形
で取り揃えております。すべて GIA,
中宝研等の鑑別書付で取り揃えてお
ります

上品なカラーで、大きさもあるので
大変見栄えがします。

非 加 熱 サ フ ァ イ ア リ ン グ 9.34ct
D1.72ct Pt900

目の覚めるようなネオンブルーの輝
きを持つ、希少なブラジル産のパラ
イバを使用した贅沢なリングです。

〜 100 万円

( 株 ) ビジュエル
カテゴリー： オパール

価格帯：上代 100

日本

〜 300 万円

FINE GEM AND JEWELLERY
カテゴリー： サファイア

価格帯：上代 100

スリランカ

〜 300 万円

( 株 )Flawless
カテゴリー： エメラルド

価格帯：下代 100

日本

〜 300 万円

( 株 ) 宝正

エメラルドリング

ダイヤモンド・ジュエリー製品

進化した蘭オパールはジュエリーの
新しい形をリードします。

スリランカ産サファイアの美しい
ルースを販売致します。 産地直送
でハイクオリティもサファイア・ル
ビー等の様々なルース販売致しま
す。 またコランダムサファイア原石
も多数販売致します。 この機会に是
非展示会場でご覧下さい。

コロンビア産エメラルド 17.40ct…早
い者勝ちです！ 他にも大物多数あ
り！

今回は、日本製クオリティの高い
リージュエリーやパール商品を準備
し、会期中は通常の一割引きといた
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。

( 株 )FineCrew
カテゴリー： オパール

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

FUNARTSTRADING/ 御徒町 GOLDON
カテゴリー： 翡翠

価格帯：上代 300

日本

万円以上

( 株 ) ボンド
カテゴリー： アレキサンドライト

価格帯：下代 100

日本

カラーストーンジュエリー

カラーストーンジュエリー

サファイア

〜 10 万円

日本

カテゴリー： エメラルド

蘭オパール

価格帯：下代 5

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

パパラチアサファイア製品ルース

価格帯：下代 30

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

ヴィンテージジュエリー

価格帯：上代 30

日本

日本

〜 300 万円

( 株 ) 丸山宝飾

日本

カテゴリー： エメラルド

k18 ボルダーオパールリング

翡翠

アレキサンドライト

Pt エメラルドリング Pt パライバトルマリンリング

カラーストーンとボルダーオパール
を大胆にデザインしたゴージャスな
リングです。 手間暇かけて仕上げた
一点物。 繊細かつ優美で贅沢なリン
グです。

トロリとした琅かん（老坑）翡翠を
ご用意いたしました。

アレキサンドライトの中でも最上級
の物になります。

Pt エメラルドリング

価格帯：下代 10
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〜 30 万円
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価格帯：下代 30

〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 300

万円以上

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 100

〜 300 万円
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( 学 ) 水野学園 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
カテゴリー： カラーストーン全般

日本

( 株 ) 明治堂
カテゴリー： エメラルド

日本

( 株 ) リング
カテゴリー： カラーストーン全般

日本

( 株 ) レグランド

K18 ジュエリー

エメラルドリング

ロードクロサイト

サファイア リング

K18 と色石を使用した作品です。七
宝技法、色金、宝飾技法など多様な
技法を使用しています。

希少価値が高く深い緑色が美しい、
ハイクオリティなエメラルドを使用
した商品を数多く取り揃えておりま
す。

ロードクロサイト 18 金ペンダント

色と輝きをそろえた美しいサファイ
アを使用したリング

価格帯：上代 10

〜 30 万円

( 株 ) ものバンク
カテゴリー： ルビー

価格帯：下代 100

日本

〜 300 万円

( 株 ) ユウビドウジェム
カテゴリー： エメラルド

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

レコン ジェム ジャパン ( 株 )
カテゴリー： ルビー

ルビーネックレス

エメラルドダイヤリング

Pt900 Ruby/Diamond Ring

スリランカ産 22 キャラ UP のサファ
イヤです。

コロンビア産エメラルドの商品や
10ct 以上の商品もございます。

Diamond Cut Burmese Ruby studded
with VS quality of diamond. High
quality of ﬁne ﬁnish.

価格帯：上代 30

〜 100 万円

( 株 ) ヨウジ
カテゴリー： トルマリン

日本

代理店求む

年々希少価値の上がっている、パラ
イバトルマリン商品を豊富に取り揃
えています。 海外バイヤーに人気の
ルースも多数用意しています。 毎回
好評の IJT 特価コーナーもさらに充
実！お見逃しなく！

価格帯：下代 30

カテゴリー： ルビー

洋灯舎オパール館
カテゴリー： オパール

価格帯：下代 5

日本

オーストラリア産ボルダー、ピクチャーオパール、ブラックオパー 代理店求む
ル。メキシコ産ファイヤーオパール、カンテラオパール
希少性の高いオーストラリア産のボ
ルダーオパールそしてピクチャーオ
パールを中心に、ブラックオパール、
クリスタルオパール、メキシコ産
ファイアオパール、カンテラオパー
ル、さらにはエチオピアオパールな
ど、数々のオパールをお確かめくだ
さい。

〜 100 万円

( 株 ) ラウンドコーポレーション

〜 100 万円

価格帯：上代 1

日本

〜 5 万円

リッチダイヤモンド ( 株 )/ ジャパンオークションハウス ( 株 )
カテゴリー： ルビー

カテゴリー： 水晶

〜 5 万円

ABC STONE CO., LTD.
カテゴリー： カラーストーン全般

デ ザ イ ン 豊 富 な 新 作 製 品 の ほ か、
ルースはメレダイヤから 10ct アップ
まで色とりどり用意しております。

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.
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※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

〜 100 万円

( 株 ) 和心貿易

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

特に、スリランカ産のサファイアと
スターサファイアの品質、価格、品
揃えには自信を持っております！

タイ産の真っ赤なルビーと上下にあ
しらわれた光輝くダイヤモンドの
リングが、御手元をより一層華麗に
飾ってくれます。

万円以上

価格帯：下代 30

近年採掘され入荷してはすぐに完売
してしまう人気の石、濃紺のフロー
ライトを IJT に出品。

Specialize in Exotic Pink Kunzites in calibrated and Far sizes

価格帯：下代 300

代理店求む

色石ペンダント＆リング

サファイア・エメラルド・ルビー・アクアマリン・クリソベリルキャッツアイ・
パライバトルマリン・タンザナイト・ヒスイ・オパール・パール・ダイヤモンド

ルビー＆ダイヤモンドリング

〜 30 万円

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

ブルーフローライト

ルビーリング

価格帯：下代 10

ロズウェイ ( 株 )

透明度の高い高品質希少石を使用し
たコレクションを展開しています。

〜 10 万円

和光物産 ( 有 )

価格帯：下代 1

日本

代理店求む

〜 100 万円

価格帯：上代 5

価格帯：上代 30

タイ

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

カラーストーンジュエリー

カラーストーンジュエリー

パライバトルマリン

価格帯：下代 30

価格帯：上代 30

日本

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

〜 100 万円

ANUPAM GEMS JAPAN LTD.

日本

カテゴリー： ルビー

Re crystalized Emerald Ruby Sapphire Alexandrite AND
Diamond coated CZ

代理店求む

Re crystallised Stones

価格帯：下代 5

〜 10 万円
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BRIGHT GEMS INTERNATIONAL PVT LTD.
カテゴリー： サファイア

Cats Eye, Alexandrite, Semi Precious

スリランカ

CLIFTON OPAL PVT. LTD.

代理店求む

Australian Boulder Opal

We also cater to the wholesale and
retail jewellers with medium and low
cost colour gem stones for Gold and
Silver jewellery.

価格帯：上代 100

カテゴリー： 水晶

K18 Pendant with 10ct gemstone

価格帯：下代 1

中国

代理店求む

Colorful GARDEN is a "perfume
jewelry" series patent product
with independent volatilizing
function launched by tiansheng
jewelry. The product has been
elaborately designed and created
over several years, realizing the
perfect combination of perfume and
jewelry. This series of products can be
repeated with their favorite perfume,
plusing one time can achieve a long
time fragrance (more than a week).

価格帯：下代 1

カテゴリー： オパール

カテゴリー： サファイア

K18 Necklace with Pink Sapphire, ruby and diamond

価格帯：下代 30

ドイツ

価格帯：上代 100

香港

代理店求む

カテゴリー： ルビー

LE SIBILLE SRL
カテゴリー： カラーストーン全般

18kt gold necklace with rubies,pink sapphires,diamonds
and Micromosaic tecnique.

価格帯：上代 100

イタリア

MELI GIOIELLI
カテゴリー： トルマリン

Necklace in rubies and 18kt black
gold. Earrings in rubies and 18kt
black gold. Ring in black spinnal and
18kt black gold

素 敵 な 新 作 リ ン グ と ペ ン ダ ン ト。
フィレンツエの小さな工房で伝統工
芸エトルリアの細工を施した逸品で
す。1 点よりお求めいただけます。
このシリーズは小さな石やいろんな
天然石を使用した作品で、ペンダン
ト、リング、ピアスなどでご用意し
ております。

FAI PO GEM & JEWELLERY LTD.
カテゴリー： トルマリン

価格帯：下代 1

香港

〜 5 万円

GEMBURI CO., LTD.
カテゴリー： サファイア

価格帯：下代 1

タイ

カテゴリー： サファイア

Tourmaline bead

Blue Sapphires

K18 Brooch with Colour Sapphire and Diamond

It is one of the rare gemstones that
come in all color of the rainbow. They
gently remind of beauty and love.

The variety of blue sapphires are
available at our booth.

K18 Brooch with colour sapphire,
diamond and pearl.

価格帯：下代 30
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〜 100 万円
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価格帯：下代 10

イタリア

代理店求む

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 10

〜 5 万円

MEIRA T. DESIGNS

アメリカ

カテゴリー： エメラルド

Yellow Gold and Diamond Emerald Charm Necklace

代理店求む

Beautiful yellow gold emerald and
diamond Meira T charm necklace.

価格帯：上代 5

イタリア

〜 10 万円

NOOR INTERNATIONAL LTD.

日本

カテゴリー： エメラルド

PARAIBA TOURMALINE

代理店求む

“Paraiba Tourmaline is a gemstone
that has a meaning and properties
of strengthening intuitive power. It
can help you understand your future
vision clearly. ... Paraiba Tourmaline
can also help you catch ideas needed
in the world and make those in
reality”

〜 5 万円

OMNIA JEWELLERY

オーストラリア産出ナチュラル ボルダーオパール ペンダ
ント

価格帯：下代 30

香港

代理店求む

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 100 万円

PEARLSTONE

韓国

カテゴリー： エメラルド

emerald ring

代理店求む

Stunning emerald ring with highest
quality diamond. Elegant, classy and
so very luxurious, they gently remind
of beauty, power and conﬁdence.

価格帯：下代 5

〜 10 万円
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カラーストーンジュエリー

カラーストーンジュエリー

Fine Black Opals, Lightning Ridge,
Australia

オーストラリア

カテゴリー： オパール

価格帯：上代 1

代理店求む

COLORE

HILL PDE

オーストラリア産出ナチュラル ボル
ダーオパールは、
「自然の芸術」と
呼ばれ、その構成から大地と海・水
を象徴していると言われます。シン
プルなフォームでありながら美しく
バランスを保つオパールは、皆様
の日常に自然の楽しさを加える事で
しょう。

〜 300 万円

AMY collection

万円以上

代理店求む

〜 300 万円

Black Opal

価格帯：下代 300

ラトビア

Stunning 18kt gold necklace in a
flower mood, the stones colour
enhances the brilliant shade of
mosaic. To wear only by forest
nymphs.

〜 100 万円

EVA SRL

カテゴリー： ルビー

K18 イエローゴールドのイヤリング：
ル ビ ー 3.2ct、 ダ イ ヤ モ ン ド 0.47ct
とマンモス牙。デザインはラトビア
神道の太陽神の文様に感銘を受けて
います。それは光、協和、永遠なる
動きと生命力を象徴し、身に着ける
人の世代にご利益・ご加護をもたら
します

万円以下

E. JEWELRY HK LTD.

GIRTS CIRULIS JEWELLERY DESIGN
K18 イエローゴールドのイヤリング : ルビー 3.2ct、ダイヤ
モンド 0.47ct とマンモス牙。

This butterfly necklace has used
different materials to convey their
graceful ﬂight and inﬁnite hues.

〜 5 万円

EMIL WEIS OPALS KG

オーストラリア

Beautiful Australian Boulder Opal and
necklaces

〜 300 万円

DONGGUAN TIANSHENG JEWELRY CO.,LTD

カテゴリー： オパール

REAL GEMS CO., LTD.
カテゴリー： ルビー

Hong Kong Gem and jewelery fair

香港

代理店求む

We have Burma Ruby, Kashmir
Sapphire and Colombian Emerald.

価格帯：上代 300

カテゴリー： サファイア

カテゴリー： 翡翠

価格帯：下代 10

スリランカ

SAM CARBONE OPALS
カテゴリー： オパール

We offer Blue Saphire, Spinel, Ruby,
Garnet and diﬀerent other gemstones
of Sri Lankan origin.

Black, Boulder and Light Opal and
Opal Jewellery in platinum, gold and
silver.

TAKA JEWELLERY PTE. LTD.
カテゴリー： エメラルド

価格帯：下代 1

シンガポール

TGL GROUP
カテゴリー： エメラルド

カラーストーンジュエリー

MICROSET EARRINGS IN PRECISION CUT EMERALDS

With over 5 carat of emerald, this
delicate 18K yellow gold emerald ring
radiates a sense of class and status.

STUNNING EAR RINGS IN MICROSET
EARRINGS

〜 30 万円

Y & R GEMS
カテゴリー： ルビー

K-18 YG RUBY HIGHEST QUALITY
RING .ELEGANT, CLASSY AND SO VERY
LUXURIOUS, THEY GENTLY REMIND
OF POWER AND CONFIDENCE.

価格帯：下代 300
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日本

代理店求む

カテゴリー： カラーストーン全般

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。

日本

南洋ゴールドカラーパールネックレス・リング・イヤリン
グ

価格帯：上代 300

インド

代理店求む

カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 5

日本

代理店求む

南洋真珠

価格帯：下代 30

〜 10 万円

( 株 ) アルファタジマ
南洋ゴールド真珠

価格帯：上代 30

〜 100 万円

マレーシア

EK Pearl( 株 )

代理店求む

あこや真珠 10mm ネックレス

K18 アコヤ貫通ペンダント

10mm を超えるあこや真珠のネック
レスです。 良質で希少価値の高い真
珠です。

質のいいアコヤパールを使った貫通
ペンダントです。 チェーンも太め、
細めをお選びいただけます

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 30

日本

カテゴリー： 南洋真珠素材

希少性のある 17mm 以上の南洋真珠
とダイヤモンドの華やかさで存在感
のあるネックレス＆リング。日常を
非凡なオーラで輝かせる究極のエレ
ガンスジュエリー。

〜 100 万円

カテゴリー： あこや真珠素材

日本

カテゴリー： 南洋真珠素材

カタチや色は様々ですが、照り ( 輝
き ) にはこだわって取り揃えていま
す。ゴールドのネックレス、ルース
が充実しております。

万円以上

アミットトレーディング ( 株 )

アサミパール
パールルース

ハイクオリティーな南洋白蝶真珠を
多数ご用意しております。世界の
パールムーブメントを日本へお届し
ます。

Cambolite は 40 億年前の世界で最も
古い宝石です。 National Geography
の記事でサポートされています。
https://www.nationalgeographic.
com/science/2018/09/news-earthrocks-sediment-ﬁrst-life-zircon/

価格帯：下代 1

カテゴリー： 南洋真珠素材

最上級の色・光沢の南洋ゴールドカ
ラーパールを使い、金製品の硬さを
感じさせない、柔らかで上品なデザ
インのネックレス・リング・イヤリ
ングの 3 点セットとなります。

〜 100 万円

YES HAJAA GEMS CO.

ASAHI PEARL

〜 100 万円

日本

〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

五十鈴 MSJ( 株 )

日本

カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：下代 1

パールジュエリー・素材

k18 ring with 7ct ruby van cleef & arpels brand ring

価格帯：上代 30

代理店求む

天女、花珠を中心とした、弊社オリ
ジナルブランド「月虹コレクション」
を日本で初めてお披露目いたしま
す。希少性の高い、高品質なアコヤ
真珠、そして南洋真珠を贅沢に使っ
た、パール製品を是非、ご覧になっ
てください。

価格帯：上代 30

価格帯：

〜 5 万円

Emerald Diamond Ring 18K

価格帯：上代 10

ػ٦ُٕٔؒآ٦٥稆勞

オーストラリア

日本

カテゴリー： あこや真珠素材

パール製品

〜 30 万円

Black, Boulder, Light Opal and Opal Jewellery in platinum,
gold and silver

〜 100 万円

( 株 ) 赤坂ユニベイス
カテゴリー： 4̲ パールジュエリー・素材

18K PINK GOLD PURPLE JADE, AMETHYST AND DIAMOND
NECKLACE

Saphire

価格帯：上代 30

香港

18K Pink Gold Purple Jade, Amethyst
and Diamond Necklace with high
good quality and ﬁnest workmanship.
Elegant and classy, it gently reminds
beauty, power and conﬁdence.

万円以上

RUWANPURA GEMS PVT. LTD.

RITIKA RAAJ JEWELERS LTD.

