【ZERO SKULL】重量感があるが、装着時の
違和感はなく、四六時中つけていられる使い
心地の良さが特徴のリング。素材：SV／４万
2000円〈ZEROS SILVER WORKS SHOP
MABU 103-3316-9969 www.zeros69.com〉

【FREE EYE】パンクな作り手がパンクな魂
を吹き込むボリュームあるスカルリング。素
材：SV／３万5000円〈ZEROS SILVER
WORKS SHOP MABU 103-3316-9969
www.zeros69.com〉

【ネオナショナリスト】我々のDNAに確かに
記憶されている紋章。PRIDEと過ちと誇り
の証として。素材：SV950×樹脂／３万460
0円〈ZEROS SILVER WORKS SHOP MA
BU 103-3316-9969 www.zeros69.com〉

【Alchemist／4407 SKULL W FACE】２
方向へ睨みを効かせたダブルフェイスのミニ
スカル。スカルのアゴは可動するギミックに
なっている／２万9400円〈ファブフォー中目
黒本店103-3791-7757 www.fabfour.co.jp〉

【Alchemist／4402 SKULL RING】魔除
け、ヌードな精神を象徴するスカル。リング
部はウイングがモチーフ。スカルのアゴは可
動式／２万6250円〈ファブフォー中目黒本
店103-3791-7757 www.fabfour.co.jp〉

【"Give No,Take No" スカルリング１】ギャ
グスピリットのひとつであるGive No Take
Noをリボンに刻み、スカルに巻いたデザイ
ン。素材：SV925／４万2000円〈Rat Race
10565-89-8939 www.ratrace-web.jp〉

【"Give No,Take No" スカルリング２】Give
No Take Noを刻んだリボンにスカルデザイ
ン。ほど良いボリュームの人気リング。素
材：SV925／３万6750円〈Rat Race1056
5-89-8939 www.ratrace-web.jp〉

【スタンダードスカルリング アイボリー】ラッ
トレース独特の マユ のないリアルフェイス
タイプ。イブシの濃い仕上げでオリジナルの雰
囲気を持つ。素材：SV925／４万6200円〈Rat
Race10565-89-8939 www.ratrace-web.jp〉

【ANIMAL-WORSHIP SILVER／Mement
Skull Ring】あらゆるところにお守りと戒め
の要素が刻まれる。片目にはブラックまたは
クリアのストーン／３万9800円〈レゾンデー
トル1029-851-5787 http://raison.chu.jp〉

【ANIMAL-WORSHIP SILVER／Mement
Skull Ring】メメント・モリの精神をスカルで
形にした。ストーンはブラック・クリアの２種
類。素材：ブラス／３万2800円〈レゾンデー
トル1029-851-5787 http://raison.chu.jp〉

【Share One's FATE／SOFR-90C】
デビルモチーフのスカルリング。石の種類や、
仕上げのカスタムにも対応している。素材：
SV925×ストーン／４万5570円〈PRIMARI
S1079-224-5478 www.s-o-f.biz〉

【Share One's FATE／SOFR-95】クラウン
とクロス、ドッペルという名のついたスカル
で構成されたリング。素材：SV925 サイ
ズ：11〜23号／４万5150円〈PRIMARIS
1079-224-5478 www.s-o-f.biz〉

【パイレーツスカルリング】眼帯部分にスワロ
フスキーを配したパイレーツスカルリング。
シルバー、ブラックの２色展開。素材：ブラ
ス×スワロフスキー／１万5540円〈RANDOM103-3401-3505 www.random.ne.jp〉

【RED TaiL／クロスボーンドクロリング】
「Rat Race」デザイナーRat Gjo氏製作のリン
グ。フィット感抜群の品。サイズ：17〜21号
（オーダー可）／３万1500円〈Clothing shop
ViSE1052-232-6422 www.vise22.com〉

【RED TaiL／FWクロスボーンスカルリン
グ】Rat Gjo氏製作のオリジナルリング。ク
ロスボーンスカルを金に変更可。サイズオー
ダーOK／３万3600円〈Clothing shop ViSE
1052-232-6422 www.vise22.com〉

【Rat Race／ヴィーナススカルリング３】
ヘアラインの曲線やスカルの角度でその雰囲
気を表現した芸術的なアイテム。素材：
SV925×石／６万7200円〈Build Sclap1033338-5884 www.buildsclap.net〉

