
2021年01月31日カタログ№01-01

原産国：中国

材 質：スワロフスキークリスタル

合金に金メッキ

ｲｴﾛｰ 金運ＵＰ

品番:01401
JAN:4562133538844

ﾚｯﾄﾞ 恋愛、勝負運ＵＰ

品番:01402
JAN:4562133538851

ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ｽﾃｰﾀｽＵＰ

品番:01403
JAN:4562133538868

ｸﾞﾘｰﾝ 健康、家庭運ＵＰ

品番:01404
JAN:4562133538875

品番:01407
JAN:4562133538905

品番:01408
JAN:4562133538912

品番:01409
JAN:4562133538929

品番:01410
JAN:4562133538936

カラーフクロウ Ｗ7/Ｄ3/Ｈ8

各本体価格￥1,600

品番：01504*
JAN:4562133546719

フクロウ 木乗り

Ｗ5/Ｄ3.5/Ｈ9

本体価格￥3,200

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

フクロウオーナメント
原産国：トルコ 材質：クリスタル

品番:08127
JAN:4582141278426

Ｈ4

本体価格￥1,800

品番:08126
JAN:4582141271281

Ｈ5

本体価格￥2,200

品番:08125
JAN:4582141271274

Ｈ6

本体価格￥2,600

品番：01615*
JAN:4571140727257

フクロウ小物入れ

φ5/Ｈ8

本体価格￥3,200

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。



2021年01月31日カタログ№01-02

原産国：中国

材 質：スワロフスキークリスタル

合金に金メッキ

品番：01370*
JAN:4562133547839

ブタ

Ｗ5/Ｄ2/Ｈ2.5

本体価格￥1,200

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：01642*
JAN:4571140738185

ネコ
Ｗ7/Ｄ3/Ｈ7
本体価格￥1,800

品番：01652* JAN:4571140741420

イヌ Ｗ8/Ｄ4/Ｈ6.5

本体価格￥2.200

品番：01653* JAN:4571140741437

イヌ Ｗ8/Ｄ2/Ｈ5

本体価格￥1,500

品番：01560
JAN:4562133565659

ウミガメ

Ｗ6.5/Ｄ5.5/Ｈ3

本体価格￥3,200

品番：01548* JAN:4562133563907

クジャク Ｗ14/Ｄ3/Ｈ9

本体価格￥3,600

品番：01337*
JAN:4562133533436

サソリ

Ｗ9.5/Ｄ7/Ｈ5

本体価格￥1,700

品番：01359*
JAN:4562133532224

スワン

Ｗ6/Ｄ4/Ｈ8.5

本体価格￥2,400

品番：01680
JAN:4580135300887

カエル

Ｗ6.5/Ｄ4/Ｈ5
本体価格￥2,500

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。



 