〜 5 万円
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( 有 ) イソワインターナショナル
カテゴリー： 南洋真珠素材

日本

代理店求む

南洋真珠
個性豊かな真珠をぜいたくに使用し
たネクレスを多数用意いたしまし
た。

価格帯：下代 30

〜 100 万円

( 株 ) 宇土真珠
カテゴリー： 南洋真珠素材

今啓パール ( 株 )
カテゴリー： あこや真珠素材

( 株 ) 大久保商会
カテゴリー： 南洋真珠素材

日本

( 株 ) 大阪真珠

SV 南洋真珠ブローチペンダントダイヤ入り

パールジュエリー全般

あこや真珠専門店なので、各価格帯
を各サイズ ご用意しております。 近
年ではアジア全般での人気も出てい
ます。 是非ご覧ください。

シルバー台に照りの良い大振りな南
洋真珠をのせた和風デザインジュエ
リーです。枠には和紙の文様を表現
したオリジナルデザインのジュエ
リーです。

ペンダント・リング・デザインネッ
クレス・ピアス等、美しいパールを
使用した多種多様な製品を展開しま
す。

〜 10 万円

栄光真珠 ( 株 )
カテゴリー： 白蝶真珠素材

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

大田真珠
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) 大月真珠

白蝶ネックレス

南洋真珠デザインネックレス 等

あこや真珠ネックレス

希少価値の高いガラーグラデーショ
ンを使用した新デザインネックレ
ス。 オメガタイプのネックレスは、
身につける人をとても個性的に輝か
せます。 付け外しが簡単なオメガタ
イプにマグネットを用いて、安心感
を増しました。

南洋の白蝶真珠とナチュラルゴール
ドの連を 3 万円〜 500 万円までの価
格で大量に出品いたします。

南洋真珠やあこや真珠など様々な
パール素材を組み合わせたデザイン
ネックレス。今回も流行を取り入れ
た新製品をご用意しております♪

我社は養殖から加工、販売まで一貫
体制を取っています。世界に誇る
「日
本産あこや真珠」の美しさを是非ご
覧ください。

〜 30 万円

エイチ・アイアン齋藤宏子
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

( 株 )MT 商事
カテゴリー： 淡水真珠素材

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

( 有 ) 大ハタパール工業
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

OP トレーディング ( 株 )

淡水パール シェル ムーンストーン ロングネックレス

貴華（キカ）セット

白蝶ネックレス

形の面白いバロックパールをシンプ
ルなデザインで展開します。

淡水パール、シェル、水晶、ムーン
ストーンの白い素材とゴールドの
パーツを使い、透明感溢れる清楚な
装いを感じさせるネックレス

三重ブランドに認定された高品質な
伊勢志摩産真珠を使って作られた
ネックレスとイヤリングのセットで
す。

人気の南洋ゴールド。潤沢な原材料
を使って丁寧に組み上げた連相の優
れたネックレス , 大珠のルース等を
用意しています。

〜 30 万円

エンタープライズパールジェムズ ( 有 )
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 1

日本

万円以下

( 株 ) 大川
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

岡本真珠 ( 株 )
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

奥田真珠貿易 ( 株 )

パールネックレス

パールジュエリー [ 黒蝶真珠素材 ]

様々な価格帯の真珠を取り揃えてお
り、形や色、品質ごとに選別されて
おります

毎年 IJT 恒例、アコヤ NC・EG SET ご
用意しております。

当社は神秘的な輝きの真珠製品にこ
だわっています。

色照りがよく傷も少ないピーコック
グリーンのタヒチ産黒蝶真珠のネッ
クレスをお求めやすい価格で提供い
たします。
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価格帯：下代 1

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 10

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 10

パールジュエリー・素材

パールジュエリー・素材

あこや CH

〜 100 万円

日本

カテゴリー： 黒蝶真珠素材

南洋真珠ルース

価格帯：下代 30

日本

カテゴリー： 南洋真珠素材

パールネックレス

価格帯：上代 10

日本

カテゴリー： あこや真珠素材

オメガ U マクネット

価格帯：下代 10

日本

カテゴリー： 南洋真珠素材

あこや真珠全般

価格帯：下代 5

日本

日本

〜 30 万円
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OKKO 真珠 ( 株 )
カテゴリー： 南洋真珠素材

日本

覚田真珠 ( 株 )
カテゴリー： あこや真珠素材

日本

( 株 ) コトブキ商会
カテゴリー： あこや真珠素材

日本

( 有 ) コンチネンタル

ラベンダーパール「ルフレシオン」

アコヤ真珠

K18 パール ピアス

Akoya half drilled loose pearls 8.5-9mm

ホワイト、ブラック、グレー、ショ
コラ、ピスタチオに続く新しいカ
ラーラベンダーパール「ルフレシオ
ン」日本人にとって一番高貴な色「紫
色」をアコヤ真珠、南洋真珠に施し
ました。おしゃれでも慶弔用でも使
える新しい真珠です。

高品質のアコヤ片穴、ネックレス取
り預かっております。

シャープなデザインのゴールドにア
コヤパールをアクセントにして、女
性らしさを加えたピアス。幅広い世
代の方々におすすめできる商品と
なっております。

Stunning half drilled cultured pearls
8.5-9mm

価格帯：下代 1

〜 5 万円

価格帯：上代 10

〜 30 万円

金子真珠 ( 株 )
カテゴリー： あこや真珠素材

カテゴリー： 南洋真珠素材

カラー・グラジュエーション・ネックレス

日本

代理店求む

南洋の白蝶、黒蝶真珠の色の特性を
最大限に生かした 配色が特徴の「カ
ラー・グラジュエーション・ネック
レス」
、特に ロングサイズのものは、
貴社のお客様の見に留まること間違
いありません。

価格帯：下代 10

〜 30 万円

ケイズトレーディング
カテゴリー： 南洋真珠素材

コンチネンタルパール ( 有 )
カテゴリー： 黒蝶真珠素材

AAA Tahiti Round 8-11mm

ネックレス・ルースとも、幅広い価
格帯でご用意しています。

High quality Tahitian Pearls.

〜 10 万円

( 株 ) 桑山 (Pearl section)
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：下代 1

日本

価格帯：下代 30

日本

代理店求む

カテゴリー： ケシ真珠素材

( 株 ) 近藤
コンクパール

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

サカイトレーディング ( 株 )

K18 白蝶ケシパール リング

PT コンクパール / ダイヤモンドネックレス

お客様のニーズにお応えできるよう
に高品質の花珠真珠をはじめ、様々
な品質、価格の商材を多数準備して
おります。

希少価値の高い白蝶ケシパールを贅
沢に使用したリング。女性らしい柔
らかな光沢は世代を超えて愛されま
す。

数々のハイジュエリーを既にお持ち
の方にも自信を持っておすすめでき
る サカイトレーディング最高クラ
スのコレクションの内の 1 つでござ
います。 希少なコンクパールを、た
だ希少なだけではない「ハイセンス
な」デザインでご堪能下さい。

〜 30 万円

( 株 ) ケー・ジェー・エム
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 株 ) 三和真珠
カテゴリー： 黒蝶真珠素材

価格帯：上代 300

日本

( 株 ) ジェムインターナショナル

南洋真珠の希少価値のあるルースや
アコヤ真珠（無調色）を多数取扱っ
ております。 是非、お立ち寄りくだ
さい。

日本が誇るアコヤ真珠の、最高クラ
スの品質である、オーロラ天女で、
9.5-10MM と希少性の高いサイズを
ご用意しました。高品質ならではの、
キメの細かい真珠層と光沢を是非、
ご覧下さい。

真珠科学研究所のピーコック鑑別書
付の高品質な黒蝶真珠チョーカーで
す。

上質なアコヤ真珠とダイヤモンドを
リズミカルに散りばめた、上品で華
やかなシリーズです。
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※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 5

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 30

パールジュエリー・素材

パールジュエリー・素材

月華（ゲッカ）

〜 100 万円

日本

カテゴリー： あこや真珠素材

黒蝶真珠チョーカー

価格帯：下代 30

代理店求む

万円以上

アコヤ真珠オーロラ天女 9．5 − 10MM ネックレス

〜 5 万円

日本

カテゴリー： コンク真珠素材

南洋真珠ネックレス・ルース

価格帯：下代 1

日本

カテゴリー： コンク真珠素材

カリブ海で産出される希少な天然真
珠「コンクパール」を現地で直接買
い付けしております。サイズ、
形、
色、
フレーム模様の違い、展示会限定の
スペシャルプライスから最高級品質
まで。ここまでの品揃え、そうはご
ざいません。是非お立ち寄りくださ
いませ。

万円以下

( 株 ) サイキ宝飾

〜 100 万円

あこや真珠ネックレス、あこや真珠ルース

価格帯：上代 10

日本

日本

〜 5 万円

あこや真珠

価格帯：下代 5

( 株 ) クリエートジェムインターナショナル

価格帯：下代 1

日本

カテゴリー： あこや真珠素材

〜 100 万円

IJT 2019 Guide Book

59

( 株 ) ジェムクレール
カテゴリー： コンク真珠素材

日本

( 株 ) 芝真珠
カテゴリー： 南洋真珠素材

日本

( 有 ) スダマ
カテゴリー： 南洋真珠素材

日本

( 株 ) スピカ SPICA

K18WG コンクパール・ダイアモンドネックレス

K18 南洋パールネックレス

カットパールキャッチ

無調色マルチカラーネックレス

希少価値の高いコンクパールを贅沢
に配置した華やかでエレガントな
ネックレス。コンクパールの周りを
彩るダイアモンドの輝きが美しいピ
ンク色をより一層引き立てていま
す。大人の女性にふさわしい上品な
格のあるネックレスです。

上質な南洋真珠とアコヤ真珠を使っ
たダイヤ入り K18 ネックレス。全長
約 70cm、人気商品です。

白蝶真珠、黒蝶真珠の光沢のあるも
のをダイヤカットすることによっ
て、より輝きを導き出した商品です。

7 ミリ以下のあこや真珠を取り扱っ
ており、厚まき真珠特有の濃い色目
や、鏡のようなテリ、無調色を得意
としております。

価格帯：上代 300

万円以上

志摩パールクラブ
カテゴリー： 白蝶真珠素材

価格帯：下代 30

日本

〜 100 万円

シミズジュエリー ( 株 )
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 株 ) 清美堂真珠
カテゴリー： 黒蝶真珠素材

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) 誠和堂

K18WG アコヤパール 南洋パール ネックレス

ネックレス、ルース

コンクパールネックレス セット

白蝶真珠ネックレス。品質の高い特
選真珠からコマーシャルラインまで
様々な品質を用意いたします。

規則正しく並んだアコヤパールとセ
ンターの南洋パールとの対比が美し
いネックレスです。センターの南洋
パールは取り外しが可能で、違った
表情を楽しむことができます。

当社が独自の厳しい基準で選び抜い
た品質と、美しい天然の色を持った
真珠を贅沢に使用したネックレスを
ご用意。また、ピーコックカラーは
もちろんのこと、黒蝶真珠ならでは
の色彩にあふれたルースもお見逃し
なく。

30 カラットのコンクパールを中心に
セットしました。

〜 10 万円

( 株 ) ジュエリーオザワ
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

( 有 ) ジュエル・ハヤカワ
カテゴリー： マベ真珠素材

価格帯：上代 100

日本

〜 300 万円

( 株 ) セザキ真珠
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：下代 100

日本

〜 300 万円

( 株 ) 大柏

K18Pt900 マベパール象嵌ペンダント

パールピアス・イヤリング

コンクパールジュエリー

上品な光沢感を漂わせる南洋真珠。
その魅力は世代を超えて愛され続け
ています。

希少価値の高い 22㎜のマベパール
を当社の技術を駆使した K18Pt900
の地金をシェルに象嵌してダイアで
飾ったペンダントです。

上質パールを使って作成したピア
ス・イヤリング。

希少価値の高いコンクパールを、幅
広いファッション・年齢層に合う多
様なデザイン展開でご提案しており
ます。

〜 30 万円

( 有 ) 真優
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：上代 100

日本

〜 300 万円

( 株 ) スズキ工芸
カテゴリー： マベ真珠素材

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 有 ) 大和宝飾
カテゴリー： あこや真珠素材

ジュネスク マベパール ペンダント ブローチ

アコヤネックレス

ナチュラルブルーのアコヤパール、
8.0-8.5mm 珠を 13 粒使用したステー
ションネックレス。 K18WG 製の長
さ調節機能付チェーンを使用してお
り、58cm から 80cm までの調節が
可能です。

マベパールの中でも最高品質の
パールを厳選し、トップクラスの
技術・素材を余すことなく施した
JEWNESQUE ペ ン ダ ン ト。 太 陽 の
輝きと称されるほど強く美しいマベ
パールの輝きとダイヤモンドの煌き
が、華やかかつ上品に胸元を飾りま
す。

国内外からのお客様からも根強い人
気のアコヤ真珠。アコヤ特有の自
然な色合いの商品・商材を是非弊社
ブースにてご覧下さい。

価格帯：下代 1
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価格帯：上代 100

〜 300 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 1

代理店求む

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 30 万円

( 株 ) タカハシパール

日本

カテゴリー： あこや真珠素材

アコヤ真珠チョーカー , ルース

パールジュエリー・素材

パールジュエリー・素材

ナチュラルブルーアコヤパール ステーションネックレス

価格帯：下代 10

日本

日本

カテゴリー： コンク真珠素材

南洋真珠各種

価格帯：下代 10

日本

カテゴリー： コンク真珠素材

白蝶真珠ネックレス

価格帯：下代 5

日本

カテゴリー： あこや真珠素材

自社加工のアコヤ真珠ネックレス ,
ルース各サイズを幅広い価格帯で準
備いたしております。

価格帯：下代 5

〜 10 万円

IJT 2019 Guide Book

61

( 株 ) 田中真珠
カテゴリー： あこや真珠素材

日本

( 株 ) 田辺真珠養殖場
カテゴリー： あこや真珠素材

日本

( 有 ) 日本太陽貿易商会
カテゴリー： あこや真珠素材

あこや真珠素材

パールネックレス パールルース

Southsea Pearls (Loose Pearls)

高品質な素材からお求め易い価格の
物まで、幅広い商材にてご対応させ
て頂きます。

各サイズ花珠の花珠からお買い求め
やすい価格帯のネックレス、ルース、
ナチュラルカラーのバロックまで取
り揃えております。

NICE PEARLS

価格帯：下代 10

〜 30 万円

( 株 )T.P.C
カテゴリー： あこや真珠素材

アコヤ連、ルース

価格帯：下代 5

日本

代理店求む

キズ少ないテリ重視したアコヤ素材
です。

価格帯：下代 5

カテゴリー： 白蝶真珠素材

( 株 ) テリ
カテゴリー： 南洋真珠素材

インナーシャイン ネックレス

価格帯：下代 1

日本

代理店求む

真珠と切子水晶が織りなす美しさは
他にはない魅力と輝きを放ちます。
惑星を思わせるような立体的モダン
デザイン。艶のあるローズゴールド、
明るいイエローゴールド、クールな
ホワイトゴールドの金属が、揺れる
たび光の加減で様々な表情を見せて
くれます。

〜 10 万円

東京真珠 ( 株 )

〜 10 万円

価格帯：下代 100

日本

〜 300 万円

( 株 ) 中込宝飾
カテゴリー： あこや真珠素材

万円以下

カテゴリー： 南洋真珠素材

〜 10 万円

パール工房イズム
カテゴリー： あこや真珠素材

パールとダイヤを贅沢にあしらった
ボリューム溢れるブローチです。

様々なパールと地金パーツを組み合
わせたカジュアルなデザインネック
レスを中心に出品いたします。 当社
専属のデザイン担当が自由きままに
制作しております。

( 有 ) ナガフジ真珠
カテゴリー： 南洋真珠素材

日本

( 株 ) 南洋真珠ジャパン
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 1

日本

日本

〜 10 万円

パールエキスポーティングカンパニー
カテゴリー： ケシ真珠素材

#Millenials#Japanesekeshi#Seedpearl
s#18k #Akoyakeshi#new brand#selec
tedstores#diamond#ruby#sapphire#
emerald

色が濃くてテリの良いナチュラル金
色連とルース。連想にこだわった
質の高いネックレスを是非ご覧下さ
い。

〜 100 万円

価格帯：下代 5

今の時代にマッチした南洋・アコヤ
パールジュエリー、お客様のニーズ
をご満足させる商品を多数揃えてお
ります。

オリジナルデザインネックレス

価格帯：下代 30

あこや真珠 ファンシーマルチカラーネックレス

Japaese Akoya Keshi pearls with diamonds in 18k gold

あこや真珠のブローチ

〜 100 万円

日本

カテゴリー： あこや真珠素材

南洋・日本真珠ジュエリー ( パールネックレス・イヤリン
グ・ペンダント・リング他 )

白蝶真珠 金色連

価格帯：下代 30

代理店求む

真珠大好き fromsea

当店のオリジナル手作り商品です。
このネックレスを作るには 驚くほど
大量の材料が必要になります。毎年
少しずつ集めていき 数年後にやっと
数本が出来上がります これは根性と
道楽性が無いと作れないネックレス
なのです もの凄くキレイです

( 有 ) パールウェイ・トレイディング

価格帯：下代 5

日本

日本

価格帯：上代 5

日本

カテゴリー： 南洋真珠素材

〜 10 万円

( 有 ) パールジュエリーいとう

日本

カテゴリー： 南洋真珠素材

アコヤ真珠ネックレス・南洋黒蝶真珠ネックレス・南洋白
蝶ネックレス
国内特許習得済。弊社オリジナルで
独創性の高い商品で、今までにはな
いデイリーに使用できる真珠製品。

〜 5 万円

パールス ジュエルス エキスポート

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) パールハウス

日本

カテゴリー： 南洋真珠素材

パールデザインネックレス

Golden Loose Pearls

マルチカラーグラデーションロングネックレス

カジュアルなネックレス、ペンダン
ト及びリングなどに使用される素材
を豊富に準備しています。

南洋真珠の珠をつなぐのは、ダイヤ
モンドの輝きを模した 18 金ホワイ
トゴールドの 3 本のライン。立体的
なボリューム感を、重くなり過ぎな
い繊細で柔らかい印象の地金で彩っ
た、ユニークでエレガントなデザイ
ンネックレス。

We carry natural golden loose pearls

[ 種類 ] 黒蝶真珠 & グレー加工あこ
や真珠 [ サイズ ] 黒蝶真珠 : 8~11mm
以上・ あこや真珠 : 3~8mm [ 長さ ]
31inchs (80cm)
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価格帯：上代 30

〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 1

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 10

パールジュエリー・素材

パールジュエリー・素材

南洋真珠、黒蝶真珠

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円
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( 株 ) パールファーイースト
カテゴリー： 白蝶真珠素材

日本

パールプランナー
カテゴリー： 黒蝶真珠素材

日本

BIZ 島田節子
カテゴリー： 南洋真珠素材

日本

( 有 ) ヒナタトレーディング

代理店求む

ケシパール

SV 黒蝶パールペンダント

南洋バロックパール リング

連、ルース

「ここにしかないパール素材」

11mm の黒蝶パールの魅力を、煌
びやかなキュービックジルコニアで
さらに引き立てるデザインペンダン
トです。

ゴールデンと白の南洋バロックの間
にハート形のグリーンガーネットが
セットされたおしゃれリング

タヒチバロック、サークル等

価格帯：下代 1

万円以下

( 有 ) 長谷川パールトレーディング
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 1

日本

万円以下

( 有 ) 花井真珠
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) 平野貿易
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 1

日本

日本

カテゴリー： 黒蝶真珠素材

〜 5 万円

( 有 ) フィオレ

日本

カテゴリー： ケシ真珠素材

南洋 , タヒチ真珠

アコヤナチュラルベビーネックレス

18 金 形状記憶 スタイルメモリージュエリー

パールネックレス / ピアス、イヤリングセット

輝き、照り、色目が最高に贅沢

希少なアコヤのナチュラルベビー
ネックレスです。一本でも二連、三
連でも使いやすく、様々な用途の素
材としても適しています。

パールと煌めく 18 金のパーツを形
状記憶ワイヤーで組み上げたネック
レス・ブレスレット・リングです。
特別に作られたパーツを形状記憶ワ
イヤーで組み上げることにより、し
なやかな着け心地と伱間が空くこと
なく理想的な形をキープできるよう
になっています。

希少性の高いケシパールを贅沢に使
用したネックレスです。世界中のお
客様から注目されています。

価格帯：下代 1

万円以下

パルジェ ( 株 )
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 株 ) バルデビジュー
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

( 株 )FORTE
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：上代 300

日本

万円以上

ヘンミプロダクツ

白蝶真珠リング

パールネックレス

デザインパール

パールジュエリー

大珠の白蝶真珠を使ったリング。ま
るで花火のようにダイヤを取り巻き
ました。 大変迫力があるリングで
す。

希少価値の高いナチュラルパールを
贅沢に使用したネックレス。 女性ら
しい柔らかな光沢は世代を超えて愛
されます。

カービングした真珠に純金粒と漆で
鮮やかな和の色彩を表現しました。
真珠層の表面に特殊加工を行う事で
表面張力アップと経年劣化を防ぐ新
技術。

New design

価格帯：上代 100

〜 300 万円

( 株 ) ピーアンドジェイ
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：下代 1

日本

万円以下

( 有 )P・J 中村インターナショナル
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) 鵬清
カテゴリー： 黒蝶真珠素材