【Rat Race／"Ace of Spade" Ring】装着時
のボリューム感、フィット感ともに納得のリ
ング。クロスボーンスカルを金にカスタム可
能。素材：SV925／５万6700円〈Build
Sclap103-3338-5884 www.buildsclap.net〉

【スタンダードスカルリング３】どの角度から
見ても最高のバランスを誇るラットレースの
スタンダードスカルリング。力強い表情がポ
イント。素材：SV925／４万9350円〈Rat
Race10565-89-8939 www.ratrace-web.jp〉

【ヴィーナススカルリング２】ほど良いボリュ
ームとスカルを斜めに構えた独特の構図がポ
イント。ヴィーナスのイメージをスカルに落
とし込んだデザイン／２万5200円〈Rat Race
10565-89-8939 www.ratrace-web.jp〉

【クライベイビークロスボーンスカルリング】優
しさや哀愁をイメージしたクライベイビーシリー
ズ。クライベイビーにクロスボーンをセットした
人気のリング。素材：SV925／２万7300円〈Rat
Race10565-89-8939 www.ratrace-web.jp〉

【ましらかしら／Trace of King】クラウンと口
元の石がアクセント。素材：SV925×ストーン
（CZ） サイズ：11〜30号（基本サイズ22
号）／３万9900円〈BIGBLACKMARIA1035721-5523 www.bigblackmaria.jp〉

【ましらかしら／宝石に噛みついたような笑顔】
まさに宝石に噛みついた瞬間をとらえたナイ
スな表情。素材：SV925×ストーン（CZ）／
１万2600円〈BIGBLACKMARIA103-57215523 www.bigblackmaria.jp〉

【Share One's FATE／SOFR-96】シンプル
で無表情なスカル。額のロゴをなくすことも
可能。裏抜きがないため、フィット感が良い。
素材：SV925／４万530円〈PRIMARIS10
79-224-5478 www.s-o-f.biz〉

【Share One's FATE／SOFR-98】同ブラン
ドのスカルリングの中で最大、最重量モデル。
眼の石入れや、ゴールドポイントなどのカス
タムにも対応している／６万6150円〈PRIM
ARIS1079-224-5478 www.s-o-f.biz〉

【Share One's FATE／SOFR-99】"flow"とい
う名前が表すように、 流れ をデザインに取
り入れたスカルリング。前面に突き出すよう
なデザインになっている／３万9900円〈PRIMARIS1079-224-5478 www.s-o-f.biz〉

【La Rock】ユニセックスのスカルリング。
ストーンはブルートパーズ。男性ならピンキ
ーリングに。素材：SV925×ブルートパー
ズ ／ １ 万 8900円 〈 GRYPHON silver
designs1090-7056-0323 http://gryphon.jp〉

【BLACK RIOT】クロスボーンを囲む炎と唐
草。内なる暴動を整然とした形状を意識した
リング枠で囲ったデザイン。素材：SV925
／２万5000円〈GRYPHON silver designs
1090-7056-0323 http://gryphon.jp〉

【Ｘヒューマンリング（男性バージョン）
】
ブランドを象徴したデザインリング。
素材：SV925 サイズ：15〜23号／２万
5200円〈ROENTGEN10948-52-3401
http://roentgen.jp〉

【Ｘヒューマンリング（女性バージョン）
】
ブランドを象徴したデザインの女性バージョ
ン。素材：SV925 サイズ：15〜23号／２
万4150円〈ROENTGEN10948-52-3401
http://roentgen.jp〉

【Ｘホースリング】馬は財運・出世を象徴す
る縁起物。旺盛な生命力を象徴する動物で、
財運を招き事業運を高めるとされている。素
材：SV925／２万2995円〈ROENTGEN1
0948-52-3401 http://roentgen.jp〉

【ましらかしら／しゃれこうべ】
ドクロっす。素材：SV925 サイズ：９〜
30号（基本サイズ19号）／１万9950円〈BI
GBLACKMARIA103-5721-5523 www.bi
gblackmaria.jp〉

【ましらかしら／P.S.花咲きました】父さん、
ようやく春が来ました。素材：SV925×ブ
ラス×ストーン(CZ) サイズ：９〜30号／
２万2050円〈BIGBLACKMARIA1035721-5523 www.bigblackmaria.jp〉

【ましらかしら／ましらのかしら】アンシン
メトリーの凝ったデザインが◎。素材：
SV925 サイズ：11〜30号（基本サイズ21
号）／３万1500円〈BIGBLACKMARIA
103-5721-5523 www.bigblackmaria.jp〉

