JAPANESE TASTE
SILVER COLLECTION

【特大鯉バックル／Jina Bring】
１万9800円
あなたのベルトに大迫力、鯉が今にも飛び出しそう
なリアル感!! 目の石はジルコニア。縦55mm×横
80㎜ 重さ：98g 素材：シルバー925＆ブラス
〈JINA BRING0072-805-0315／www.jina-bring.
com〉

【ブラックスターBIG 鯉ペンダント／FLY ART】
１万2800円
躍動感溢れる特大サイズの鯉。脳天にブラックスタ
ーを埋め込んだレア商品で、色濃く「和」を感じさ
せる。サイズ：縦75㎜×横42㎜ 重さ：25g
〈JINA BRING0072-805-0315／www.jina-bring.
com〉

【般若／ORIENTAL VIBRATIONS】5800円
「和」をテーマとしたアクセサリーの代表格でもある
般若は、女性の怨霊を表現する面。梵語の「智慧、
知恵」を意味するとも言われている妖艶な表情がた
まらない。縦36㎜×横19㎜ 14ｇ シルバー925
〈JINA BRING0072-805-0315／www.jina-bring.
com〉

【家紋 前田慶次／ORIENTAL VIBRATIONS】
3300円
戦国武将一の人気者・前田慶次の家紋をモチーフと
してペンダントを製作。バージョン違いで直江謙次
の家紋あり。 3300円チェーン別
〈JINA BRING0072-805-0315／www.jina-bring.
com〉

【ペンダントトップ（大）
】３万1500円
三河屋完全オリジナルのオールハンドメイド。３サ
イズの展開で大の他に中（２万1000円）
、小（１万
5000円）あり。重量感抜群の個性的なペンダントト
ップだ。チェーンは別売りで１万500円。素材：シ
ルバー925 直径：４cm 重量：25g
〈三河屋0090-3559-8989〉

【コンチョ小】１万5000円
徳川ゆかりの「葵の紋」をモチーフに製作したオリ
ジナルのコンチョ。革ベストから小銭入れまで違和
感なくマッチして落ち着いた雰囲気を演出してくれ
る。ひとつといわず複数柄違いで揃えればかなりの
個性を発揮する。
〈三河屋0090-3559-8989〉

【コンチョ大】３万1500円
完全オリジナルのオールハンドメイド。３サイズで
の展開で革ベスト、ウォレット、メディスンバッグ
などに装飾しても個性を発揮してくれる。中：２万
1000円。小：１万5000円がある。素材：シルバー
925
〈三河屋0090-3559-8989〉

【リング（参考商品）
】３万8000円
和 をコンセプトに製作されたオーダーリング。三
河屋のモチーフ以外にもお好みの柄を入れてくれる
のが嬉しい限り。完全オーダー製によりすべてのサ
イズオーダーに対応。素材：シルバー925 完全オ
ーダーにより価格変動。
〈三河屋0090-3559-8989〉

【丸に桔梗紋ペンダント】
厚手の土台に、桔梗紋を図案化したオリジナルデザイ
ンをモチーフに製作されたペンダントトップ。
（参考商
品）値段は家紋の形状・素材、文様の複雑さにより多
少変動あり。価格：１万5000円〜３万円程度。素材：
真鍮＆シルバー925製。
〈ラングーン00463-61-6917／www.rungooon.com〉

【前田慶次！ スカル兜ペンダント／Jina Bring】
7800円
戦国武将、前田慶次の兜デザインペンダント。迫力の
あるスカルはディテールまでこだわった一品。JINA
BRINGだけのオリジナルデザイン。シルバー925＆ブ
ラス＆ブロンズ 縦55㎜×横57mm
〈JINA BRING0072-805-0315／www.jina-bring.com〉

【FRENZY BELLS】
9800円
日本古来のドロドロとした雰囲気を持つ「しゃれこう
べ・晒され首」をモチーフにしたペンダントトップ。
下アゴが揺れケタケタ笑う怪しい作り。キーホルダー
やバイクの飾りとしても重宝しそう。
〈ラングーン00463-61-6917／www.rungooon.com〉