価格帯：下代 1

日本

日本

カテゴリー： あこや真珠素材

代理店求む

〜 5 万円

( 有 ) 美貴

日本

カテゴリー： あこや真珠素材

南洋ケシ

黒蝶真珠ネックレス素材、ルース。

オーロラ天女、真多麻、クイーン、彩雲、

上品な印象のパールのロングネック
レス。フォーマルからデイリーまで、
女性らしい柔らかなデザインが弊社
の魅力です。

希少な南洋ケシルース。大粒の商材
は軟 X 線にて確認しております

黒蝶真珠ネックレス素材、ルース。

あこやネックレス鑑別付きを多くご
準備しています。

価格帯：下代 5
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価格帯：下代 1

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 10

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 10

パールジュエリー・素材

パールジュエリー・素材

あこやデザインネックレス、黒蝶白蝶デザインネックレス

〜 30 万円
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( 有 ) ミサキトレーディング
カテゴリー： あこや真珠素材

アコヤネックレス、ルーズ、天女、花珠

日本

美珠パール ( 株 )

代理店求む

手編みネックレス

希少価値の高い天女、花珠、を多数
取り揃えております。

カテゴリー： 淡水真珠素材

( 有 ) ロイヤルトレイディング

日本

宝石・貴金属市場年鑑
2018 年版

長年の技術を駆使して、美しい仕上
げのネックレスをご用意いたしま
す。

日本

カテゴリー： 南洋真珠素材

南洋真珠
南洋真珠の製品を中心に真珠製品を
幅広く取り揃えております。

＜市場分析編＞＜卸・メーカー編＞＜小売編＞

KWWSVZZZ\DQRFRMS
価格帯：下代 1

〜 5 万円

みつしま真珠
カテゴリー： 黒蝶真珠素材

価格帯：上代 5

日本

〜 10 万円

( 株 ) 三原真珠
カテゴリー： コンク真珠素材

価格帯：上代 5

日本

( 株 ) ワイ、エー、ワイ
カテゴリー： 南洋真珠素材

日本

〜 10 万円

( 株 )YT ジェムコ

黒蝶真珠ネックレス

コンクパールジュエリー

パールペンダント

パールツイストネックレス

ピーコックカラーのキズが少ない美
しいネックレスです。

希少なコンクパールジュエリーを
リーズナブルな価格設定にてご提供
致します。

希少価値の高いゴールデンパール
と、ダイアモンドを贅沢に使用した
ペンダント。

淡水パールにデザインを加えまし
た。 ネックレス・ブレスレットの
セットです。マグネットにて簡単着
脱。20 点以上の購入で大特価に致し
ます。

価格帯：下代 10

〜 30 万円

( 株 ) 明星宝飾
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

( 有 ) 山際
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

AQUA PEARL LTD.
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 1

香港

万円以下

COLPO & ZILIO SPA
カテゴリー： あこや真珠素材

K18 デザインリング

南洋・タヒチネックレス、ルース

South Sea Pearl Neckace

Pearl bracelet with 18 kt clasp

希少価値の高い大粒で高品質な真珠
を留めた K18 リング。 その他デザ
イン性の高い様々な製品や空枠を、
多数ご用意致しております。

各種限定数の 1 万円〜 10 万円均一
の超特価ネックレス、 1 ピース 800
円からの各種ルースなど どれも展
示会期間中だけの特別価格でサイ
ズ・バリエーションともに多数取り
揃えております。

South Sea Pearl Neckace

Akoya pearl bracelet with clasp in
18kt white gold.

価格帯：下代 10

〜 30 万円

( 株 ) ユニオン真珠
カテゴリー： 南洋真珠素材

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

ラパールドリエント ( 株 )
カテゴリー： あこや真珠素材

ペルジオーネエテルノコレクション

南洋真珠の大珠を上品に組み上げた
ネックレスです

新感覚パールジュエリー エテルノ
コレクション ディ ペルラのベビー
パールは直径 2.5 〜 4mm のアコヤ
パール。個性と上質感あふれる最高
品質で作り上げている商品。おしゃ
れ感度の高いパールジュエリー。

価格帯：下代 30
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〜 100 万円
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価格帯：上代 10

〜 30 万円

日本

CROWN IMPEX

代理店求む

South Sea Pearls

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：上代 1

日本

代理店求む

Beautiful South Sea Pearls

価格帯：下代 1

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

イタリア

〜 5 万円

FOOK YUE PEARL CO., LTD.

香港

カテゴリー： 南洋真珠素材

Southsea pearls

代理店求む

Top quality White Southsea Pearls

価格帯：下代 300

万円以上
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パールジュエリー・素材

パールジュエリー・素材

白蝶真珠ネックレス

価格帯：上代 10

日本

カテゴリー： 淡水真珠素材

ZHANGJIAGANG CITY DAKING JEWELLERY CO., LTD.
カテゴリー： 淡水真珠素材

代理店求む

Stunning pearl set with highest
quality pearls. Elegant, classy and so
very luxurious, they gently remind of
beauty, power and conﬁdence.

価格帯：下代 1

ZHUJI MINGFANG JEWELLERY CO., LTD.
カテゴリー： 淡水真珠素材

Candy colour pearl necklace

中国

代理店求む

Stunning pearl necklaces with highest
quality pearls. Elegant, classy and so
very luxurious, they gently remind of
beauty, power and conﬁdence.

万円以下

価格帯：下代 1

万円以下

( 株 )R & L ネパール
カテゴリー： K24

カテゴリー： 5̲ 地金を使ったジュエリー

ネパール

カテゴリー： K24

日本

日本

井嶋金銀工業 ( 株 )

GOLD JEWELRY

純金ミラーボールネックレス

ユニークなデザインのジュエリーや
コスチュームジュエリーを販売して
います。 是非、弊社のブースへお越
し下さい。

純金を使用してミラーボールを作
り、胸元でグラーディションに輝く
ように配置しました。贅沢な輝きを
お手軽にお楽しみ頂けます。

〜 100 万円

( 株 ) ウイロー
カテゴリー： K18

価格帯：上代 1

日本

〜 5 万円

エニー ( 株 )
JOOB Pt900

Tibetan antique dzi beads with 24 K
gold.

様々なモチーフの可愛いペンダント
トップやチャームなどとチェーンな
どを組み合わせる事ができるアイテ
ムとなります。

変形や傷などに強く、従来プラチナ
の約 3 倍の硬さ (Hv260) を実現。硬
度がありながらも加工性に優れ、従
来のプラチナの美しい輝きはそのま
まに、繊細で美しいデザインの商品
作りが可能に。 独自の金属配合によ
り実現した高品質プラチナ合金。

( 株 ) アプレ
カテゴリー： K18

価格帯：下代 1

日本

万円以下

EVA STONE
カテゴリー： シルバージュエリー

価格帯：下代 1

日本

( 株 ) オーロラ

シルバーアクセサリー

デザインネックレス各種

K24 のコインを使用したペンダント
＆リングをご用意しました。 ドッ
グ、キャット、フェニックス等がご
ざいます。

今人気のコインジュエリーや喜平等
の地金製品をリユースならではの価
格で多数ご用意しております。

ポーランド伝統の技法によって製作
されたシルバーコレクション

多種多様なパーツを使用しゴージャ
スな仕上げのラインナップです。地
金のみとは思えない輝きやボリュー
ム感を是非ご覧ください。お客様の
目に留まる製品が必ず 1 点はあるは
ずです。

アルバートジュエリー ( 有 )
カテゴリー： K18

価格帯：下代 10

香港

〜 30 万円

( 株 ) 安藤製作所
カテゴリー： K18

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 株 )KOMEHYO
カテゴリー： K18

価格帯：下代 10

日本

日本

カテゴリー： K18

喜平、コインジュエリー

〜 5 万円

代理店求む

〜 5 万円

K24 コイン ペンダント・リング

価格帯：下代 1

日本

カテゴリー： プラチナジュエリー

K18 ジュエリー / パーツ

〜 300 万円

日本

カテゴリー： K24

24 K gold with dzi

価格帯：上代 100

( 株 ) アサヒジュエリー

カテゴリー： K18

価格帯：上代 30

㖑ꆃ⢪ُٔؒآ٦

価格帯：

E's Empire( 株 )

地金を使ったジュエリー

地金を使ったジュエリー

High quality freshwater pearl

中国

〜 30 万円

サソンコ

ロシア

カテゴリー： シルバージュエリー

パールジュエリー・素材

K18 ブローチ（ダイヤ、ルビー、サファイア）

ミラーボール フリーバングル

ラグジュアリージュエリー・ウォッチ

ブローチ / ペンダント。銀メッキ 22 金、エナメル

華やかで気品のあるアクセサリーで
ある。

ダイヤモンドカットを施しましたキ
ラキラパーツを用いて形状記憶ワイ
ヤーを使う事によりサイズフリーを
実現致しました。

各所ブランドジュエリーをご用意し
ております。

独 特 で 神 秘 的 な コ レ ク シ ョ ン、
Aquatic Warriors は、 世 界 的 に 有 名
なアーティスト、ミハエル・シュミ
アキンと共同製作されました。

価格帯：下代 10
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〜 30 万円
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価格帯：上代 5

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 100

〜 300 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 10

代理店求む

〜 30 万円
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( 株 ) サン・シャレーヌ / トリプル・エー /SC GOLD
カテゴリー： K18

日本

( 株 )GEMOPIA・JAPAN
カテゴリー： K18

日本

( 株 ) 日欧貿易
カテゴリー： シルバージュエリー

ゴールドジュエリー

シルバージュエリー

「ダイヤモンドを超える輝き」を
コ ン セ プ ト に 作 り 上 げ た JEI・
SPARKLE( ジェイ・スパークル ) の最
新作は、見る方向により色を変える
IP( イオンプレーティング ) の新色が
登場です。

レーザーカットを駆使して製作され
た精密で光沢溢れるパーツを使いオ
リジナルデザインピアス等を紹介さ
せていただきます。品質とお求めや
すい価格の両方を実現させました。
ぜひブースで、その品質をお確かめ
下さい。

ヨーロッパを中心に 600 店舗以上で
扱 わ れ て い る「FRABOSO」 イ タ リ
アならではのデザイン性とボリュー
ム感を兼ねそろえたシルバージュエ
リー

価格帯：下代 5

〜 10 万円

( 株 ) ジュエリー HARU
カテゴリー： K18

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 株 ) ジュエリープロジェクト長沢
カテゴリー： プラチナジュエリー

価格帯：上代 1

日本

代理店求む

カテゴリー： K18

リング

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 有 ) ハリーレイソン / リングシティ

シニアリング

K22 リング

リングシティ

ダイヤ、色石、地金商品などのピア
スをデザイン豊富に取り揃えており
ます。 今回は海外からの新商品も出
品致します。

シニア世代ジュエリーの提案 指の
関節太り、リューマチ、加齢等で指
輪をつけられないという悩みが解決
できるリングを考案しました。オー
ダーで受注承ります。 実用新案登録
登録第 3218006 号

K22 を使い古代ローマンモチーフを
現代のデザインでリングやペンダン
トを作りました。

アメリカから発信する RingCity は長
年日本のお客様に斬新なデザインと
オリジナリティ、身に付ける Ring
の楽しさを提案しています。

〜 5 万円

( 株 ) トーキ
カテゴリー： K18

価格帯：下代 10

日本

ピアス、ペンダント、ネックレス、ブレスレット、リング、
バングル
イタリアンジュエリーの新作をいち
早くご紹介いたします。 洗練された
デザインは 消費者の方の目をひくこ
と間違いありません。

価格帯：下代 1

〜 5 万円

( 株 ) ナガホリ
カテゴリー： K18

中川装身具工業 ( 株 )
カテゴリー： K18

日本

( 株 ) ピーシーウェーブ

熟練した職人が手作業で仕上げた、
ボリューム感ある立体的なネックレ
ス。輝きのコントラストも美しい商
品です。

〜 100 万円

( 株 ) 並木製作所
カテゴリー： K18

価格帯：下代 1

価格帯：上代 30

日本

代理店求む

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 100 万円

( 株 ) 樋口
カテゴリー： K24

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

輝皇國際貿易公司
Brooches Freshwater Pearls

コインジュエリーは業界でも屈指の
取り揃えとなっております。 年齢問
わずに身に着けられるアイテムだと
思います。

Stunning pearl brooches with highest
quality pearls. Elegant, classy and so
very luxurious, they gently remind of
beauty, power and conﬁdence.

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

香港

カテゴリー： シルバージュエリー

コイン ペンダント

価格帯：下代 5

日本

カテゴリー： K18

豊富なバリエーションで展開するプ
ラチナのデザインネックレス。

マシーンチェーンに長さ調整機能、
ピン、カットを施した日常使いの製
品
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カテゴリー： プラチナジュエリー

万円以下

ネコの顔が連なるネコチェーン。

イヤリングはどうせ落すから、 いい
ものを買うのはもったいない。 イ
ヤーフィットはそんなお悩みを解決
します！

70

ʼHello Me, Platinumʼ by BICO・GHI

価格帯：下代 1

K18 ネックレス

各種マシーンチェーン

〜 10 万円

日本

〜 30 万円

Hello Me, Platinum ハローミー、プラチナ

落ちにくいイヤリング ear・ﬁt

価格帯：上代 5

価格帯：上代 10

ねこチェーン

価格帯：下代 30

日本

〜 30 万円

日本

カテゴリー： シルバージュエリー

K18 ゴールドジュエリー

価格帯：上代 1

日本

カテゴリー： K18

シンプルなデザイン Pt900 有り

〜 5 万円

ばすらばすら

能勢（ノセ工房）

地金を使ったジュエリー

地金を使ったジュエリー

ジェイスパークル

日本

価格帯：上代 1

代理店求む

万円以下

IJT 2019 Guide Book

71

( 株 ) ふれんど
カテゴリー： K18

日本

( 株 ) ベネフィットジャパン
カテゴリー： K18

日本

CEVHERUN MUCEVHERAT LTD.
カテゴリー： K24

K18 製 デザインロングネックレス

crochet collection

種類、長さ多種多様にご用意してお
ります。欲しい商品が必ず見つかる
はず !

レーザーカッティングを駆使して制
作された精密で光沢溢れるパーツを
使いオリジナルデザインのデザイン
ロングネックレスです。

24k ゴールド手織りコレクション

価格帯：下代 1

〜 5 万円

( 株 ) マリンド
カテゴリー： プラチナジュエリー

プラチナキューゴーマルスタンダードジュエリー

価格帯：下代 1

日本

代理店求む

純度の高いプラチナ 950 を使用した
カジュアルに身に着けやすいジュエ
リーからブライダルや記念日などに
重宝するまさにスタンダードジュエ
リーです

価格帯：上代 10

カテゴリー： K18

( 株 ) 三浦製作所
カテゴリー： K24

2019 年度発行 純金コイン ペンダント

価格帯：下代 5

日本

代理店求む

弊社オリジナルの 2019 年限定発行
の犬のコインをペンダントにしまし
た。2019 の文字が刻まれています
ので結婚、誕生など記念に最適です。
思い出の一品に！！

〜 30 万円

( 株 ) 山森製鎖

〜 5 万円

価格帯：上代 5

日本

カテゴリー： K18

〜 10 万円

EMMEP DISTRIBUZIONE DIAMANTI SRL
カテゴリー： K18

Mia Oro Earrings

価格帯：上代 5

日本

カテゴリー： K18

ゴールドコレクション

エメラルド・琥珀（アンバー）
・翡翠・トルコ石

Necklace in 18kt completely hand made in Italy

K18 ロングネックレス。素材を良さ
を生かしたジュエリーです。 上品
で繊細な輝きは女性のあこがれ。
チェーンとパーツの組み合わせは
様々なアレンジが可能です。

エメラルド・琥珀（アンバー）
・翡翠・
トルコ石を扱っております。 その
他、天然石の 18 金・プラチナ・シ
ルバー 925 のペンダントトップを数
多く取り揃えております。 どうぞお
立ち寄りください。

Style necklace " Thousand oval rings "

価格帯：下代 1

〜 5 万円

ASHOK JEWELS
カテゴリー： その他（K10、K14 など）

インド

代理店求む

IJT2019
Gold and Silver jewellery with
gemstone and diamonds.

価格帯：下代 1
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価格帯：下代 1

万円以下
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〜 5 万円

BYSIMON ITALY LTD.
カテゴリー： シルバージュエリー

Belt necklace and earrings silver 925 with zirconia

価格帯：上代 1

イタリア

代理店求む

Stunning belt necklace and earrings
silver 925 rodhium plated with
highest quality cubic zirconia. Elegant
and rare jewels, they gently remind of
Capri's island. This shining design is
perfect for everyone.

価格帯：上代 1

イタリア

代理店求む

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

カテゴリー： シルバージュエリー

SILVER JEWELRY WITH HIGH QUALITY FINISHING

FANTASIA JEWELLERY LTD.

トルコ

カテゴリー： シルバージュエリー

925 Silver Jewellery with Gem Stones

価格帯：下代 1

イタリア

代理店求む

万円以下

GALEIRAS

ポルトガル

カテゴリー： その他（K10、K14 など）

Mistery Collection - Gold Necklace and Gold Earrings
Mistery Collection - Gold Necklace
and Gold Earrings (8K, 9K, 10K, 14K or
18K).

価格帯：下代 1

ドイツ

代理店求む

2019 Spring Summer Collection.
Giorgio Martello Milano presents the
latest jewelry trends with ﬁnest detail.
Pendant and necklace are made from
finest quality 925 sterling silver and
high quality material. All jewelry
are rhodium-plated and protected
against tarnishing.

価格帯：上代 1

〜 10 万円

VERY UNIQUE DESIGNS WHICH
ARE BEING WORKED ON WITH
OUR COUNTLESS SPECIES AND
OUR LIMITLESS FANTASY POWER,
CONSISTING OF GOLD AND PRECIOUS
S T O N E S A R E C R E AT E D A V E R Y
POWERFUL BOND BETWEEN YOU
FRIENDS AND US IN THE MEANING
OF PLEASURE.

〜 5 万円

GIORGIO MARTELLO MILANO

代理店求む

10K 珠宝

価格帯：下代 5

〜 10 万円

GABRIELSI

台湾

カテゴリー： その他（K10、K14 など）

Going beyond the market standards
and looking for excellent deatail for
clients is alway our goals and vision.

A valuable message enclosed in a
jewel

〜 10 万円

ラゴーブジェムス ( 株 )

代理店求む

DONG LONG JU (D.L.J.) CO., LTD.

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 5 万円

GORIS LTD.
カテゴリー： K18

ポルトガル

GOLD EARRINGS
GOLD EARRINGS(18K)

価格帯：下代 5

〜 10 万円
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地金を使ったジュエリー

地金を使ったジュエリー

マシンチェーン各種

トルコ

INES BARBOSA LTD.
カテゴリー： K18

地金を使ったジュエリー

K18 Necklace with 17 diamonds 0,28k and Akoya pearl |
Essence Collection

ポルトガル

代理店求む

Stunning handcrafted filigree
pendent with diamonds and Akoya
pearl inspired in the Oriental Culture
and Nature. The delicacy and
lightness of the jewel combined with
the contemporary design transpires
uniqueness and beauty.

JUN JEWELRY CORP.
カテゴリー： その他（K10、K14 など）

Brand new designs with wire collection (10K, 14K & 18K
etc)

( 有 ) アートグラス たかつき

韓国

日本

カテゴリー： その他

代理店求む

アートグラス

Brand new collection with wire for
10K,14K & 18K Gold products. Various
fittings are available with CZ, Dia &
color stones etc.