【ましらかしら／Snake Trace】
野垂れ狂三郎の頭蓋骨。額の蛇にCZモデル（３万7800
円）もあり。素材：SV925×石(CZ) サイズ：11〜
30号／２万7300円〈BIGBLACKMARIA103-57215523 www.bigblackmaria.jp〉

【レジンフラワーRING】本物の花が額に埋め
込まれたレジン製の涼しげなスカルリング。花
の色は３色あり。女性にも人気。素材：レジン
サイズ：11〜19号／4410円〈DEPT STORE
TOKYO103-3499-2225 www.dept.jp〉

【レジンSKUL RING】レジン製の存在間のある
スカルリング。ブラック・ホワイト・ピンクの３
色あり。日によって変えたり、色違いでつけても
よい。素材：レジン／2940円〈DEPT STORE
TOKYO103-3499-2225 www.dept.jp〉

【HARD RAIN／月甲はなむけリング】バラの中
にスカルが埋もれている「死者のはなむけ」をイ
メージしたリング。蝶が飛んでいるところもポイ
ント／１万500円〈BURNING JOHN1011789-6455 http://blog.burningjohn.com〉

【HARD RAIN／埋葬リング】棺の中をイメージ
したリング。中心に向かって盛り上がっていくス
タイリッシュなデザイン。サイズ変更可。素材：
SV925／１万2600円〈BURNING JOHN1011789-6455 http://blog.burningjohn.com〉

【HARD RAIN／埋葬リング〜天国で再会】
「埋葬」
ながらも、どこか幸福感を感じさせるデザインが
全面に施されている。向かい合ったスカルもポイ
ント／１万6800円〈BURNING JOHN1011789-6455 http://blog.burningjohn.com〉

【Skull Ring Ⅹ
Ⅰ】ワイルドな「スカルダグ
リー」のスカルリングのイカツイ雰囲気をし
っかり残したアゴなしバージョン／２万
4150円〈SKULLDUGGERY103-5385-5
304 http://skulld.com〉

【Skull Ring ⅩⅢ】同ブランドのスタンダー
ドなスカルリングに表情をつけてアレンジ。
よりワイルドな印象に仕上がった／５万
2500円〈SKULLDUGGERY103-53855304 http://skulld.com〉

【EXSKR Ⅳ】
同ブランドのスカルリングをフレアで飾り、
ワイドな雰囲気を加えたモデル／４万8300
円〈SKULLDUGGERY103-5385-5304
http://skulld.com〉

【Skull Ring Ⅸ】でっかい指輪なのに重くて
振りまわされる感じのない着用感。ちょっと
隙間のあるグローブならそのままはめられ
る／４万8300円〈SKULLDUGGERY1035385-5304 http://skulld.com〉

【William heart Walles／クロスボーンスカル
リング】キラキラお目目の愛くるしいスカル。
シルバーをピンクゴールドカラーにコーティ
ング／１万2390円〈エムアンドエムシルバ
ー1042-380-9051 www.williamwalles.jp〉

【William heart Walles／ダンシンズスカルダ
ブルリング】リングのセット。重ね着けはも
ちろん別使いも◎。素材：SV925×ジルコ
ニア／１万3440円〈エムアンドエムシルバ
ー1042-380-9051 www.williamwalles.jp〉

【William heart Walles／フラワースカルリン
グ】コサージュをつけた陽気なスカルがかわ
いい。K18ゴールドプレーティング。素材：
SV925×石／9240円〈エムアンドエムシルバ
ー1042-380-9051 www.williamwalles.jp〉

【William heart Walles／ローズスカルフェミニ
ンリング】淡いマットゴールドカラーのリング。
K18ゴールドプレーティング。素材：SV925×
石／１万2390円〈エムアンドエムシルバー
1042-380-9051 www.williamwalles.jp〉

【RUSTY MILLS／ラスティレーベルリング】ボ
トルラベルを真鍮でデザインしたカッコ良さの滲
み出る大人専用リング。素材：SV925×ブラス／
２万9400円〈BLOW ACCESSORIES1053473-7726 www.brown-velvet.net〉

【零次元／チョイワルスカル】80gオーバー
のヘビーなリング。装着時のストレスに耐え
られる者はいるか!? 素材：SV925 サイ
ズ：オーダー／３万8000円〈CROSS1052
-251-2424 www.cross-ohsu.com〉