【特大昇龍シルバーZIPPO／Jina Bring】
４万2800円
手にした感覚がなんとも言えない重量感を与えてくれ
る。ドラゴンの両目にはREDジルコニアが輝き、とて
も贅沢な作り込み。中身はもちろんZIPPO社製。縦70
㎜×横48㎜ 重さ： 189g
〈JINA BRING0072-805-0315／www.jina-bring.com〉

【仁王RING】５万8000円
「絶対に揺るがない」という強い意味を込めて作られ
たこのRINGのインパクトは特大。表情の迫力と実
際の重量感で身につけている者を圧倒することはも
ちろん、見る者の目を釘付けにすること間違いなし。
素材：シルバー925
〈S&S00577-34-1688〉

【獣神魔守】
５万8000円
何事にも勇気を持って堂々と立ち向かう。それこそ
が男の証。選ばれし者のみが身につけることを許さ
れるという作者の思いを込めて製作された一品。素
材：シルバー925 サイズ：オーダーで変更可能
〈S&S00577-34-1688〉

【二本角】５万8000円
人里離れた山に潜むと言われる鬼をモチーフとして
製作されたペンダントトップ。細部まで入念に作り
込まれた歯や角などが特徴的な迫力ある表情は、昔
から強い男の象徴として語り継がれている。素材：
シルバー925
〈S&S00577-34-1688〉

【バックル】８万4000円
完全フルオーダー製作のためデザインや形状、仕様、
素材など変更可能。オールハンドメイドの優越感が
どっしりと腰元に鎮座してくれるだろう。素材：シ
ルバー925×ブラス（真鍮）サイズ：80㎜×55mm
重量：90ｇ
〈三河屋0090-3559-8989〉

【風神リング】１万9950円
日本古来より伝わる和の定番でもある「風神」がモチ
ーフ。風神独特の容姿を立体的にリングに納めてある。
雷神リングも同価格で有。サイズ：縦30㎜×24㎜ 重
さ：25g サイズ：9〜27号 スターリングシルバー製
〈LOVECRAFT0 0120-508-925／www.lovecraft.com〉

【獅子頭リング】１万5750円
強さの象徴でもある唐獅子。いかつさだけでなく「守護
する優しさ」という意味も含まれている。毛並みのひと
つひとつまで丁寧に彫り込み、適度な大きさで指にしっ
くり馴染んでくれる。ゴールド（真鍮製）も9450円で
有。サイズ：9〜27号 スターリングシルバー製
〈LOVECRAFT00120-508-925／www.love-craft.com〉

【石咬虎リング】１万5750円
吠える虎をイメージして製作。適度にデフォルメするこ
とで虎の特長を際立たせている。ゴールド（真鍮製）も
１万5000円で有（石はオニキス）
。縦24㎜×横25㎜
重さ：21g サイズ：9〜27号 石：10㎜タイガーアイ
（虎目石）スターリングシルバー製
〈LOVECRAFT00120-508-925／www.love-craft.com〉

【般若リング／ORIENTAL VIBRATIONS】
7800円
「和」を専門とする職人が製作した一品。般若が浮かべ
るリアルな表情には必ず満足するはず。サイズ：縦35
㎜×横21㎜ 重さ：29g サイズ：17・19・21号 素
材：シルバー925
〈JINA BRING0072-805-0315／www.jina-bring.com〉

【風神／ORIENTAL VIBRATIONS】
5800円
風神をモチーフに製作。風神は風袋を背負い巻き髪、
筋骨たくましく牙をむいた青鬼のこと。バージョン
違いで雷神あり。サイズ：42㎜×31mm 重さ：
13.5g チェーン別途：3300円
〈JINA BRING0072-805-0315／www.jina-bring.com〉

【黒龍RING】
２万9000円
暗黒の闇から生まれたと言われている龍をモチーフ
にしてダイナミックに製作。
「皆の心にも龍は潜んで
いるだろう。自分の力を解放せよ」という作者側の
強い意思が伝わってくる。素材：真鍮
〈S&S00577-34-1688〉