代理店求む

レンズに鮮やかなシルク糸等を手作
業で入れた商品です。シャドーレン
ズカラーで女性の瞳が美しくなりま
す。

ُٔؒآ٦٥➭ך
※ダイヤモンドジュエリー、カラーストーンジュエリー、パールジュエリー、
地金ジュエリー以外のジュエリーと製品を掲載しています

価格帯：下代 5

〜 10 万円

LANGONG JEWELLERY CO., LTD.
カテゴリー： K24

中国

代理店求む

We do a lot of new design of ancient
beads, made of 24K gold 、18K gold.
“zanke” is an art of china，which has
a long-standing history，“zan” means
to chisel in stone or to engrave in
metal，we combine “zan”gold with
Chinese traditional weaving art and
we also have mass manufactured
works.

価格帯：上代 5

カテゴリー： シルバージュエリー

Bali silver accesories

カテゴリー： シルバージュエリー

Dancing Butterﬂy in Sparkle Blue

Medusa Hinged Bracelet with carved details, and 18K gold
eyes

インドネシア

( 同 ) 旭日興業

代理店求む

K18WG 血赤珊瑚ダイヤモンドネックレス

UNIVOX MANUFACTURING CO., LTD.

代理店求む

24K Dog Gold Charm

カテゴリー： K24

価格帯：下代 10

タイ

代理店求む

これは 2.3 グラムの可能な最も軽い
金の重さで見事な 24K ゴールドか
わいい犬の魅力です。私たちのす
べてのゴールドジュエリーは、純度
99.9％の純度を証明しており、ゴー
ルド 999 をスタンピングすることが
できます。

価格帯：下代 1

〜 5 万円
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カテゴリー： アンティークジュエリー / アンティーク関連製品

アンティークビーズ

( 株 ) アビステ

代理店求む

ミケランジェロ

価格帯：下代 10

価格帯：上代 5

日本

代理店求む

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

( 株 ) アベジュエリー

日本

カテゴリー： ブライダルジュエリー

いい夫婦ブライダルシリーズ

価格帯：上代 10

イラン

糸の宝石と呼ばれる、ペルシャ絨毯
シルク 100％、レザイ工房で制作さ
れたお玄関サイズの絨毯です。

価格帯：上代 30

〜 10 万円

エンゲージリングが 11 万円、マリッ
ジリングペアで 11 万円と、どのデ
ザインを組み合わせても合計金額は
同じという、わかりやすさと選びや
すさを兼ね備えた定額制！ いい夫
婦になれますように、という思いが
込められたブライダルリングシリー
ズです。

ペルシャ絨毯 シルク 100％ クム産 レザイ工房 89cm ×
60cm

代理店求む

日本

カテゴリー： その他

こだわりのイタンリアンレザーを
使ってデコラティブにハンドメイド
で作り上げたタイ人デザイナーによ
る革小物です。

アフガニスタン、パキスタンの古代
ロマンあふれるアンティークビーズ
” ローマンガラス ”、” エッジドカー
ネリアン ”、”DZI ビーズ ” など希少
価値の高いビーズを豊富に取り揃え
ています。

カテゴリー： 美術工芸品

万円以下
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アフガンブラザーズ ( 株 )

〜 300 万円

日本

〜 30 万円

( 有 ) アラベスク

香港

925 Silver Ring, Pendant & Earrings
set with highest quality London
Blue Topaz, Swiss Blue Topaz, Blue
Moonstone, Green Tourmaline &
Cubic Zirconia (CZ). The valuable
royal blue mix with classic green give
us luxurious and harmonious feelings.
The beautiful butterﬂies are dancing
in the royal magic garden!

価格帯：下代 1

カテゴリー： 珊瑚

全て製品は女性男性からも支持され
るファッション性を重視したデザイ
ンと、宝飾職人の宝飾技術・職人の
こだわりで完成しました。

〜 5 万円

インドネシア

万円以下

WEISS JEWELLERY CO., LTD.

カテゴリー： シルバージュエリー

価格帯：下代 1

Silver jewelry accesories with stones,
modern and traditional design,
unique and classy

価格帯：上代 1

SAKA JEWELRY

価格帯：上代 100

Beautiful carved medusa bangle
shape into perfection that ﬁts to snug
your arm,with additional detail of 18K
gold eyes. It is suitable for a statement
wear for your special occasions. .

〜 10 万円

SUARDANA SILVER BALI

万円以下

ジュエリー・その他

Langong Jewellery

価格帯：下代 1

〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 30 万円

アンクレア・ジャパン ( 株 )

日本

カテゴリー： デザイナーズジュエリー

イヤードレス

代理店求む

耳のカーブに沿うような曲線でデザ
インされたイヤードレス。耳元に華
やかな印象を与え横顔をより上品に
美しく演出してくれます。

価格帯：上代 30

〜 100 万円
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ANTIQUE VINTAGE MJQ
カテゴリー： アンティークジュエリー / アンティーク関連製品

日本

Antille( 株 )
カテゴリー： ブライダルジュエリー

日本

( 有 ) オーティス
カテゴリー： 珊瑚

日本

( 株 ) 大淵銀器

ローレックス 1960 年代 アンティークジュエリー

アウロア

珊瑚 / ダイヤ リング

銀製 湯沸 耳口打出し

希少価値のある 1 点ものです

グラデーションマリッジリング。 カ
ラーゴールドのさまざまな色の組み
合わせで美しいグラデーションを見
て頂きたいです。日本企業では初と
なる新技術も魅力です。

今、中国で非常に人気の高い珊瑚を
テーパーダイヤをふんだんに使用し
た枠に留めた豪華な指輪です。

近年需要の高い銀製の湯沸。 この商
品は 0,6mm という薄い板から仕上
げた逸品で、 1 点限りの商品となり
ます。

価格帯：上代 30

〜 100 万円

( 株 ) 石井商店
カテゴリー： 宝飾時計・時計

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) 石友
カテゴリー： トルコ石

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

( 有 ) 岡﨑珊瑚
カテゴリー： 珊瑚

価格帯：上代 100

日本

日本

カテゴリー： 美術工芸品

代理店求む

〜 300 万円

翁デザインスタジオ

日本

カテゴリー： デザイナーズジュエリー

トルコ石リング、ペンダントネックレス

珊瑚念珠

Pt/WG ピンクトルマリンペンダントネックレス

パテックフィリップ、オーディマピ
ゲ、ジャガー・ルクルト、ヴァシュ
ロン・コンスタンタン、カルティエ、
ロレックス等のアンティーク・ヴィ
ンテージウォッチです。時計として
の機能はもちろんアクセサリー感覚
で身に付けられるデザイン性の高さ
も魅力的です。

希少価値の高いスリーピングビュー
ティーのトルコ石を使用した製品と
なります。

催事商品。

石の品質に拘り、プラチナをメイン
に使用し独特のラインに裏打ちされ
たオリジナルデザイナーコレクショ
ンです

価格帯：下代 30

〜 100 万円

( 株 )AMT・
（東京墨涵）
カテゴリー： 珊瑚

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

( 株 )MS コーポレーション
カテゴリー： ファッションアイテム（バッグ、靴、毛皮、レザーグッズなど）

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

( 有 ) 甲斐玉堂
カテゴリー： その他

赤珊瑚リング（pt900)

ホワイトミンクボレロ

ローズジュエリー

日本の赤サンゴ使用したリング。

上質な SAGA ミンクを使用し仕上げ
ました またホワイトミンクと言う、
ミンクの中でも貴重価値の高い ミ
ンクを使用しております

本物の薔薇を特殊加工した身に着け
る薔薇です。本物ならではのリアル
感を楽しめる商品です。

価格帯：上代 30

〜 100 万円

( 株 ) エムツーデザイン
カテゴリー： デザイナーズジュエリー

デザインペンダント , リング【麻の葉 ASANOHA】
日本伝統の和柄であり、魔除けや成
長を表すといわれている『麻の葉模
様』を繊細な技術で再現したデザイ
ンジュエリー。

価格帯：上代 30

76

〜 100 万円

IJT 2019 Guide Book

価格帯：下代 10

日本

代理店求む

〜 30 万円

エリオ ルスケーナ ゴールドスミス
カテゴリー： デザイナーズジュエリー

価格帯：下代 1

イタリア

グリフォン
古い中世の神話の中で天と地を結
び、 守護神として、生きる力を与え
てくれる「グリフォン」をモチーフ
にした ネックレスです。

価格帯：上代 5

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 100

日本

カテゴリー： デザイナーズジュエリー

( 社 ) カスコ

イタリア

カテゴリー： 珊瑚

代理店求む

From Capri, Italy the San Michele Bell
better known as Capri's lucky bell is a
symbol of good fortune. This amazing
Capri Bell coral pendant and earrings
are bezel set in Italian silver with
butterfly backs. The bottom of bell
and above attachment both have cz's
encrusted on it.

価格帯：下代 1

日本

ハンドメイドした貴金属、ターコイズ、マンモス牙、鹿の
角、琥珀の指輪
彫金、すり出し、オーバーレイ等色々
な技法を組み合わせ、細部まで丹念
にハンドメイドした世界に一つだけ
の指輪を提供しています。貴金属、
天然ターコイズ、天然マンモス牙、
天然鹿の角、天然琥珀等を使用して
おります。

価格帯：上代 10

〜 300 万円

Capri Lucky Bell Coral pendant and earrings with silver and
CZ

〜 5 万円

畫骨 carveX

ジュエリー・その他

ジュエリー・その他

アンティーク・ヴィンテージウォッチ

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

万円以下

( 株 ) 加藤商会 (Doctor Jewelry)

日本

カテゴリー： アクセサリー

ルミエール R 神明シリカ
大変貴重な高品質の天然ミネラルを
豊富に含む天然鉱石をそのまま珠に
加工し メレーダイヤ 51 個（計 1.0ct）
を使用しています。

価格帯：上代 30

〜 100 万円
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( 株 ) カフェリング
カテゴリー： ブライダルジュエリー

日本

ガロファロ・カメイ
カテゴリー： カメオ

カフェリング ブライダル

テソーロ・ジャングル - ゼブラ -

CAFERING 20th の 集 大 成 と な る 11
年ぶりの出展。代表・クリエイティ
ブディレクター 青木千秋が自身の
経験から生み出す『花嫁が最高に輝
くブライダルジュエリー』
。極上の
つけごこち、男性も主役になれるマ
リッジリング、大人花嫁リング ( 新
規取扱店募集 )

至極の一点物シェルカメオを K18 で
デザインしたシリーズ・テソーロか
ら、ジャングルモチーフのペンダン
トトップ。写真のゼブラや今回はキ
リンも登場。両シチリア王国ブルボ
ン王室御用達ジェネローソ社とのコ
ラボで生まれた由緒正しいジュエ
リーです。

価格帯：上代 10

〜 30 万円

( 株 ) 木内工芸
カテゴリー： 珊瑚

価格帯：上代 30

日本

イタリア

代理店求む

〜 100 万円

( 株 ) ギリオン
カテゴリー： 健康ジュエリー

( 株 ) コジマアクセサリー /( 株 ) アイボリー
カテゴリー： べっ甲

コスミックジェム
カメオデザインペンダント

希少価値の価値の高いべっ甲を贅沢
に使用したネックレス。女性らしい
柔らかな光沢は世代を超えて愛され
ます。

イタリア伝統の芸術品として知ら
れ、世界に誇るシェルカメオ彫刻に
デザイン枠を施したモダンペンダン
ト。貴石などの素材とは異なり自然
と調和した中にも現代風な枠作りが
魅力を放ちます。

〜 10 万円

( 株 ) コダマ
カテゴリー： ブランドジュエリー

価格帯：下代 5

日本

( 有 ) ザーラコーポレーション
ルクセンテール シルバージュエリー

日本には仏教の伝来と共にもたらさ
れた宝石さんごを江戸時代には お
守りとして身につけられてきまし
た。 現代の方々に身につけていただ
きたくイヤリング・ピアス・ペンダ
ント等 リーズナブルな価格から多
数ご用意しております。

「24 時間、1 週間 いつも一緒に・・・・」
をコンセプトに開発された、プラチ
ナやゴールドなどの素材の中に「特
殊混合セラミック」を配合した、見
た目は普通のリングやネックレスと
変らない「身体にやさしい」ジュエ
リーです。

立体感あるデザインと、細部まで手
を抜かない綺麗な仕上げが特徴で
す。立体感あるデザインの外側を
マットに、内側をポリッシュに仕上
げる技術の高さは他に類を見ませ
ん。上質な感性を持つすべての人に
捧げるジュエリーを会場で是非ご覧
下さい。

スペイン マドリード発のシルバーの
台にシンセティックストーン、半貴
石を使ったトレンドジュエリー。 洗
練されたデザインがヨーロッパでは
大人気です。大胆な色使い、デザイ
ンがとても目を引き、催事でも大好
評です。

( 株 ) クリエイトタカノ
カテゴリー： メンズジュエリー

日本

〜 30 万円

( 株 ) クルリステル
カテゴリー： イヤリング ･ ピアス

価格帯：上代 30

香港

〜 100 万円

酒井商事 ( 株 )
カテゴリー： べっ甲

価格帯：上代 1

日本

〜 5 万円

( 株 ) 坂本貴金属

K18 WG ダイアモンド ピアス

べっ甲・琥珀ジュエリー

ジュー・ド・ジュンコ

高技術から生み出される迫力あるメ
ンズジュエリーは、ライトからヘ
ビーまで様々なニーズにお応えでき
るよう取り揃えてあります。

K18 WG ダイアモンド ピアス

べっ甲の柔らかなつやと美しい斑
様。 また、沈金・蒔絵などの技法を
生かした細工。 琥珀の樹脂が作る
温かく優しい光沢。 天然の美しさ、
温かみとシックなデザインを兼ね備
えた ジュエリーアイテムをご提案
しております。

対極のコンセプトから生み出された
直線的なラインによる立体感 アシ
ンメトリーなフォルム、構築の連続
性が特徴的なコレクション。 永遠
的そして普遍的な価値を持つゴール
ド、ホワイトゴールド、ダイヤモン
ド などの素材に新しい創造的なカ
タチを与えます。

〜 100 万円

( 株 )KEIRAKU inc.
カテゴリー： ビューティー、コスメ

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) 光・彩
カテゴリー： イヤリング ･ ピアス

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

さんごワールド
カテゴリー： 珊瑚

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

( 株 )JFC

シリコンキャッチ

桃珊瑚ネックレス

バッファローホーンデザインジュエリー

どこにもない！クリーム・絵・ブレ
スレット 鉱石を配合したクリーム。
鉱石の中でも、体と心の氣にバラン
スよく働きかける鉱石を厳選し、配
合したものです。直接体に塗布する
ジュエリーです。

光彩工芸の素材は金属アレルギーを
発症しやすい有害物質を使用してお
りません 。信頼の 100% 国内生産で、
お客様に安全で使いやすく、はずれ
にくいシリコンキャッチをお届け致
します。新型デザインキャッチでお
手持ちのピアスをバージョンアップ
しませんか？

稀少価値の高い日本産桃珊瑚ネック
レス。 最大 30mm の大玉は品質の
高さを象徴しています。 艶の良さは
最高級ランク、粒の大きさと色のバ
ランスが調和した 弊社が誇る桃珊
瑚です。気品高く、見る人の心を惹
き付けてやまない商品です。

リュクス感たっぷりのフランス人デ
ザイナーによるインパクトあるハイ
センスなバッファローホーンジュエ
リーです。素材が軽量なので大ぶり
なデザインを負担無く着用でき お
しゃれを楽しめます。
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〜 5 万円
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価格帯：下代 1

万円以下

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 300

万円以上

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： デザイナーズジュエリー

鉱石クリーム

価格帯：上代 1

日本

カテゴリー： ブランドジュエリー

ティー・グラン

価格帯：上代 30

代理店求む

価格帯：上代 1

〜 5 万円
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ジュエリー・その他

ジュエリー・その他

Las,sel

価格帯：上代 10

日本

カテゴリー： コスチュームジュエリー

24 − 7 ジュエリー

〜 30 万円

代理店求む

〜 10 万円

宝石さんご

価格帯：下代 10

日本

カテゴリー： カメオ

べっ甲、琥珀、シルバーアクセサリー

価格帯：上代 5

日本

日本

( 株 ) ジェミナ
カテゴリー： 人工石

MSTARS エムスターズ ネックレス

日本

代理店求む

世界特許取得済みの人工鉱石
MSTARS エムスターズを用いた健康
ジュエリーの製造卸販売を行ってお
ります。

価格帯：上代 10

カテゴリー： 琥珀

日本

カテゴリー： アンティークジュエリー / アンティーク関連製品

22K ゴールドネックレス
2000 年以上ものあいだ謎とされてい
た古代都市国家エトルリアの粒金技
術を復活させ、全てを手作業で作る
ゴールドアンティークネックレスで
す。

価格帯：上代 30

80

〜 100 万円
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カテゴリー： コスチュームジュエリー

日本

代理店求む

自然の草花を金属に加工した、世
界でも珍しい創作ジュエリーです。
主にシルバー製品で仕上げ、アン
ティークな色調を出した作品です。

価格帯：上代 5

日本

万円以下

カテゴリー： 美術工芸品

水牛ネックレス

価格帯：上代 1

日本

〜 5 万円

( 有 ) 武市商事

水晶観音像

石川暢子 K18 ヘマタイト リング＆ネックレス 2 点セット

伝統的工芸品「甲州水晶貴石細工」

日本を代表するデザイナー・石川暢
子の作品です。ブドウのようなモ
チーフの指輪とネックレスのお得な
セットです。ネックレスのトップは
ブローチとしてもお使いいただけま
す。

価格帯：上代 30

〜 100 万円

〜 100 万円

レピドライトクォーツブレスレット

プレシャスレザーバッグ

イミテーションアクセサリー

透明度の高いクォーツにレピドライ
トがたくさん入り、キラキラ輝いて
いる希少価値の高いのブレスレット
です。

国内生産にこだわり、手作業で 2 次
加工した希少な革を使用した少量生
産のトートバッグ・タウンバッグ・
ショルダーバッグ・その他小物類な
どオリジナルデザインのアイテムで
す。

イベント催事や販促にも大活躍！
お値打ち高品質なイミテーションア
クセサリーをたくさんご用意致しま
した。 すべて一点ものですので是非
一度展示会場で手にとってご覧くだ
さい。

価格帯：上代 30

日本

代理店求む

〜 100 万円

( 株 ) セントフローレンス
カテゴリー： 宝飾時計・時計

( 株 ) チョイスレザークラフト

価格帯：上代 30

代理店求む

日本

カテゴリー： ファッションアイテム（バッグ、靴、毛皮、レザーグッズなど）

価格帯：上代 10

日本

日本

カテゴリー： デザイナーズジュエリー

( 有 ) スーパージェムスジャパン
カテゴリー： その他

日本

カテゴリー： その他

鼈甲に似た色合いと質感を持ちなが
ら、軽くて付けやすいのが特徴の水
牛の角で作ったアクセサリー。加工
技術世界一のベトナム・ハノイで、
オリジナルデザインで作っていま
す。年齢を問わず、色々な洋服にも
合わせて頂けます。