2021年01月31日カタログ№01-03

原産国：中国

材 質：スワロフスキークリスタル

合金に金メッキ

品番：01576 JAN:4571140710020

ポニー Ｗ7/Ｄ3.5/Ｈ9

本体価格￥2,600

品番：01364*
JAN:4562133532248

モクバ

Ｗ8.5/Ｄ2/Ｈ7

本体価格￥2,800

品番：01539*
JAN:4562133552574

キリン 小

Ｗ5/Ｄ2/Ｈ8.5

本体価格￥1,600 品番：01540*
JAN:4562133552581

キリン 大

Ｗ7/Ｄ3/Ｈ12.5

本体価格￥2,500

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：01618*
JAN:4571140732640

ライオン

Ｗ7/Ｄ3/Ｈ9

本体価格￥1,800

品番：01622*
JAN:4571140732688

ゾウ

Ｗ11/Ｄ3/Ｈ7.5

本体価格￥2,000

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。

品番：01368*
JAN:4562133532262

フェアリー

Ｗ6/Ｄ4/Ｈ10

本体価格￥2,300

品番：01574
JAN:4571140710006

フェアリー

Ｗ7/Ｄ3/Ｈ10

本体価格￥3,200

品番：01575
JAN:4571140710013

バレリーナ

Ｗ5.5/Ｄ5/Ｈ12

本体価格￥3,500

品番：01625
JAN:4571140732718

エンジェル 大

Ｗ11/Ｄ6/Ｈ15

本体価格￥3,400

品番：01624
JAN:4571140732701

エンジェル 小

Ｗ5.5/Ｄ3/Ｈ7

本体価格￥1,600



品番：01536*
JAN:4562133552543

ト音記号

φ3/Ｈ8.5

本体価格￥1,200

品番：01571
JAN:4562133570868

音符

Ｗ7/Ｄ3/Ｈ9.5

本体価格￥1,800

品番：01572
JAN:4562133570875

音符

Ｗ8.5/Ｄ3/Ｈ10

本体価格￥1,900

品番：01310*
JAN:4562133532064

ピアノ クリア

Ｗ6/Ｄ4.5/Ｈ3.5～5

本体価格￥2,000

品番：01561
JAN:4562133565666

ピアノ カラー

Ｗ7/Ｄ6/Ｈ5.5～7.5

本体価格￥3,800

品番：01311*
JAN:4562133533337

バイオリン

Ｗ3.5/Ｄ3/Ｈ7.5

本体価格￥2,000

品番：01589*
JAN:4571140713571

トランペット

Ｗ5/Ｄ3.5/Ｈ8

本体価格￥1,800

品番：01510*
JAN:4562133550839

サックス

Ｗ7/Ｄ2/Ｈ9

本体価格￥2,400

品番：01565*
JAN:4562133570356

ホルン

Ｗ7/Ｄ4.5/Ｈ8

本体価格￥2,800

品番：01610*
JAN:4571140725222

ハープ

Ｗ4.5/Ｄ2.5/Ｈ8.5

本体価格￥2,000

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

2021年01月31日カタログ№01-04

原産国：中国

材 質：スワロフスキークリスタル

合金に金メッキ

品番：01626
JAN:4571140732725

ベル

φ6/Ｈ10.5
本体価格￥2,600

品番：01643*
JAN:4571140738192

ギター
Ｗ3/Ｄ1.5/Ｈ8.5
本体価格￥1,800

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。



2021年01月31日カタログ№01-05

原産国：中国

材 質：スワロフスキークリスタル

合金に金メッキ

品番：01605*
JAN:4571140719320

ベビーカー

Ｗ3/Ｄ5.5/Ｈ7.5

本体価格￥1,800 品番：01367*
JAN:4562133533504

バイク

Ｗ7.5/Ｄ4/Ｈ5

本体価格￥1,600

品番：01564*
JAN:4562133570349

バイク

Ｗ10/Ｄ4.5/Ｈ7

本体価格￥3,600

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：01619*
JAN:4571140732657

ロンドンタクシー

Ｗ8/Ｄ3.5/Ｈ4

本体価格￥3,000
品番：01620*
JAN:4571140732664

ロンドンバス

Ｗ8.5/Ｄ3/Ｈ4
本体価格￥3,700

品番：01649*
JAN:4571140738253

自転車
Ｗ7/Ｄ4/Ｈ5
本体価格￥1,800

品番：01640*
JAN:4571140738161

ビンテージカー

Ｗ9/Ｄ4.5/Ｈ4
本体価格￥3,800

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。

品番：01667*
JAN:4571140741574

飛行機

Ｗ9/Ｄ8/Ｈ4

本体価格￥2,200

品番：01594* JAN:4571140716503

帆船

Ｗ10.5/Ｄ3.5/Ｈ10.5

本体価格￥3,000

品番：01316*
JAN:4562133533368

汽車

Ｗ8/Ｄ3.5/Ｈ5

本体価格￥2,800

品番：01639*
JAN:4571140738154

ケーブルカー

Ｗ8/Ｄ3.5/Ｈ5.5
本体価格￥3,500



2021年01月31日カタログ№01-06

原産国：中国

材 質：スワロフスキークリスタル

合金に金メッキ

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：01322*
JAN:4562133532101

ゴルフセット

Ｗ9/Ｄ3.5/Ｈ9.5

本体価格￥2,800

品番：01609*
JAN:4571140723099

天秤

Ｗ7.5/Ｄ3/Ｈ6.5

本体価格￥2,200

品番：01435
JAN:4562133539186

地球儀

Ｗ5.5/Ｄ4.5/Ｈ7

本体価格￥3,700

品番：01638*
JAN:4571140738147

ランタン

Ｗ5/Ｄ4/Ｈ8.5

(取っ手含むＨ12)