【大和神RING】３万9000円
遥か昔から語り継がれる魔物「イノシシ」は山を荒
らす者から山を守るという伝説の大和神。そこから
転じて己の意思を貫き通すというメッセージが込め
られたリングだ。素材：シルバー925 サイズ：オ
ーダーで変更可能
〈S&S00577-34-1688〉

【オロチRING】３万9000円
誰もが一度は聞いたことのある伝説上の巨大生物
「ヤマタノオロチ」をモチーフに製作。このRINGに
は他に７つのタイプがあるが、どれもその伝説で語
り継がれているように躍動感に溢れ、精巧ながらも
迫力を失わない作りとなっている。
〈S&S00577-34-1688〉

【守護龍ペンダントトップ】１万5750円
「人々が自然と共存していた太古の時代」をコンセプトに
作り上げられたペンダントトップ。アニミズムの象徴で
ある龍が、中央に位置する水晶玉を地球に見立て遥か上
空から見守るデザイン。縦39㎜×横26㎜ 16ｇ 10㎜
天然水晶球使用
〈LOVECRAFT00120-508-925／www.love-craft.com〉

【龍銀塊バックル】 15万7500円
銀塊というほどの厚手の銀板に、荒れ狂う海と龍を彫り
込み製作。制限された厚みの中でいかに迫力のある立体
感が出せるかを考え彫刻された。腰元に迫力が出ること
間違いなし。サイズ：53㎜×78㎜ 120ｇ スターリン
グシルバー製
〈LOVECRAFT00120-508-925／www.love-craft.com〉

【宝誌和尚リング】１万500円
京都西住寺にある重要文化財「宝誌和尚立像」をモチー
フに製作。宝誌和尚は十一面観音の化身と言われた実在
の人物だ。顔面が割れ中から観音様がのぞく様は化身を
表現している。シルバー925製も１万6800円で有。縦
25㎜×横18㎜ 17ｇ 9〜27号。ソリッドブラスト製
〈LOVECRAFT00120-508-925／www.love-craft.com〉

【般若リング】
１万4700円
男鬼のような般若面はたくさん存在するが、元々は女
性の般若。
「美しく恐ろしい」をコンセプトに製作。ゴ
ールド（真鍮製）も8400円で有。サイズ：縦28㎜×
横19㎜ 15ｇ 9〜27号 スターリングシルバー製
〈LOVECRAFT0120-508-925／www.love-craft.com〉

【家紋 直江謙次／ORIENTAL VIBRATIONS】
3600円
米沢藩初代藩主上杉景勝を支えた文武兼備かつ「愛」
と「義」の智将・直江兼続の家紋をモチーフに製作。
大河ドラマ『天地人』に心打たれた人はぜひ。バー
ジョン違いで前田慶次の家紋有。
〈JINA BRING0072-805-0315／www.jina-bring.com〉

【梵字リング】
２万円
シルバーのリングベースのセンターに真鍮の梵字を配
置。あえてくすませた背景に対し金に輝く梵字が立体
的に装飾され、手元にインパクトを与える。一点もの
のため今後はフルオーダー品となる。
〈ラングーン00463-61-6917 ／www.rungooon.com〉

【唐草リング】
６万8250円
アイヌ文化に伝わる伝統的な文様をモチーフとして、
同店が１点もので製作したオリジナルリング。透か
し彫りに囲まれた中央のレッドスピネルがアクセン
トとなり、高級感を演出する。素材：シルバー925
〈ラングーン00463-61-6917／www.rungooon.com〉

【雷神／ORIENTAL VIBRATIONS】
5800円
雷神をモチーフに製作。雷神は小太鼓を輪に巡らせ
両手にバチを持った赤鬼のこと。バージョン違いで
風神有。サイズ：縦42㎜×31mm 重さ：13.5ｇ
チェーン別途：3300円
〈JINA BRING0072-805-0315／www.jina-bring.com〉
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