〜 10 万円

( 有 ) 宅間工房

( 有 ) 草土

日本

万円以下

( 株 ) スペインクラブ

シルバーパールジュエリー

万円以下

( 株 ) シュウトレーディング

価格帯：下代 1

健康、美容に良いとされる、マイナ
スイオン、遠赤外線の効果が得られ、
「医者いらずの石」と呼ばれている、
天然石を沢山集めてみました。疲労
回復、リラックス、安眠の効果があ
るとも言われています。

価格帯：上代 1

代理店求む

カテゴリー： デザイナーズジュエリー

日本

〜 30 万円

( 株 ) ディルーカジャパン
カテゴリー： カメオ

( 株 ) ティアラ

イタリア

日本

カテゴリー： アクセサリー

価格帯：下代 1

万円以下

中川装身具工業㈱ ( キャラクタージュエリー )
カテゴリー： その他

ロレックス

Cameo Watch

3D キューブネックレス ( ミッキーシルエット )

USED ロレックス エクスプローラー
Ⅱ SS/SS 黒文字盤 REF : 16570 ASK

Cameo Watch

ミッキーシルエットとイニシャル・
モチーフをあしらった 2 面デザイン
の K10 ネックレスです。 大人の遊
び心をくすぐるアイテムで普段使い
し易いデザインが人気です。

価格帯：下代 30

〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 5

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 1

ジュエリー・その他

ジュエリー・その他

テラヘルツ、北投石、トルマリン、アメジスト、水晶

( 有 ) 創作工房ケンゾウ

バタフライ（蝶）/ ルナ（月）のモチー
フをトップに施した 3 点セットアー
ト作品。ギリシャ神話のストーリー
にあわせて創ったユニークな作品。
トップはヴェネチアン老舗 Vetro 社
のもので、デザインは当社専属の日
本のデザイナーによるものです。

〜 300 万円

カテゴリー： 天然石

日本

ヴェネチアングラスモチーフ / ネックレス、ブレス、イヤ
リング 3 点セット

1 点物、北欧バルト海産、超ビッグ
サイズの巨大アンバー（琥珀）ポリッ
シュ原石が新入荷しました！ 天然
の圧縮加工無しで、これだけの大き
さは世界でも非常に希少です！ 非
常に大きく、どっしりとした安定感
のある形をした、古代の昆虫入りの
極上美品です。

ジョイロック

バライオ ローズウォーター（3 種類の香り）

価格帯：上代 1

【1 点物】激レア！★ FA ファイナルグレード★極上品！超ビッグサイズ★透明度◎圧縮
なしの天然★古代の虫入り★バルト海産天然アンバー（琥珀・こはく）ポリッシュ原石

価格帯：上代 100

カテゴリー： その他

バラ農家様から直接分けていただい
た「純国産バラ」と富士山の伏流水
でじっくり蒸留した「初の純日本産
ローズウォーター」です。

〜 30 万円

( 株 ) 島田商事

( 一社 ) 静岡バラ振興会／ baraio

日本

〜 5 万円
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( 有 ) ナガタトレーディング
カテゴリー： 美術工芸品

アンバーランプ

日本

代理店求む

世界中から集めた宝石の原石を吟味
し、日本人のステンドグラス職人が
手作りで美しいランプを製作しまし
た。国内で作った全てのランプは 1
点物です。

価格帯：上代 30

〜 100 万円

( 株 ) 日本珊瑚
カテゴリー： 珊瑚

日本

〜 100 万円

パシフィック・コーラル ( 株 )
カテゴリー： 珊瑚

( 株 ) 日向宝飾
カテゴリー： 珊瑚

日本

( 株 ) 廣畑

日本

カテゴリー： 珊瑚

K18 カメオブローチ

K18 形状記憶リング・バングル

日本産天然赤珊瑚 K18 ジュエリー・ルース

彫の強さと美しさを重ね合わせた
ルースにデザインされた K18 枠で仕
上げました。

サンゴやパール、ヒスイを使った、
形状記憶のバングルやリングのシ
リーズ

日本産 天然 血赤珊瑚

〜 30 万円

( 株 ) ネオ・クラフト
カテゴリー： トルコ石

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 株 ) ファントム
カテゴリー： その他

価格帯：下代 5

日本

フィッシャー
フィッシャー

キーモチーフにトルコをセットした
さり気なくかわいいプチネックレス
です。

夜光貝の中でも希少価値の高い中心
部位 ( キビナゴライン ) と呼ばれる
部位を使用したネックレスです。奥
深い光沢があります。夜光貝の周り
は、マクラメ加工で包み込んでいま
す。

新素材カーボンファイバーを用いた
コレクション。 ドイツらしいユニ
セックスなデザイン。

( 株 ) ピークス
カテゴリー： 宝飾時計・時計

価格帯：上代 1

日本

〜 5 万円

( 株 )FUKUYA
カテゴリー： デザイナーズジュエリー

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) プリモハンズ / 真々田誠次

腕時計

ダイヤモンドリング

オブジェ風ジュエリー

宝石珊瑚ルースをはじめ、彫物等、
多様な種類のものを取り揃えており
ます。珊瑚で何かお探しの際は、ど
うぞお越し下さいませ。

Rosemont は、味わい深いアンティー
ク調のデザインと洗練されたフォル
ムで、女性の腕をより一層華やかに
彩ります。

「Sirena Azzurro」 は イ タ リ ア 語 で "
青い人魚 " を意味します。 細かく丁
寧なデザインが華麗で魅力的です。

私の原点である「華道」をデザイン
のベースとし、ボリュームのある一
点物を製作しています。このペンダ
ントは咲き誇る花の水々しさをデザ
インし、ルチルクォーツリング ( 左
上 ) は星のように結晶した自然美を
生かした作品です。 ぜひ会場にてご
覧ください。

〜 5 万円

( 株 ) ヒカリカンパニー
カテゴリー： 天然石

カザフスタン産ストロベリークォーツ 18 金フレーム ペン
ダントトップ
最高品質のカザフスタン産ストロベ
リークォーツを使用した上質で美し
いペンダントトップ。

価格帯：下代 5
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〜 10 万円
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価格帯：上代 1

日本

代理店求む

〜 5 万円

BICO・GHI( 株 )
カテゴリー： ブランドジュエリー

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) 古屋
カテゴリー： カメオ

価格帯：上代 100

日本

北欧産業 ( 株 )
MELI & MOLI 天然石 香水瓶 ペンダント

地金メインサプライヤー目線でのデ
ザインやボリューム感のある斬新な
プラチナ＆ゴールドのデザインが毎
回登場します。

15 歳よりカメオ彫刻をはじめ、ド
イツ州政府が認める「芸術家」とし
て彫刻活動を行うゲルハルド・シュ
ミット氏デザインのカメオ。

職人の手作業で丁寧に削り出された
天然石の香水瓶は、その姿形を模し
ただけでなく、実際に香水を中に入
れることができます。 専用の化粧
箱にはスポイトも同梱されているの
で、お好きなエッセンシャルオイル
などを入れて楽しむことができま
す。

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 30

〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： 天然石

ゲルハルド・シュミット カメオ

〜 100 万円

代理店求む

〜 300 万円

プラティオール

価格帯：下代 30

日本

カテゴリー： デザイナーズジュエリー

珊瑚ルース、彫物等

価格帯：下代 1

ドイツ

カテゴリー： ブランドジュエリー

夜光貝ネックレス

〜 5 万円

代理店求む

〜 10 万円

トルコキーモチーフペンダント

価格帯：下代 1

日本

日本

ジュエリー・その他

ジュエリー・その他

希少価値の高い宝石珊瑚のルース及
び製品を取り扱っております。

価格帯：上代 30

カテゴリー： カメオ

価格帯：下代 10

代理店求む

宝石珊瑚

ナリタ貿易

価格帯：下代 1

代理店求む

〜 5 万円
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マイノール石川
カテゴリー： デザイナーズジュエリー

日本

( 株 ) マサキ珊瑚
カテゴリー： 珊瑚

日本

( 株 ) ヤック
カテゴリー： ブランドジュエリー

代理店求む

ピンクトルマリンキャッツアイブローチ . ペンダント

珊瑚

キャスミン

このサイズのトルマリンキャッツア
イは、大変珍しく希少です。

珊瑚製品全般、幅広く多数取り揃え
ております。

「かすみ草」をモチーフにして手作
りされた「キャスミン」
。そのしな
やかな仕上がりは、優しさと控えめ
な華やかさを演出してくれます。

価格帯：上代 300

万円以上

丸滝
カテゴリー： ブランドジュエリー

価格帯：下代 30

日本

〜 100 万円

水野 ( 株 )
カテゴリー： ファッションアイテム（バッグ、靴、毛皮、レザーグッズなど）

価格帯：上代 30

日本

日本

カテゴリー： 美術工芸品

珊瑚デザインジュエリー

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

ユメギャラリー

ワイングラス 3 脚（ジュエルインウォーター）

シルバーペンダント

ミキモトをはじめとしたブランド製
品を多くご用意しております。

ロシアンセーブルを表も裏も使用し
た、360 度ロシアンセーブルのマフ
ラー。 クリップはロシアンセーブ
ルでくるみ、ロシアンセーブルのベ
ルトを付け、ホックも付いているス
リーウエイの巻き方が出来る。

ワイングラスのステム（脚の部分）
の付け根に水晶の空洞を作り、そこ
に水と宝石を入れて制作。

ユニークなデザインのシルバーアニ
マルペンダント

( 株 )MINORI
カテゴリー： ブライダルジュエリー

スイス鍛造ブライダルリング

価格帯：上代 10

日本

代理店求む

スイスの鍛造ブライダルリングブラ
ン ド「MEISTER」 マ イ ス タ ー。120
年以上の歴史を持つ同社は、鍛造製
法でありながら柔らかなラインのデ
ザインの特徴的。最新テクノロジー
と高度な職人技術によって驚くほど
滑らかな指どおりを実現していま
す。

価格帯：上代 10

〜 30 万円

( 株 ) メルシー
カテゴリー： その他

( 株 ) ミマ・ジュリー
カテゴリー： 天然石

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

嘉美珊瑚 ( 株 )
カテゴリー： 珊瑚

天然石ジュエリー

珊瑚ネックレス

様々な天然石を使用した魅力的な製
品を多数出品いたします。

高級感もあり、どんな着こなしにも
合わせやすい上品なサンゴブレスで
す。

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

〜 30 万円

( 株 ) 望月宝飾
カテゴリー： 珊瑚

価格帯：下代 10

日本

( 株 ) リップス
カテゴリー： ブランドジュエリー

日本産血赤珊瑚ジュエリー

ブランドジュエリー

最新型コンパクトマッサージャー
「エスコート・H」の体感ブースです。
全身の血行促進・フットケア・むく
み予防・運動不足の解消など幅広く
お使いいただいています。 会期中は
どなたでも無料でお試しいただけま
す。

希少性の高い、日本産の血赤珊瑚。
その珊瑚を使って時代に沿った可愛
いジュエリーから、恒久性のある
トップジュエリーまで幅広いライン
ナップを取り揃えております。

カルティエ・ブルガリ・ティファ
ニーを中心に仕上げ済みで即販売可
能なブランドジュエリーを 200 点以
上取り揃えております。ダイヤモン
ドジュエリーからシルバーアクセサ
リーまでお買い得な価格帯で提供致
します。
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〜 10 万円
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価格帯：下代 1

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 30

日本

代理店求む

〜 5 万円

( 株 ) リッツ

日本

カテゴリー： ブランドジュエリー

リッツジュエリー ラクローズ
フウリンソウ

〜 30 万円

フットケア機器「エスコート・H」

価格帯：上代 5

価格帯：下代 1

ジュエリー・その他

ジュエリー・その他

ロシアンセーブルダブルフェースマフラー

〜 100 万円

香港

カテゴリー： アクセサリー

MIKIMOTO

価格帯：下代 30

日本

カテゴリー： 珊瑚

彫刻珊瑚に色石やパールなど様々な
宝石をあしらった華やかなジュエ
リーです。メインとなる彫刻珊瑚は
手彫りの一点もの。一つ一つ表情の
異なる彫刻珊瑚の魅力を最大限に引
き出すため、素材に合わせて一点づ
つデザイン。そのデザインのユニー
クさに注目です！

〜 100 万円

山梨県水晶美術彫刻協同組合

( 株 ) 柳澤商会

価格帯：下代 5

日本

代理店求む

〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 10 万円

リディア ルッケーゼ ジュエリー
カテゴリー： 珊瑚

イタリア

Coral Collier
coral from mediterranean sea
assembled with gold and lava

価格帯：上代 100

〜 300 万円
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( 株 )Lin Stone Club
カテゴリー： 天然石

日本

( 株 ) ルイスアンドルカス
カテゴリー： カメオ

代理店求む

日本銘石

PEGASUS

今年流行の日本銘石シリーズです。
日本銘石協会が認定した、日本各地
の珍しい銘石のブレスレットを取り
そろえております。 柴田勝家が築城
した福井城の屋根瓦の石「ふくいブ
ルー」など、歴史を感じられる国産
石を取り揃えております。

K18 SHELLCAMEOS PENDANT
ENRICHED WITH LAPIS,OPAL.
DIAMONDS.

価格帯：下代 1

〜 5 万円

( 株 ) 碌山
カテゴリー： アンティークジュエリー / アンティーク関連製品

価格帯：下代 5

日本

日本

カテゴリー： 天然石

カテゴリー： デザイナーズジュエリー

handcarved ebony wood necklace with 24 carat gold leaf

ドイツ

代理店求む

handcarved ebony wood necklace,
bracelets and earrings with 24 carat
gold leaf

〜 10 万円

( 株 ) ワイ・ジュエリー

BE DOGON ART

価格帯：上代 1

日本

カテゴリー： 珊瑚

ベリーズ

カテゴリー： その他

代理店求む

necklac demantoid & daimond
Stunning demantoid necklaces with
highest quality russian Demantoid.
Elegant, classy and so very luxurious
made in old stily, they gently remind
of beauty, power and confidence.
Made in the best traditions of
Victorian style

〜 5 万円

CHII LIH CORAL CO., LTD.

BERCS INC.

価格帯：上代 100

台湾

〜 300 万円

DELLA MONICA ANTONIO

イタリア

カテゴリー： カメオ

カラーストーンジュエリー

Rose

Brooche and pendant Cameo in lava stone

19 世紀のイギリス ヴィクトリア王
朝時代のアンティークジュエリーを
忠実に再現し、繊細な作りや精巧な
技法にこだわり作製している碌山オ
リジナル アンティークスタイルジュ
エリーです。

日本の伝統技術の一つ蒔絵を用い各
種天然素材とコラボした宝飾品を出
展致します。また、現在健康商材と
して有名になったテラヘルツ鉱石と
各種カラーストーンと合わせたデザ
インネックレス＆ブレスレットも出
展します。

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.

An awesome cameo handmade on
lava stone, mounted in silver that
represent Saint George defeating the
dragon.

価格帯：上代 1

〜 5 万円

AMBER BY MAZUKNA - UAB GEMIMEX
カテゴリー： 琥珀

価格帯：上代 1

リトアニア

〜 5 万円

AMBER WORLD LTD.
カテゴリー： 琥珀

Precious amber

Natural Baltic amber necklace

The basis of these special colors is
the amber that was processed with
the help of a technology which
we created inspired by a story of
the Amber Room the Russian ruler
Peter I received as a gift in the 18th
century. We managed to recreate
this technological process and obtain
a deep red color. And by adding
natural pigments extracted from
local flowers, amber is turned blue.
We later named this luxurious type of
amber -PRECIOUS AMBER.

Natural amber multicolor matte
necklace, strung in ascending order.
Every stone is naturally beautiful and
unique with its own amber impurities
and swirls.

価格帯：下代 1

万円以下

AMBERSTREAM AMBER LINE CO.
カテゴリー： 琥珀

価格帯：下代 5

ポーランド

ANTIKISTANBUL LTD.
カテゴリー： コスチュームジュエリー

アンティークイスタンブールコレクション

Amber bracelet. Very natural and very
healthy.

天然石真ちゅうジュエリー、22K ゴ
ルドメッキ
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価格帯：上代 1

リトアニア

代理店求む

万円以下

DENITEX INTERNATIONAL CO., LTD.
カテゴリー： アンティークジュエリー / アンティーク関連製品

古いカワセミクラフトの新作品宝瓶はブローチとペンダン
ト2用

価格帯：上代 5

台湾

代理店求む

現在依然として存在している希少で
デザイン完璧なカワセミクラフト簪
は、巧みな宝瓶の設計に合わせて、
収蔵価値のある芸術品になってい
る。

〜 10 万円

amber bracelet

価格帯：上代 1

価格帯：下代 1

価格帯：上代 100

トルコ

代理店求む

万円以下

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

カテゴリー： カメオ

loose sea shell cameo mm 45 sardonyx extra quality

DOMAR JEWELS

イタリア

カテゴリー： 珊瑚

Orecchini, collane, anelli e bracciali incisi o decorati con le tue iniziali o
simboli a te connessi. Un gioiello unico, personale ﬁrmato Domar.

価格帯：下代 1

イタリア

代理店求む

"Landscape with ﬂowers" suitable for
pendant/brooche

価格帯：上代 5

〜 10 万円

At the base of his creations, Domar
chooses 925 silver; a metal famous
for its quality and strength. With
Domar the silver comes in three
color versions: white, gold and rose
to satisfy all tastes and feminine
essences. Domar uses precious details
of different nature. Cameos, coral,
freshwater pearls, natural stones,
swarovsky.

〜 300 万円

DOMENICO BALZANO PVT. LTD.

代理店求む

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

万円以下

HERKIMER DIAMOND MINES, INC.

アメリカ

カテゴリー： 天然石

Natural Herkimer Diamond Wonder Necklace

代理店求む

The world famous Herkimer Diamond
Mines creates a limited quantity of
Natural Herkimer Diamond Wonder
Necklaces per year. This year our
necklace features 17 inches of AA
natural Herkimer Diamonds. This
piece captures the full beauty of the
Herkimer Diamond quartz crystal in its
natural form. Visit early to ensure you
take home this unique collectable.

価格帯：上代 5

〜 10 万円
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ジュエリー・その他

ジュエリー・その他

アンティークスタイルジュエリー

JIA HONG INT'L JEWELRY CO.
カテゴリー： 珊瑚

Liang Yu's Art of Coral

台湾

代理店求む

Our brand concept is to meticulously
combine the artistic qualities of coral,
as an organic gem from deep sea,
with its economic value suitable to all
customers. Coral is the main element
used in our jewelry, along with
amber, turquoise, and other semiprecious stones. From cultivation,
design, production, and marketing,
Jia Hong's delivers it all in a package
to the international jewelry market.

価格帯：下代 5

カテゴリー： ブライダルジュエリー

カテゴリー： 美術工芸品

925 シルバーゴールドメッキティーポット

香港

代理店求む

オリジナルのターコイズとサンゴ
の石から作られた種類のシルバー
ティーポットの 1 つ。きれいに彫ら
れたドラゴンハンドルと多くの士郎
仕事と詳細。このようなポットは、
完成するまでに少なくとも 6 ヶ月の
手間がかかり、種類の一つです。

〜 10 万円

MARK PATTERSON

JOLLY GEMS LTD.

価格帯：下代 30

アメリカ

The award winning Promise
Collection is fully customizable,
providing you with the opportunity
to deliver your clients exactly the
bridal look they desire. All diamonds
are F G, Vs and ideal cuts

デザイナーズジュエリー

アメリカ

代理店求む

価格帯：上代 100

ドイツ

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

中国

カテゴリー： 珊瑚

代理店求む

wang wusheng
All things are born, only the soul of
jewelry, everything is born, only a free
and beautiful heart.