本体価格￥2,800

品番：01656*
JAN:4571140741468

クロス

Ｗ5/Ｄ3/Ｈ8

本体価格￥1,400

サンダル Ｗ7/Ｄ2/Ｈ5

各本体価格￥1,800

品番：01362*
JAN:4562133533481

レッド

品番：01363*
JAN:4562133533498

ピンク

品番：01679 JAN:4580135300870

ティータイムセット

ポット：Ｗ8/Ｄ5.5/Ｈ4 カップ：φ3/Ｈ2

本体価格￥4,200

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。

品番：01604*
JAN:4571140719313

ローズ大

φ6.5/Ｈ19

本体価格￥3,800

品番：01684
JAN:4580135303307

クローバー

Ｗ6/Ｄ3.5/Ｈ9.5

本体価格￥3,800

品番：01339*
JAN:4562133532170

パイナップル小

φ3.5/Ｈ6.5

本体価格￥2,500

品番：01334*
JAN:4562133532163

パイナップル大

φ6.5/Ｈ10

本体価格￥6,200

品番：01340*
JAN:4562133533443

リンゴ小

φ4/Ｈ4.5

本体価格￥2,000

品番：01366*
JAN:4562133532255

リンゴ大

φ7/Ｈ7.5

本体価格￥5,000



2021年01月31日カタログ№01-07

原産国：中国

材 質：スワロフスキークリスタル

合金に金メッキ

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：01659*
JAN:4571140741499

スクエア小物入れ ゴールド

Ｗ7/Ｄ7/Ｈ4.5

本体価格￥3,800

品番：01662* JAN:4571140741529

ラウンド小物入れ シルバー

φ8.5/Ｈ4.5

本体価格￥4,000

品番：01660*
JAN:4571140741505

スクエア小物入れ シルバー

Ｗ7/Ｄ7/Ｈ4.5

本体価格￥3,600

品番：01612*
JAN:4571140727226

ローズジュエリートレー

Ｗ11.5/Ｄ8.5/Ｈ13

本体価格￥3,900

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。

品番：01687* JAN:4580135308876

トレー クジャク φ9.5/Ｈ4.5

本体価格￥2,000

品番：01483*
JAN:4562133545804

飛行機

φ16/Ｈ19
本体価格￥14,000

オルゴールシリーズ

品番：01397*
JAN:4562133537502

バイオリン

φ6.5/Ｈ11.5
本体価格￥4,500

品番：01398*
JAN:4562133537519

ピアノ

φ6.5/Ｈ10

本体価格￥5,200

品番：01682
JAN:4580135303284

時計 地球儀
φ5.5/Ｈ9
本体価格￥6,800

時計

品番：01637* JAN:4571140736167

φ9/Ｈ3 単4電池×3

本体価格￥2,000

赤→緑→青の3色に
変わりながら光ります。

ディスプレー台(ＬＥＤ付き)

材質：ＡＢＳ樹脂、クロームメッキ

ＬＥＤ電球



2021年01月31日カタログ№01-08

原産国：中国

材 質：スワロフスキークリスタル

合金に金メッキ

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：01616*
JAN:4571140727264

フクロウ

Ｗ14.5/Ｄ5.5/Ｈ8.5

ボールペンＬ14.5

本体価格￥5,800

品番：01617*
JAN:4571140727271

ゴルフセット

Ｗ14.5/Ｄ5.5/Ｈ10.5

ボールペンＬ14.5

本体価格￥5,800

品番：01613* JAN:4571140727233

ギフトスプーン2Ｐセット

ＢＯＸ：Ｗ15/Ｄ9.5/Ｈ2.5

スプーン：Ｌ11

本体価格￥1,800

新しくなりギフトBOXが
縦開きになりました！

品番：01630* JAN:4571140735276

ギフトスプーン5Ｐセット

ＢＯＸ：Ｗ17/Ｄ14/Ｈ2.5

スプーン：Ｌ11

本体価格￥5,000

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。

品番：01688* JAN:4580135308883

シュガーポット クジャク

Ｗ9.5/Ｄ9.5/Ｈ14.5 (ｽﾌﾟｰﾝ)L11

ポット材質：アクリル

本体価格￥6,000

品番：01685* JAN:4580135308852

ナプキンホルダー ローズ

Ｗ11/Ｄ10/Ｈ7

本体価格￥3,200



2021年01月31日カタログ№01-09
原産国：中国

材 質：スワロフスキークリスタル
合金に金メッキ

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：01657*
JAN:4571140741475

コンポート
※組立て式
Ｗ29/Ｄ25/Ｈ33
本体価格￥12,000

品番：01592* 
JAN:4571140713601

コンポート

Ｗ31/Ｄ17.5/Ｈ23
本体価格￥8,800

品番：01676* JAN:4571140745121

コンポート

Ｗ23/Ｄ19.5/Ｈ24

本体価格￥7,800

品番：01677*
JAN:4571140746319

コンポート

Ｗ21.5/Ｄ23/Ｈ27.5

本体価格￥9,500

※クリスタルの色の配色が商品により異なる場合があります。

※取り外し可能。
両面ミラー付きです。

品番：01648* JAN:4571140738246

ミラー
Ｗ12/Ｄ6/Ｈ10(ミラーφ9)
本体価格￥4,800

品番：01650* JAN:4571140738260

ミラー
Ｗ16.5/Ｄ4/Ｈ15（ミラーφ10）
本体価格￥6,200

※取り外し可能。
両面ミラー付きです。



ご使用例

2021年01月31日カタログ№01-10

原産国：中国

材 質：スワロフスキークリスタル

合金に金メッキ

品番：01392*
JAN:4562133537458

ネコ

Ｗ5/Ｄ1/Ｈ16.5

本体価格￥2,000

ドアベルシリーズ

品番：01394*
JAN:4562133537472

フェアリー

Ｗ6.5/Ｄ1/Ｈ19

本体価格￥2,000

品番：01396*
JAN:4562133537496

クローバー

Ｗ6/Ｄ1/Ｈ15.5

本体価格￥2,800

品番：01507*
JAN:4562133546955

フクロウ

Ｗ6/Ｄ3.5/Ｈ17

本体価格￥3,200

品番：01563
JAN:4562133565680

スタンド

Ｗ10/Ｄ8.5/Ｈ20.5

本体価格￥380

出荷単位：3

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番：01628*
JAN:4571140734255

ベル

φ5/Ｈ14

本体価格￥2,400

※クリスタルの色の配色が商品により
異なる場合があります。