〜 300 万円

価格帯：上代 5

〜 10 万円

アールエムシージェムズジャパン ( 株 )

日本

カテゴリー： トルマリン

・パーツ
カテゴリー： 7̲ 素材（貴石・半貴石など）

Orange Blossom Brooch

希少価値の高いパライバトルマリン

Hand Made Jewellery, cast from real
plants and natural elements, Made
of Gold, Silver, Bronze, with Pearls,
natural stones

希少価値の高いパライバ（ブラジル
産、アフリカ産）

ジュエリー・その他

ジュエリー・その他

Platinum and diamonds engagement rings and eternity
wedding bands.

カテゴリー： 天然石

カテゴリー： デザイナーズジュエリー

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。

〜 100 万円

MICHAEL MICHAUD CO., LTD.

STUDIO BAHARRA

稆勞٥ػ٦خ
顜瀖٥⼱顜瀖וז

価格帯：上代 100

〜 300 万円

NATURAL MAMMOTH ARTS & CRAFTS CO.
カテゴリー： 美術工芸品

香港

代理店求む

マンモス・タスクの彫刻

価格帯：上代 1

万円以下

RAFFAELE PERNICE CAMEOS
カテゴリー： カメオ

FUSION OF ANCIENT AND CONTEMPORARY ART BY
RAFFAELE PERNICE
CAMEOS WORKED HANDMADE
FROM RAFFAELE PERNICE AND
STATUE IN FRENCH BRONZE OF THE
END OF THE IX CENTURY,WORKING
QUARTZ CLOCK

価格帯：上代 10
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〜 30 万円
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PIETRO SIMONELLI CAMEOS SRL
カテゴリー： カメオ

代理店求む

価格帯：下代 30

価格帯：

イタリア

( 株 )RL 貿易
カテゴリー： その他

Hand carved loose shell cameos - 65mm Oval- Fairy

パライバ トルマリン、パパラチア サファイア

Stunning resolution of details for
this special cameo made by Maestro
Pietro Simonelli

今回は世界の珍しい、面白い、使い
易い貴石・半貴石を多く取り揃えま
した。

価格帯：下代 5

イタリア

〜 5 万円

〜 10 万円

SEA TREASURE INDUSTRIAL CO.
カテゴリー： 珊瑚

価格帯：下代 30

台湾

( 株 ) 浅野商店
カテゴリー： チェーン・ネックレス

プラチナネックレス

rare kano ﬁgure made of coral.

ハイクオリティなロングデザイン
ネックレスや普段の気軽な装いに合
うシンプルなネックレス、ペンダン
ト用のスライドネックレスなど幅広
く取り揃えております。プレスレッ
トもいろんなデザインがございま
す。

万円以上

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 10

代理店求む

( 株 )R.T.Diamonds

イスラエル

カテゴリー： ダイヤモンド

天然ファンシーカラーダイヤモンド（0.10up)
アーガイル産ピンクダイヤモンド
をはじめとする 0.10ct 〜 5ct の天然
ファンシーカラーダイヤモンドを、
全色及び様々な形で取り揃えており
ます。

〜 100 万円

coral kano

価格帯：上代 300

日本

〜 100 万円

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

Mammoth Tusk

価格帯：上代 1

価格帯：下代 30

日本

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 100 万円

( 株 ) アビノヴ ジェムズ

日本

カテゴリー： トルマリン

【paraiba tourmaline】
【aquamarine】
【watermelon
tourmaline】
【inca rose】

代理店求む

ぜひご覧ください。

価格帯：上代 10

〜 30 万円
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( 有 ) 天野製作所
カテゴリー： 空枠・パーツ

日本

代理店求む

各種空枠
ダイヤ、色石のセンターストーン使
いのリング、ペンダント及びメレダ
イヤのファッションリング、ペンダ
ントなど多数のサンプルを用意して
おります。また OEM やオリジナル
商品作成も作成可能です。

価格帯：上代 5

〜 10 万円

( 有 ) 網倉天然石
カテゴリー： 天然石

ARMEE GEM
カテゴリー： 天然石

( 株 ) エクミス
カテゴリー： 空枠・パーツ

日本

オパールパシフィックリミテッド
カテゴリー： オパール

天然希少石ルース

リフォーム用デザインサンプルパッケージ

ブラックオパール

原石よりカットした希少石ルース

従来のサンプル枠だけでなく、リ
フォームを店舗で運営していただく
ために必要なモノを全て詰め込んだ
商品になります。

年々希少価値が高まるブラックオ
パールの逸品。

価格帯：上代 5

日本

タイ

〜 10 万円

( 株 ) アリーナ ジュエルズ
カテゴリー： ダイヤモンド

価格帯：下代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) 金子宝飾
カテゴリー： 空枠・パーツ

価格帯：下代 300

日本

万円以上

( 有 ) カンパス

ファンシーシェイプダイアモンド

真珠用空枠・パーツ

極太タイチンルチルクォーツ 鑑別書付き

色彩や模様が魅力的な天然石ルース

バゲット・マーキス・ペアシェイ
プ・オーバル・トリリアント・プリ
ンセス・ハートシェイプ・クッショ
ン・ローズカット D カラー 〜 Very
Light Yellow , SI 〜 VVS , 0.02 〜 3.00
ct

定番商品から新提案の商品までご用
意いたしております。

国内最高峰の品質のタイチンルチ
ル。その存在感は圧倒的です！一定
以上のグレードには全て安心の鑑別
所付き！各サイズ、各グレードから
お選びいただけます！

万円以下

ヴィー・エヌ・トレーディング ( 有 )
カテゴリー： ダイヤモンド

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) 上野貿易
カテゴリー： 水晶

価格帯：下代 1

日本

万円以下

( 株 )CAP
カテゴリー： 水晶

価格帯：下代 30

日本

〜 100 万円

桐谷 ( 株 )

高品質水晶丸玉

ダイヤモンド ( 裸石 )

アーガイルピンクダイヤ、ナチュラ
ルファンシーカラーダイヤモンド、
ブラックダイヤモンド、ローズカッ
ト、ブリオレット、ビーズ、ラウンド、
ファンシーカット、ホワイトダイヤ
モンド 1 〜 5CT ソーティング付、ダ
イヤモンドジュエリー等扱っていま
す

希少価値の高いブラジル産の天然シ
トリンです。 是非当社ブースにてお
確かめください。

ほぼ無傷の高品質水晶丸玉です。

ペアダイヤモンド、ファンシーシェ
イプ、ファンシーカラーダイヤモン
ド、製品もございます。

( 株 )HK
カテゴリー： ビーズ

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 有 ) エイビーダイアモンド
カテゴリー： ダイヤモンド

高品質カットビーズ

Diamonds from 0.8 mm till 2 cts

ダイヤモンド、オパール、ルビー、
エメラルド、サファイヤ他多種類の
天然石ビーズ。ドロップ、ペア、オー
バル、マロン、キューブ、ボタン他、
形状も豊富に取り揃えております。

Luxurious diamonds with elegant
lusture to be worn on any occasions
with conﬁdence and style.

価格帯：下代 1
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価格帯：上代 5

価格帯：下代 1

日本

代理店求む

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 5 万円

クリスタルガラージュ ガイア
カテゴリー： 天然石

北海道ロードクロサイト

価格帯：下代 10

日本

代理店求む

35 年程前に閉山した、北海道・稲倉
石鉱山の大変希少な石です。その中
でも、ほんの僅かしか取れない最高
品質のロードクロサイトの魅力に触
れてください。

価格帯：上代 5

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

ブラジル産 天然シトリン

〜 300 万円

日本

カテゴリー： ダイヤモンド

カイトシェイプ ダイヤモンド

価格帯：下代 100

日本

カテゴリー： 水晶

様々な色合いや結晶の天然石ルース

価格帯：下代 1

ニュージーランド

〜 30 万円

グローバルトレーディング

日本

カテゴリー： アレキサンドライト

アレキサンドライト
年々、輸入量が減少しているアレキ
サンドライトを材料のメレーから
1ct 以上の大きなサイズまで、高品
質なルースをご用意しております。

価格帯：下代 100

〜 300 万円
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( 株 ) 桑山
カテゴリー： クラスプ

日本

( 有 ) コスモストレーディングカンパニー
カテゴリー： 天然石

日本

ジュエリー・クラフト・フカサワ
カテゴリー： 水晶

日本

( 株 ) ジョリージェムスジャパン

代理店求む

輪王 “Wao”

天然石ブレスレット

甲州貴石切子

Black opal

桑 山 オ リ ジ ナ ル の 引 き 輪「 輪 王
“Wao”」
。引き心地のよい角度と、持
ち手部分の大きさに注目して安定感
を持たせました。従来の引き輪の形
状を見直し、お客様が最も使いやす
い形を追求した商品です。

高品質の商品を揃えております。種
類、サイズも豊富です。

甲府に伝わる伝統的な宝石加工技術
を継承した職人により生まれた新し
いコンセプトのルース

We are dealing in wide range
Stunning and Beautiful BLACK OPAL.
We are having the variety of Black
Opal Plain Round and Roundel Beads,
Black Opal Plain Tumbles, Black Opal
Faceted Roundel, Black Opal Cabs,
Black Opal Cut Stone and Black Opal
bracelet. We are having the best of
the high quality product. You can visit
us for the best range and for the best
price.

価格帯：上代 1

万円以下

三和精密工業 ( 株 )
カテゴリー： チェーン・ネックレス

価格帯：上代 5

日本

〜 10 万円

( 株 ) ジェムフィールド
カテゴリー： ルビー

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

シリ トリヴェニ ジェムス ( 株 )
カテゴリー： その他

代理店求む

K18 スライドピンムーブネックレス

ルビー 非加熱 ビルマ産

Loose

発売から 11 年。スライドピンムー
ブはネックレスの標準となりまし
た。
（特長）①ネックレスの長さを
ミリ単位で調節出来ます。②ペンダ
ントのバチカンの大きさを選びませ
ん。③パールが、色石が、チャーム
が通ります。あなたならどんな使い
方をしますか？

希少価値の高いビルマ産の非加熱ル
ビーです。品質、色も非常にいいで
す。

We are trying to serve you a large
quantity of rare stones from all around
the world in loose cut gemstones. We
are trying to do in Brazilian Paraiba
Tourmilune, Hauynites, Russian
Demantoids, Alexandrties, Tanzanites,
Benitoites, Grandidiarites and many
more...

価格帯：上代 1

〜 5 万円

( 株 ) ジェムワークス
カテゴリー： アレキサンドライト

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) 清水
カテゴリー： オパール

価格帯：下代 5

日本

価格帯：下代 1

日本

カテゴリー： ビーズ

万円以下

( 有 ) スタイル パール ジェム
K18 small jewelery

価格帯：上代 1

日本

万円以下

( 株 ) 世界貿易

天然石ビーズ

ダイヤモンド

希少価値の高いブラジル、ヘマチタ
鉱山のアレキサンドライトです。イ
ンクルージョンもほとんど無くカ
ラーチェンジも抜群、
しかも 1 カラッ
トアップの極上品です。是非会場で
御覧下さい。

年間取扱い量 10,000ct 以上の中か
ら、本当に希少なハイトップクオリ
ティのエチオピアオパールをご用意
してお待ち致しております。

世界各地の天然石ビーズを取り揃え
ております。

一般的なダイヤモンドの他、ピンク・
イエロー・ブラウン・ブラック等の
カラーダイヤモンドまで、ラウンド
だけでなく各種変形ダイヤモンドも
豊富にご用意しております。

( 株 ) シミズ貴石
カテゴリー： 水晶

価格帯：下代 1

日本

万円以下

秀美トレーディング
カテゴリー： トルマリン

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

ダイドウ商事 ( 株 )
カテゴリー： ダイヤモンド

価格帯：下代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) ダイヤスタートレイディング

パライバトルマリン

ピンクダイアルース（Ⅱ型）

タンザナイト 材料・一点物

先日のミネラルショーで即日完売し
ました貴石切子ですが、IJT 用に新た
にご用意してお待ちしております。

希少なオールドマイン、ブラジル バ
ターリャ産のパライバトルマリンで
す。青みの強いもの〜グリーン系、
0.1ct の小粒から取り揃えておりま
す。

CGL ソーティング付き、LP-SI1-MQ
Fluo.FAINT Ⅱ型 1.009ct

美しいタンザナイト他、貴石、半貴
石ルース、テーパー・バケット他ダ
イヤモンドルースをご用意してお待
ちしております。ぜひお立ち寄りく
ださい。
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価格帯：下代 30

〜 100 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 100

〜 300 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： その他

甲州貴石切子 R

価格帯：下代 5

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

トップクオリティエチオピアオパール

〜 300 万円

日本

カテゴリー： ダイヤモンド

アレキサンドライト

価格帯：下代 100

日本

カテゴリー： ダイヤモンド

We do small, aﬀordable, high quality
Diamond jewelry, starting from just
10,000 yen!

〜 10 万円

ストーンリンク ( 株 )

日本

カテゴリー： オパール

価格帯：下代 100

代理店求む

〜 300 万円
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( 有 ) ダイヤモンドのためのスーパーマーケット
カテゴリー： ダイヤモンド

イスラエル

( 株 ) タカヤジェム
カテゴリー： ダイヤモンド

ファンシーカラーダイヤモンドセット

ダイヤモンドルース

素晴らしいダイヤモンド無料セレク
ション、世界最高の価格 -50％ OFF、
ASI ABIR ダイヤモンド .

ポインターから 1ct 以上のサイズま
で、グレードはバラエティ豊かなラ
インナップで品揃え。

価格帯：下代 5

〜 10 万円

( 株 ) ディアンドエムパールカンパニー
カテゴリー： クラスプ

価格帯：下代 10

日本

日本

カテゴリー： ダイヤモンド

カテゴリー： その他

Beautiful collection from calibrated up to 4 carats of pink
spinel

日本

代理店求む

Nicely cut & polished hot pink spinel

〜 30 万円

( 有 ) ティーズフォーティー

( 株 ) ピージーコーポレーションジャパン

価格帯：下代 1

日本

カテゴリー： 珊瑚

ちりめんニューチューブ

価格帯：下代 1

日本

万円以下

( 株 ) プラチナ宝飾

ダイヤモンドルース

染色珊瑚薔薇パーツ

プラチナ及びゴールドのチェーン

弊社オリジナルのバリエクラスプは
用途に合わせて簡単に交換できる
“ 見せる ” ためのクラスプとして大
人気！是非ご覧下さい

ダイヤモンドルース、メレ、ポイン
ター、1ctup カラーストーン ファッ
ションジュエリー格安にて販売。

海竹珊瑚をパウダー状にした物を型
に流し再形成した商品になります。
ペンダントトップにお使い頂く事が
可能です。

喜平チェーンをはじめ、チェーン類
を多数取り揃えました。

〜 10 万円

ニッチン ( 有 )
カテゴリー： ダイヤモンド

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 株 ) ネットジャパン（ダイヤ部門）
カテゴリー： ダイヤモンド

価格帯：下代 1

日本

万円以下

( 有 ) プリンスエンタープライズ
カテゴリー： ダイヤモンド

ダイヤモンドルース

Black Diamond Beads

ダイヤモンドルース :1ct 〜 30ct up.
ポインターズ GD 〜 EX、メレー、ナ
チュラルファンシーレッド、ナチュ
ラルファンシーピンク、ナチュラル
ファンシーブルー、ナチュラルファ
ンシーグリーン他、多数取り扱って
おります。

メレサイズ、ポインターサイズ、キャ
ラアップまで 3,000 点以上取り揃え
ております。

Beautiful and high quality Diamond
Beads. Feel rich every-time you wear
them. Special range of goods and
different shapes and sizes are also
available.

価格帯：下代 300

万円以上

長谷川貿易
カテゴリー： 天然石

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

( 株 ) パッション ジェムス
カテゴリー： 天然石

ビーズ

豊富な種類の天然石をご用意してお
待ちいたしております。

高品質のインドビーズ、天然石を使
用たオリジナルデザインのシルバー
パーツ等を多数取り揃えておりま
す。
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万円以下
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価格帯：下代 1

日本

代理店求む

天然石全般

価格帯：下代 1

価格帯：下代 1

万円以下

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

代理店求む

カテゴリー： 空枠・パーツ

( 株 ) 宝石珊瑚
珊瑚アクセサリー

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) マルブン百瀬
パライバトルマリン

「オチナイくん 2」は、シリコンとス
テンレスを使ったピアスをしっかり
ロックするピアスアキャッチです。
大切なピアスの紛失防止に！

トルマリンの中でもっとも評価され
ている石パライバトルマリン。 世代
問わず人気があります。

万円以下

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： トルマリン

オチナイくん 2

価格帯：下代 1

日本

カテゴリー： 珊瑚

希少価値の高い珊瑚アクセサリーを
豊富に取り揃えております。 指輪、
ネックレス、ピアスなど種類も豊富
です。

万円以下

( 有 ) 宝石のエンジェル

〜 30 万円

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

ダイヤモンドルース

価格帯：下代 10

日本

日本

カテゴリー： チェーン・ネックレス

バリエクラスプ

価格帯：上代 5

日本

カテゴリー： その他

弊社完全オリジナルの日本製パーツ
です。ニューチューブを用いるとど
なたでも簡単にオリジナル製品が製
作可能です。注目の「ちりめん柄」
は全 12 タイプ。会期中は最小ロッ
トでお好きなお色をご購入頂けます
ので是非この機会にお試しくださ
い。

〜 5 万円

( 株 )B ソフト

( 有 ) ビーズロット

価格帯：上代 10

〜 30 万円
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美奇ワールド
カテゴリー： ラリマー

日本

( 株 ) ミタルジュエルス
カテゴリー： 天然石

ラリマー ルース

希少石ルース（タンザナイト、グレープガーネット、
マスグラバイト等）

高品質のラリマーのルースです。 他
にもハイクオリティのものや、お買
い得商品まで多数取り揃えておりま
す。

独自ルートから仕入れたレアストー
ンを展示、販売いたします。
【マツ
コの知らない世界】でも紹介され、
話題となったルースがお目見え！

価格帯：下代 1

〜 5 万円

ミャンマー翡翠 .com
カテゴリー： 翡翠

価格帯：下代 30

ミャンマー

日本

代理店求む

カテゴリー： 空枠・パーツ

カテゴリー： ルビー

非加熱ルビー

価格帯：下代 100

日本

( 株 ) ロージィブルー
カテゴリー： ダイヤモンド

楽わ

大粒ダイヤモンド

ミャンマー産の天然翡翠で製作した
マルチカラーのブレスレットです。
ご希望の翡翠で製作も承ります。 お
気軽にお問合せください。

皆さんが普段、ネックレスに使われ
ている引き輪をできるだけ使い易く
した『ヒキワの進化型』です。ネッ
クレスの取り外しに苦労されている
お洒落なネイルの方や、ご年配の方
のお悩み解消です。ぜひ一度、手に
取ってお試しください。

大粒ダイアモンドは勿論ですが、各
サイズ、各クオリテイーの企画商品
の ご相談も可能です。

〜 5 万円

( 株 ) メディアルーフ
カテゴリー： その他

価格帯：下代 1

日本

万円以下

( 株 ) ユー・エム・イー
カテゴリー： ダイヤモンド

ルースダイアモンド

ダイアモンドに負けない輝きと照り
天然ブルージルコン、私たちはア
ンコールワットの輝石と名づけまし
た。

メレは、スターサイズからのご用意
があり、その他変形、BROWN,MIX,
ナッツ等の取り扱いがございます。
0.1ct 〜 0.99ct は CGL ソーティング
付、1.0ct アップの商品は CGL 又は
GIA ソーティング付です。ラウンド
だけではなく、変形もご用意してお
ります。

価格帯：下代 10

〜 30 万円

ラディアント インターナショナル ( 株 )
カテゴリー： ダイヤモンド

価格帯：下代 30

日本

価格帯：下代 100

日本

代理店求む

カテゴリー： ダイヤモンド

カラーストーン、ルース＆ジュエリー
高品質のカラーストーンをご用意し
ております。

価格帯：下代 100

日本

カテゴリー： サファイア

日本

カテゴリー： カメオ

価格帯：下代 100

タイ

ANTWERP CUT BVBA

A NATURAL COLOURED DIAMOND IS
A RARE PHENOMENON.

〜 30 万円

BELIEVE B.S. CO., LTD.
カテゴリー： 珊瑚

台湾

CHANMEL GEMS CEYLON PVT. LTD.
カテゴリー： サファイア

Coral Decoration - Owl (Momo)

BLUE SAPPHIRES AND RUBIES

多種多様なダイヤモンドルースを取
り揃えております。 ファンシーカッ
ト、カラーダイヤモンド、サイズも
豊富にございます。

1/350 〜 1ctup のホワイト、ネクス
トホワイト、オフホワイト、TTLB、
TLB, ブラウン、ブラックダイアモン
ド等、
豊富な品揃え。形もローズカッ
ト、マーキス、ペアシェープ、プリ
ンセス、穴あき、スライスなど各種
在庫があります。

We make the coral pieces by pieces
by hande made and then stick
togerther to become to an art Coral
Decoration - Owl.

HIGH QUALITY SRI LANKAN BLUE
SAPPHIRES AND BURMA/AFRICAN
RUBIES
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価格帯：下代 5

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 10

ベルギー

カテゴリー： ダイヤモンド

ダイヤモンド

〜 100 万円

代理店求む

〜 300 万円

ダイヤモンド

価格帯：下代 30

イタリア

HEART SHAPE FANCY VIVID PURPLISH PINK 1.01CTS with
GIA & ARGYLE CERTIFICATE

非加熱サファイア

価格帯：下代 10

ACCUSATO CAMMEI DI DOMENICO ACCUSATO

Master engraver Domenico Accusato
for more than 20 years has participate
in numerous fairs around the world to
spread the artistic value of the cameo.
For about 20 years the master has
fair in Tokyo, Nagoya, Hiroshima and
all Japan, London, Basilea , Barcelona
and Europe. For about 3 years,
engraving master has fairs and events
in China, Beijing, Shanghai and Taijing
to promote the Italian art of cameo.

〜 300 万円

AMERICAN-THAI TRADING

〜 300 万円

Shell Cameos carved handmade in Italy by Master
engraver Domenico Accusato

Untreated Sapphire is offered in a
wide range of colors. We have stones
from Sri Lanka, Madagascar, and
Burma. We facet all stones with care,
and lab reports have been prepared.

〜 100 万円

( 有 ) リガリア

代理店求む

日本

カテゴリー： エメラルド

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

天然ブルージルコン

ロイヤルカラー ( 株 )

〜 300 万円

天然翡翠ブレスレット

価格帯：上代 1

ミャンマー

貴重な高品質非加熱ルビー、サファ
イア、レッドスピネル

〜 100 万円

( 株 ) ムラオ

RUBYLAND (MYANMAR)

〜 30 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 30

スリランカ

代理店求む

〜 100 万円
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CHILI JEWELS (HK) LTD.
カテゴリー： ラリマー

香港

DEMIDOFF CO., LTD.
カテゴリー： ガーネット

All kind of Larimar products

Russian (Ural) Demantoid 7,86 ct

The blue larimar brings us inner peace
and helps us come out of retreat and
idleness. Spiritual growth and creative
action is supported. Especially at the
beginning of the year, this stone can
help us to energetically take control
of our own life and to actively shape
our own being. Being open for new
impressions from all directions leads
to new ideas and perspectives.

Magnificent very rare cushion
shape Russian Demantoid 7,86 ct of
saturated green color, very clean and
bright. That unique gem makes your
collection.

価格帯：下代 1

〜 5 万円

FANCY FACTORY CO., LTD.
カテゴリー： 天然石

価格帯：下代 300

タイ

GENNARO BORRIELLO SRL
カテゴリー： カメオ

Preziosa Collection

wholeseler stone

Hand Made: Shell Cameo as Ring
and Earrings 18Kt gold and blue
sapphires.

〜 5 万円

J. B. AND BROTHERS PVT. LTD.
カテゴリー： ダイヤモンド

価格帯：下代 10

インド

J.K.STAR LTD.
カテゴリー： ダイヤモンド

We manufacture 0.18cts to 20cts
plus in round and all fancy shapes, all
color & clarities with Specialization
in 0.50cts to 5cts.,FL to I1 clarity,D
to N color in round (mainly in
round GIA EX-EX-EX) and all fancy
shapes & fancy colors. Our various
value added services as mentioned
below: Premium Plus Bid, Golden
Bid, Proposal Sales System & Others
Services. For various exiting features
& services please register on http://
www.jbbrothers.com

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 m a n u f a c t u r e r, e x p o r t e r a n d
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: SI and below.

万円以上

JBE DIAMONDS INC.
カテゴリー： ダイヤモンド

価格帯：上代 10

アメリカ

カテゴリー： トルマリン

Leaf

LOOSE DIAMONDS GIA

大変希少価値の高い高品質

価格帯：下代 30
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〜 100 万円
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イタリア

代理店求む

価格帯：上代 100

香港

代理店求む

P HIRANI
カテゴリー： ダイヤモンド

インド

代理店求む

〜 300 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

代理店求む

NAROLA

価格帯：上代 10

インド

〜 30 万円

PANJSHIR VALLEY EMERALDS

GIA CERTIFIED NATURAL FANCY
COLOUR DIAMONDS. 1CT+ SIZE PINK & GREEN CONTRAST PAIR

Breathtaking color from the legendary
Panjshir Valley. Responsibly sourced
fair trade emeralds with amazing
quality.

万円以上

カテゴリー： 水晶

価格帯：上代 300

インド

万円以上

PODDAR DIAMOND LTD.
0.20-0.29 carat D-FL diamonds.

natural fancy gems and hand made
carving

There are not even 1% D-FL diamonds
in the world. Out of this 1% D-FL
diamonds, only 1% diamonds are of
the size 0.20-0.29cents This shows
how extremely diﬃcult these stones
are to manufacture and how rare they
are. Work of extreme precision and
have not even a scratch and colorless
diamonds.

RIGHT GEMS SUPPLIER
カテゴリー： トルマリン

Paraiba from Brazil

価格帯：下代 100

タイ

代理店求む

Beautiful Neon Blue Brazil Paraiba

価格帯：下代 100

〜 300 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

インド

カテゴリー： ダイヤモンド

ijt tokyo

〜 5 万円

アメリカ

カテゴリー： エメラルド

4.03 Carat Vivid Green Emerald

PARAMOUNT GEMEXCO

インド

カテゴリー： ダイヤモンド

NATURAL FANCY COLOUR DIAMONDS

価格帯：下代 1

台湾

NAROLA GEMS

Our 15 year old global network
of marketing associates at major
diamond hubs like Hong Kong,
China, France, Japan, Belgium, South
Africa, Australia, Singapore, USA, Italy
, New Zealand ,Canada and Dubai
provide sales and services to our most
prestigious and loyal clients all over
the world.

万円以下

価格帯：上代 300

代理店求む

Natural Loose Diamonds

Faceted Stones

価格帯：下代 1

〜 30 万円

KOR CHEN CORP.

カテゴリー： その他

代理店求む

〜 300 万円

SHEETAL MANUFACTURING CO PVT. LTD.

インド

カテゴリー： ダイヤモンド

Round, Pear, Heart, Oval, Emerald, Princess, Cushion,
Marquise, Radiant, Triangle.

代理店求む

Size 0.01 CT- 5 CT Color D - M
Clarity IF - S I 2 Shape - Round,
Pear, Heart, Oval, Emerald, Princess,
Cushion, Marquise, Radiant, Triangle.
GIA, HRD, IGI, Forever Mark, IIDGR,
NGTC. Certiﬁed & Non Certiﬁed.

価格帯：下代 300

万円以上

IJT 2019 Guide Book

99

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

LOOSE DIAMONDS

LOTUS GEMS HK

Our brightest collection of faceted
stones from brilliant classic cuts to
edgy fantasy cuts.

〜 30 万円

LOOSE POLISHED DIAMONDS

価格帯：下代 300

代理店求む

万円以上

pink sapphire , unheated sapphire

価格帯：下代 1

タイ

SOLTRONIX ( RAJASTHAN ) LTD.
カテゴリー： エメラルド

Zambian Emerald Cushion Shape

インド

代理店求む

Well assorted Zambian Emeralds for
the High quality designer Necklace.
Will look extremely attractive if used
in combination with white diamonds.
We manufacture Gems as per your
drawings , size , thickness , color etc.
We do also manufacture degraded
color in one set of necklace , like light
emerald to deep green Emerald for
one necklace. We have the strong
capabilities to handle orders well on
time and to give FINE POLISHING
AND CUTTING compare to the best in
the industry.

価格帯：下代 10

カテゴリー： ダイヤモンド

0.50ct Radiant Fancy Intense BLUE VS2

カテゴリー： ダイヤモンド

イタリア

代理店求む

〜 5 万円

( 株 )HY フューチャー Co.
カテゴリー： リフォーム

日本

大北商事 ( 株 )

ワイヤーリメイク

ブレアコレクション

リーズナブルに出来る「ワイヤーリ
メイク」は「ジュエリーリメイクは
高い」という概念を打ち崩す新しい
形です。ハンドメイドにより丁寧に
制作されたオンリーワンの特別感と
財布にやさしい親しみやすさの両方
を実現しました。

ジュエリーをよりスタイリッシュ
に。マットなレザーは落ち着きのあ
る高級感を演出します。

価格帯：下代 1

〜 5 万円

万円以下

代理店求む

Larimar Beads

3D PhotoBench80

Rapidshape

NIce!!! Best Quality!!!

ジュエリーに特化した撮影スタジ
オ。 通 常 の 写 真 の 他 に 360 °画 像、
3D 画像が撮影可能で、競合店より
一歩進んだ商品の魅せ方を！

ジュエリー作製用の 3D プリンター
です。高性能でよりスピーディーに
作製可能です。皆様ぜひお立ち寄り
ください。

価格帯：下代 5

香港

〜 10 万円

オートリージャパン ( 株 )

価格帯：下代 1

WING LEE ARTS CO., LTD.
カテゴリー： ラリマー

カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

価格帯：上代 100

〜 300 万円

( 株 )Thursday

香港

日本

カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

コアフロント ( 株 )

万円以上

( 株 ) サンエイ

日本

カテゴリー： ジュエリーボックス

素材︵貴石・半貴石など︶
・パーツ

Z Diamond

ギフト、ノベルティに大好評のジュエリーボールペン

宝石箱 結

Z Diamond, the pure beloved
Diamond Pure beloved Lady's Dream
comes true Z Diamonds attract
Purity, Harmony and Pure Love. We
are putting Colourless, Large-sized
and Pure Diamonds on every beloved
lady's ﬁnger

ギフト、ノベルティ、社内品として
大変好評のボールペン

京都発のジュエリー BOX 結です。
縁起柄をハイセンスに表現していま
す。 縁起の良い吉祥文様をあしらい
たたむ広げるの機能性が施されてい
ます。

ꟼ鸬㉀ㅷ٥⪵✲⟰歗

日本

カテゴリー： 製造・加工・計測機器

価格帯：上代 300

日本

日本

カテゴリー： ジュエリーボックス

イスラエル

万円以上

ZS TECHNOLOGY HK CO., LTD.

exclusive handmade cameos

価格帯：下代 1

0.50ct Radiant Fancy Intense BLUE
VS2

価格帯：下代 300

カテゴリー： カメオ

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

〜 30 万円

VMK DIAMONDS LTD.

VITIELLO CAMEOS SRL

堣唒䊨Ⱗ٥וזأؙحن

価格帯：下代 30

〜 100 万円

アルファーミラージュ ( 株 )
カテゴリー： 製造・加工・計測機器

価格帯：上代 1

日本

イタリア大使館 貿易促進部
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

イタリア

万円以下

GIA
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

価格帯：上代 1

日本

万円以下

シーフォース ( 株 )

南イタリアのジュエリー

ダイヤグレーディング、色石鑑別、教育コースのご案内

DWS 光造形機 /3D プリンター

オリンパス GoldXpert は、貴金属製
品の成分分析を約 10 秒で高精度に
解析、とても簡単で誰にでも操作で
きる X 線分析計です。品質・工程管理、
古物の鑑定、偽物判定等に最適、信
頼ある測定結果をお届けします。弊
社はオリンパス GoldXpert の国内総
代理店です。

南イタリアパビリオンには、南部の
8 州より約 25 社のジュエラーが出展
し、高品質な製品をご提案します。

サービス内容 : GIA 色石鑑別レポー
ト、GIA 色石鑑別および原産地特定
レポート 、ダイヤモンドドシエ、ダ
イヤモンドグレーディングレポート
教育 : 宝石を評価する為の技術的な
専門知識と実践的なスキルを習得で
きる、GIA 教育コースのご紹介

精密な再現性、高い安定性、多様な
材料を兼ね備えたハイエンド 3D 光
造形機。 会期中、常時デモを行って
おります。

100

〜 300 万円
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価格帯：下代 1

価格帯：

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 300

代理店求む

万円以上

IJT 2019 Guide Book
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関連商品・催事企画

関連商品・催事企画

オリンパス 貴金属 X 線分析計 GoldXpert

価格帯：上代 100

日本

カテゴリー： 製造・加工・計測機器

( 株 ) ジェー・クラフト
カテゴリー： ショーケース・ディスプレイ

日本

Gem-A
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

イギリス

( 株 ) 西尾硝子鏡工業所
カテゴリー： ショーケース・ディスプレイ

日本

日独宝石研究所

OEM ディスプレイ

宝石学ファンデーション・コース

ハーフミラーショーケース DUAL

簡易ダイアモンド検査機

設計段階からお客様とお打ち合わせ
を行い、ブランドコンセプトに沿っ
た最適の演出のお手伝いを致しま
す。

宝石学ファンデーションは宝石の基
礎を学ぶ理想的なコースです。ディ
プロマ資格、FGA 会員資格取得への
第一歩となります。

ハーフミラーの効果を利用して、内
照 式 の ON/OFF に よ り ケ ー ス 内 が
ミラーとなりジュエリーの価値を上
げ、魅力的に演出します。

近年流通が懸念されている HPHT 合
成ダイアモンドの簡易検査機や、今
でも混入がなくならない CZ の検査
機をご紹介します。

価格帯：上代 5

〜 10 万円

( 株 ) 真珠科学研究所
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) 鈴峯
カテゴリー： 製造・加工・計測機器

価格帯：上代 10

日本

最新の加工機器から検査機器・工具・消耗品を
展示販売します

真珠事典
「真珠事典」
（真珠、その知られざる
小宇宙）は真珠の歴史から装いまで
をまとめた真珠業界関係者の必読書
です。真珠を理解する上で必ず役に
立つ知識が網羅されています。当社
ブースにて是非手にとってご覧下さ
い。

価格帯：上代 1

注 目 商 品 1. レ ー ザ ー 彫 刻 機 新 ス
キャニング機能搭載 2. レーザー溶
接機 新モデル登場 3. 最新のソフト
ウェアー 製造向けの 3DCAD からセ
ミオーダーカタログソフト 4.X 線分
析装置 PC 内蔵のドイツ製小型装置
5. 合成ダイヤモンド検査機器 6. 最新
光造形機

万円以下

スターリスペクト ( 株 )
カテゴリー： 催事企画の提案（小売店などに向けた催事の企画）

価格帯：上代 30

日本

〜 100 万円

( 株 ) 田邊研電
カテゴリー： 製造・加工・計測機器

〜 30 万円

日本気圧バルク工業 ( 株 )
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

〜 100 万円

パーセル プロ リミテッド
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

酸素ルーム

保険付き輸送

世界初の分割連結式タイプや低気圧
空間と高気圧空間を切り替え可能な
2WAY タイプを国内自社工場にて設
計・製作。2 人から最大 24 人まで入
れる酸素ルームをお客様のニーズに
合わせてご用意できます。

我々宝飾品輸送のエキスパートにお
問い合わせ下さい。お客様とお客様
のビジネスを守るお手伝いが出来ま
す。 ・保険付き配送サービス ・宝飾
品輸送の知識 ・貨物持ち込み

価格帯：上代 300

日本

価格帯：上代 30

日本

万円以上

( 株 ) バル・プランニング
カテゴリー： 業務委託・集客支援

価格帯：上代 1

日本

( 株 ) 万雄
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

ALO フォトスフィア

ジュエリー・宝石店舗設計・店舗デザイン

ダイヤモンドミラー

上質な皮に鞣しと染めの技術を最大
限に生かした商品です。 お手に取っ
てご覧頂きたい商品です。
＊催事対応、ご相談商品です。

ジュエリーに最適なプロのライティ
ングも 3D 写真も全てこの 1 台にお
まかせ！ 商品をテーブルにセット
するだけで、数分で素晴らしいクオ
リティの静止画、360°
写真、動画を
撮影することができます。

IJT30 回連続出展記念・特典イベン
ト開催します。 「幸せ」を繋ぐ空間
創りを、トータルで提案いたします。
「人と人」
・
「人と物」
・
「人と店」を
繋ぐことは、
「幸せ」を繋ぐことです。

3 種の光を LED ライトで表現でき、
直径 18 センチで片面は 7 倍の拡大
鏡になっており、高さも簡単に変え
られます。

〜 100 万円

デンセイシリウス ( 株 )
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

価格帯：上代 100

日本

〜 300 万円

( 株 ) トップウェル
カテゴリー： ジュエリーボックス

価格帯：上代 300

日本

万円以上

( 株 ) ピィアース
カテゴリー： ショーケース・ディスプレイ

ギフトボックス

招福 桜の金イノシシ

宝飾店様が必要とする顧客管理と商
品管理は勿論のこと、メガネ処方箋
や売上データ分析、ポイントカード
を管理するシステムです。

OR-PJ01A

干支は 1 年の守り神。キラキラの干
支飾りで新しい 1 年を迎えてくださ
い。

価格帯：上代 1

102

〜 5 万円
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価格帯：上代 1

万円以下

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 1

日本

代理店求む

万円以下

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

〜 5 万円

( 株 ) フィッシャー・インストルメンツ
カテゴリー： 製造・加工・計測機器

日本

シグマスコープゴールド B（金塊の真偽判別検査装置）

関連商品・催事企画

関連商品・催事企画

宝飾ナビ

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

クロコダイルバッグ

価格帯：上代 30

日本

カテゴリー： 製造・加工・計測機器

金インゴットやコインなどが偽造品
であるかどうかを判別できる検査装
置です。厚さ約 1.5mm から 18mm
まで測定できます。

価格帯：上代 100

〜 300 万円
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フェニックス電子 ( 株 )
カテゴリー： ショーケース・ディスプレイ

日本

Formlabs( 株 )
カテゴリー： 製造・加工・計測機器

IC タグ製品

光造形方式 3D プリンタ「Form 2」

IC タグを使えば、商品点数の確認作
業が驚くほど簡単・スピーディーに
行えます。離れたところから情報を
読み取れるため棚卸時や商品持出し
時の煩わしい作業時間が大幅に短縮
できます。IC タグを内蔵した値札に
直接印字できるプリンタも出展いた
します。

いま最も注目され、選ばれ続けてい
る光造形方式3Dプリンタ
「Form 2」
。
出力精度はもちろん、信頼性や使い
勝手に優れ、多種多様なレジンが
Form 2 による 3D プリントの適用範
囲を拡大しています。 3D プリント
の今とこれからは Formlabs が創造
します。

価格帯：上代 10

〜 30 万円

( 株 ) 福島鑢商店
カテゴリー： 製造・加工・計測機器

ヨーロッパの一流機械・工具

価格帯：上代 30

日本

代理店求む

本展示会では日本初公開となる新商
品の発表を予定しております。海外
の選りすぐりの工具をご紹介すると
共に、数量限定で試供品の配布も致
しますのでお気軽にお立ち寄りくだ
さい。

価格帯：上代 10

〜 30 万円

( 有 ) モリモト
カテゴリー： 製造・加工・計測機器

ノーシアン電解研磨剤、卓上型メッキ装置及び豊富な
メッキ液

代理店求む

ゴールドとシルバーに最適なノーシ
アン電解研磨剤、信頼性の高い卓上
型メッキ装置、豊富な種類のメッキ
液のご紹介。

価格帯：上代 1

〜 5 万円

( 株 ) ユーテック
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

バーコード・RFID（IC タグ）を利用
する商品・在庫・販売管理ソフトウェ
ア

カテゴリー： セキュリティ製品・サービス

( 株 ) ライム
カテゴリー： ショーケース・ディスプレイ

AMCON CO., LTD.
velvet, leatherette and suede jewelry boxes and pouches

人気の 3 段リングスタンドの形が新
しくなりました。色は白、黒、ベー
ジュの 3 色です。

We stress in the look, quality, hand,
durability of the products

万円以下

CH. DAHLINGER FAR EAST LTD.
カテゴリー： ジュエリーボックス

価格帯：下代 1

香港

万円以下

SARINE TECHNOLOGIES LTD.
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

GLOVIA smart 専門店 ジュエリー

Earrings box

Light Performance

宝飾業界特有の業務（絶対単品の商
品管理 / 委託品 / 持出管理 / 受託管
理 / 個人売掛管理 / 催事売上管理な
ど）に標準対応 200 社以上の導入実
績（宝飾業や時計・眼鏡小売業の専
門スキルを有した担当者による導入
を実施）

2 doors earrings box covered with
high quality leatherette paper with
high hair velvet lining. Box sizes can
be flexibly change to fit the special
design of the jewellery items.

Light performance is the measure of
a way a diamond interacts with light.
Sarine light performance grading
provides an accurate, science based
understanding of a diamond s visual
beauty. Sarine Light is advanced
technology that measures and
analyzes 4 parameters of light
performance: Brilliance, Sparkle, Fire
and Symmetry, and then assigns
a total light performance grade
that defines the diamond s true
appearance.

万円以上

( 株 ) 矢野経済研究所 /JAPANPRECIOUS
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

価格帯：下代 1

日本

万円以下

THE GEM AND JEWELRY INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

価格帯：上代 1

タイ

TUNG SHING PACKAGING MATERIAL CO., LTD.
カテゴリー： その他（鑑定・教育・コンサルティング・出版物など）

Gem Testing Laboratory

Flocking Fabric

宝 飾 専 門 誌 [JAPAN PRECIOUS] は、
1996 年に創刊以来、毎号最新の企業
事例や新作ジュエリー、独自調査結
果などを満載しております。

The superlative Lab for Gem and Precious Metal Identiﬁcation,Equipped
with State-of-the-art R&D and Highly
Experienced Gemologists.

Flocking Fabric

吉田キャスト工業 ( 株 )
カテゴリー： 製造・加工・計測機器

新型高圧力鋳型回転加圧鋳造機 model YGP-55GR

価格帯：上代 1

日本

代理店求む

従 来 圧 力 0.3MPa か ら 0.5MPa に 加
圧圧力を上げ、より微細な樹脂モデ
ルの鋳造に対応する鋳型回転加圧鋳
造機。様々な金属に対応。

万円以下

XIAMEN SMARTCLEAN CO., LTD.
カテゴリー： ジュエリーメンテナンス用品

JEWELRY 6

イスラエル

万円以下

JAPAN PRECIOUS

万円以下

香港

カテゴリー： ジュエリーボックス

リングスタンド

価格帯：下代 1

日本

日本

価格帯：下代 1

香港

万円以下

中国

代理店求む

Smartclean is so elegant and smart to
clean your jewelry, etc.

宝石・貴金属市場年鑑
2018 年版

関連商品・催事企画

関連商品・催事企画

バーコード・RFID（IC タグ）を利用する商品・在庫・販売
管理ソフトウェア

( 株 ) 富士通マーケティング

価格帯：上代 1

日本

代理店求む

〜 100 万円

価格帯：上代 300

日本

日本

＜市場分析編＞＜卸・メーカー編＞＜小売編＞

KWWSVZZZ\DQRFRMS
価格帯：上代 100

104

〜 300 万円
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価格帯：上代 300

万円以上

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 1

万円以下

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。
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( 株 ) アトリエ・オドー
カテゴリー： シルバージュエリー

日本

( 株 ) イシイ

日本

カテゴリー： ラリマー

ピアス、プチネックレス

シルバーにパラジウムを配合した独
自の新素材 "Deep Silver"。シルバー
の弱みである傷がつきやすい・変色
しやすいといった点をパラジウムを
加えることでカバー。ワンランク上
のシルバー素材です。

青い空を海面に海面に映し出したよ
うな個性的なマーブル模様が魅力的
なラリマー。 空や海をそのまま切り
抜いてきたかのような石です。 石本
来の魅力を最大限に楽しめるよう、
特に飾らずシンプルな枠におさめま
した。

ガールズジュエリー

新素材 DEEP SILVER を使用した tesoro

東京
EXPO

価格帯：上代 1

〜 5 万円

( 株 ) イノウエ
カテゴリー： あこや真珠素材

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

エインズレイ ( 株 )
カテゴリー： 天然石

K18 アコヤ

ネックレス、ブレスレット、ピアス

K18 アコヤ

英国国外での販売は日本が初めてと
なります。半貴石、ビーズ、ガラス、
シルバーを用い、職人が手作業にて
制作しています。

価格帯：下代 1

〜 5 万円

( 株 ) エージーポイント
カテゴリー： ブランドジュエリー

Rosace Series - Vitrail -

価格帯：上代 1

日本

代理店求む

「Rosace」とはフランス語でバラ窓
「Vitrail」はステンドグラスを意味し
ます。ゴシック調の建築物などの繊
細な装飾が施されたバラ窓、ステン
ドグラスを表現しています。裏表、
細部にまで拘った cheravir ならでは
の繊細な透かしのデザインをお楽し
みください。

イギリス

〜 5 万円

エヌエヌトレーディングジャパン

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

ピアス
色彩が豊富なカラーストーンを使っ
て、本場アメリカ NY のデザイナー
がデザイナしました。 ポップな感じ
やエレガントなものまで多数揃えて
います。

⳿㾜㉀ㅷ稱➜
（ 一 部抜粋）
価格帯：上代 1

IVY
カテゴリー： カラーストーン全般

日本

( 有 ) アスト・トレーディング
カテゴリー： あこや真珠素材

日本

〜 5 万円

( 株 ) エムジェイ
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：下代 1

日本

万円以下

( 株 )L.O.L

K10YG ムーンストーンのリング

K18 アコヤ真珠ネックレス

ルシエル

ブライダルリング

キラキラ輝くオリジナルカットで
す。ムーンストーンは柔らかな光を
放ちます。

デザインチェーンとアコヤ真珠を
使った華やかなネックレスです。

ルシエル - 煌めく星のようなダイヤ
モンド - 18 金のダイヤモンドシリー
ズ。さりげない煌めきはご褒美ジュ
エリーにはもちろん。オン、オフ選
ばず普段使いに最適です。

鍛造リングの 3 倍の硬さを誇る
Timeless Platinum950 を導入するこ
とで、小傷が付きにくく、サイズ直
しができるリングの作成が可能で
す。さらに 20 年保証対応により、
お客様がより長く安心して使って頂
けるよう努めております。

価格帯：上代 1
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価格帯：下代 1

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：上代 5

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： プラチナジュエリー

価格帯：上代 5

〜 10 万円
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( 株 ) エルディインターナショナル
カテゴリー： K18

日本

( 有 ) 太田貿易
カテゴリー： ブライダルジュエリー

すべて当社で開発されたオリジナル
ジュエリーを発表させていただきま
す。トレンドを取り入れ、アクセサ
リー感覚で楽しんで頂ける商品展開
です。OEM のご相談も承ります。ぜ
ひお立ち寄り下さい。

代理店求む

オレッキオは、直営店含め、全国 40
店以上の都道府県で展開中のブライ
ダルブランドです。サンリオの主要
キャラのハローキティとコラボした
ブライダルブランドも出展いたしま
す。またスクウェアーダイヤを使用
した新作ファッションジュエリーも
展示します。

( 株 ) クラフト金澤
カテゴリー： ブライダルジュエリー

日本

( 株 ) 工房グリーム

日本

カテゴリー： ブライダルジュエリー

Hawaiian Ti

ブライダルブランド

今までに無い美しいチタン製のハワ
イアンジュエリーです！ チタン製
なので軽くて丈夫でアレルギーを起
こしにくく快適に安心して装着して
いただけます。 また、ハワイ彫刻
ならではの美しいモチーフを特別カ
ラーで仕上げております。

世界中のどのジュエリーよりも美し
い輝きと光沢を保ち続ける夢の素材
『Timeless Platinum 950』のブライダ
ルブランドです。

ガールズジュエリー

ガールズジュエリー

ブライダルジュエリー ( 婚約指輪・結婚指輪）
、スクエアー
ダイヤファッションジュエリー

プレスピアス

日本

東京
EXPO

東京
EXPO
価格帯：下代 1

〜 5 万円

( 株 ) オサダ工房
カテゴリー： メンズジュエリー

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) オリエント 4C's
カテゴリー： プラチナジュエリー

価格帯：下代 1

日本

〜 5 万円

( 株 ) 山勝
カテゴリー： イヤリング ･ ピアス

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

( 株 ) 山宝

メンズジュエリー

新型を含む 28000 型以上の空枠

ピアス・イヤリング

K10 プチネックレス

メンズジュエリー、手作り翡翠ペン
ダント

空枠メーカーならではの多彩な枠を
活用したあらゆるサービスを提案致
します。

K10 素材を主としたピアスを多数取
り揃えております。線材やチェーン
を組み合わせたり、地金にテクス
チャー加工を施したデザインなどを
得意としております。他にも様々な
テイストのデザインがございます。

鮮やかなカラーストーンをシンプル
にデザインしたプチネックレスで
す。ファセットカットやカボッショ
ンとデザインによって石のカットに
もこだわりました。

価格帯：下代 30

〜 100 万円

( 株 ) カザ
カテゴリー： マベ真珠素材

価格帯：下代 5

日本

〜 10 万円

( 有 ) 川浩 / Hachi Jewelry
カテゴリー： シルバージュエリー

価格帯：上代 1

日本

〜 5 万円

( 株 ) シージェイステュディオ
カテゴリー： カラーストーン全般

価格帯：上代 1

インド

〜 5 万円

( 株 )J-one

シルバージュエリー

PIETRA LUNARE

K18 ダイヤモンドジュエリー

パールジュエリーの中でも最近特に
注目を浴びているマベ真珠をあし
らった貴重なジュエリーを展示販売
いたします。2 度と手に入らないよ
うな特大サイズもご用意して、皆様
のご来場を心よりお待ち申し上げま
す。

アジアの女性を美しく魅せるデザイ
ンのジュエリーは、熟練の職人技と
最先端の技術によって一つ一つ丹精
込めてお作りしています。

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。 参考上代 リ
ング￥3800 〜￥8800

高い技術を要するマイクロセッティ
ングで制作した製品になります。
極小ダイヤをラインに並べてさらに
テーブル面をそろえて石留めを行っ
ておりますのでパヴェはもちろん、
細いラインのデザインもきれいに製
作する事が可能です。

〜 300 万円

( 株 ) キャトルヴァン
カテゴリー： ラリマー

価格帯：上代 1

日本

万円以下

QUDO
カテゴリー： アクセサリー

ラリマーネックレス

QUDO INTERCHANGEABLE

希少価値の高いドミニカ共和国産の
ラリマーを使用したネックレス。 海
と大自然をイメージしたビーン＆バ
ニラハワイのジュエリーは、すべて
ハワイでデザインされています。

QUDO は、スワロフスキーのトップ
をリングやブレスレットに「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。

価格帯：上代 1
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価格帯：上代 1

価格帯：上代 1

ドイツ

代理店求む

万円以下

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

万円以下

( 株 )SENTE
カテゴリー： デザイナーズジュエリー

LUMIEF OPAL Rough Ring + G

価格帯：下代 5

日本

代理店求む

光学ガラスの中にオパールを浮か
せ、パランス良く純金が添えられた
ゴージャスだけどシンプルで使い易
い Ring

価格帯：上代 1

〜 5 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

日本

カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

K18 マべ真珠 / ダイヤモンドペンダントネックレス

価格帯：上代 100

日本

カテゴリー： カラーストーン全般

〜 10 万円

大同機工 ( 株 )

日本

カテゴリー： デザイナーズジュエリー

イニシャルチャーム大

代理店求む

サージカルステンレスを使った、立
体的なつる草デザインのイニシャル
チャームの大きいサイズです。ペン
ダントトップやバックチャームに最
適です。お肌に優しい医療用のステ
ンレスを磨きにこだわり、色変わり
せずに安心してお使い頂け、ギフト
に最適です。

価格帯：上代 1

〜 5 万円
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Tirr Lirr/RoenBLACK/Ed Hardy/Pure ( 株 ) 共栄商会
カテゴリー： ブランドジュエリー

日本

( 株 ) トップジュエリー
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

日本

( 株 ) ホワイトリンク
カテゴリー： 天然石

日本

( 株 ) ラッキー商会

日本

カテゴリー： エメラルド

トップスウィングスター (TW-201）

タッセルブレスレット

K18 エメラルドネックレス

香りを放つ、色気のジュエリー。パ
ルファムペンダント。ランダムに並
ぶナンバーに数滴の香水 ( パルファ
ム ) を垂らすことで、約 1 週間香り
を放ちます。リバーシブルタイプで、
裏面には RoenBLACK の象徴スカル
がレーザープリントされています。

TopSwingStar ≪ TW-201・フラワー
ガーデン≫花畑に舞う蝶々とお花
をイメージしたジュエリーになりま
す。中心のダイヤモンドが、わず
かな振動をもとに細かくスウィング
し、まるで星のままたきのようなき
らめきを放ちます。

天然石を 1 ポイント使いしたカラフ
ルなブレスレットはその日のファッ
ションや気分に合わせてレイヤード
遣いがオススメです。

人気のエメラルドを主役にしたシ
リーズです。 星やハートなどの可
愛らしいモチーフから、 繊細な模様
を施したエレガントなデザインまで
多数ご用意しております。 K18 ゴー
ルドとエメラルドの深い緑色が合わ
さったこの春おすすめのアイテムで
す。

ガールズジュエリー

ガールズジュエリー

ロエンブラック パルファムペンダント

東京
EXPO

東京
EXPO
価格帯：上代 1

万円以下

バンビジュエリー ( 株 )
カテゴリー： ブライダルジュエリー

価格帯：上代 5

日本

〜 10 万円

( 株 ) ビー・ビー・アイ
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：上代 1

日本

万円以下

( 株 ) ルキナ
カテゴリー： ダイヤモンドジュエリー（無色）

価格帯：上代 5

日本

〜 10 万円

RosettE

カタム

K18PG シェルダイヤペンダント

ダイヤモンドジュエリー

ブライダルリング

katamu の結婚指輪は、国内自社工
場で、特別な設備で金属を鍛えて作
る鍛造 ( たんぞう ) 製法によって作
られています。ふたりのご縁をしっ
かり「固む」高い強度となめらかな
着け心地をもつ一生ものにふさわし
い指輪です

「CLARITY」ピンクシェルを使用し、
ハートからのクローバーやマーキス
からの可愛いお花に。2WAY で二つ
の顔を持つネックレスです

シンプルでありながら、存在感漂う
ダイヤモンドジュエリー。ギフトや
頑張った自分へのご褒美ジュエリー
としても人気です。

英国調をテーマにクラシカルでトレ
ンド感あるブライダルジュエリー
ブ ラ ン ド『RosettE』
。新ブランド
『CANDLE』の発表も！

価格帯：上代 10

〜 30 万円

ビュルオンシエル
カテゴリー： アクセサリー

価格帯：上代 10

日本

〜 30 万円

( 有 ) フリージア
カテゴリー： K18

ガラスアクセサリー

ノンホールピアス

ハンドメイドのオリジナルガラスを
使用したペンダントやピアスをその
場でカスタマイズ。チェーンなどは
ステンレンスを採用。

【ノンホールピアス】とは、ピアス
のように見えるイヤリングになりま
す。名前の通り、ピアスホールを開
けていなくても着けられ、見た目が
ピアスのようにスッキリ見えるトレ
ンドのイヤリングコレクションで
す。豊富なデザインをご用意してお
ります。

価格帯：上代 1

万円以下

( 有 ) フレア
カテゴリー： その他（K10、K14 など）

価格帯：上代 1

日本

価格帯：上代 1

日本

カテゴリー： プラチナジュエリー

EMMA&CHLOE
カテゴリー： デザイナーズジュエリー

Hortense earrings in brass gilded with ﬁne gold and semiprecious stones

価格帯：上代 1

日本

WANG CHEN JEWELRY CO.
カテゴリー： K18

ディズニーマリッジリング

new style for 18 kGold and silverjewelry

細い線材を立体的にゆるく巻いた商
品です。1 点 1 点職人が手作業で巻
いておりゆるく巻かれた線材とその
空間をお楽しみください。

ディズニーの各キャラクターをイ
メージしたマリッジリングの販売店
を募集しております。

Thousants of new style for 18KGold
and silver Jewelry
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価格帯：上代 5

フランス

代理店求む

〜 10 万円

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。

価格帯：下代 1

代理店求む

〜 10 万円

FAR FETCHED JEWELRY LLC
カテゴリー： シルバージュエリー

Best Furry Friends

アメリカ

代理店求む

Our favorite furry friends in mixed
metals - sterling silver, brass, copper
- ﬁnely crafted by artisan hands. Far
Fetched brooches can be worn on
lapels, sweaters, scarves, or bags
and instantly reminded you who is
waiting for you at home. Additional
designs and breeds available.

万円以下

ゆるまき

価格帯：上代 1

価格帯：上代 5

XXL earrings that are bold yet reﬁned.

〜 5 万円

( 株 )white clover

〜 5 万円

日本

カテゴリー： ブライダルジュエリー

価格帯：下代 1

万円以下

台湾

代理店求む

万円以下

※上記は、出展商品の一部抜粋となります。この他にも会場では多数の商品が出展されます。
※ 2018 年 11 月 15 日時点の情報です。
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