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2017 Spring & Summer

三菱ジュエリーフェア

MITSUBISH I
J e w e l r y  F a i r

ひとつで付けても、いくつか重ねても。
「DIAMOND BAR」なら、

その日の気分やファッションに合わせて
自分だけの組み合わせが楽しめます。

私らしさを楽しめる、
贅沢な輝き

¥164,200 ¥202,600 ¥181,800写真左から右に

左：PT900ダイヤリング  ダイヤ2石計0.06ct・ダイヤ（ピンク）3石計0.09ct
中：PT900ダイヤリング  ダイヤ10石計0.18ct・ダイヤ（ピンク）3石計0.12ct・鑑別書付
右：PT900ダイヤリング  ダイヤ4石計0.12ct・ダイヤ（ピンク）3石計0.10ct・鑑別書付

人気の
3デザインに
ピンクダイヤ
バージョンが
新登場！

MJCビジネス部
〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町3-21-1　日本橋浜町Fタワー13階　TEL.03-6661-1684（平日9:00～17:30）

いつまでも変わらない、
価値ある輝き

金工芸品
コレクション

おりん（上川宗伯作）
K18おりん　2.3寸/口径約69mm/
約170g/りん棒・りん台・りん布団・
桐箱付/造幣局品位刻印付

りん棒
K24六角りん棒
長さ約150mm/約20g/桐箱付/
造幣局品位刻印付

干支　酉夫婦
雄鶏K24
雌鶏SV999
桐箱付/造幣局品位刻印付

不動明王（舟谷喜雲原型製作）
K24不動明王
高さ約100mm/約40g/桐箱付/
造幣局品位刻印付

一流の工芸職人がひとつひとつ、
丹念に作り上げた金工芸品。
時節の飾りやアクセサリーなど、
幅広いラインアップでご用意しています。

※ 掲載商品は一例です。その他の商品や詳細につきましては会場でご案内いたします。

会場では、ディスカウント価格でご提供する商品もご用意しております。ご来場の際はそちらもぜひご覧ください。SPEC I A L S A L E

左：　　　　　　　　　　　　　PT900/PT850パライバトルマリンネックレス  パライバトルマリン1石0.661ct・ダイヤ計1.33ct・約45cm・鑑別書付¥2,500,000限定1個

右：　　　　　　　　　　　　　PT900パライバトルマリンリング  パライバトルマリン1石0.53ct・ダイヤ計1.10ct・鑑別書付¥2,700,000限定1個
表紙掲載商品



White
清楚な美しさを象徴する
上品なやさしい輝き

Black
凛とした強さを湛えた
エレガントな黒の輝き

パールネックレス等と組
み合わせてもお使いいた
だけます。

Arrange

Fitting image

MJC特選パール

MJCフォーマルパール

一般的なアコヤパール

パール独特の輝きを生み出す
真珠層の厚さ0.3mm以上。て
りのよさときずの少なさにこ
だわったアコヤパール。

MJCフォーマルパール

黒蝶パールの中で最高峰とさ
れるカラー。クジャクの羽の
ように様々な干渉色が浮かび
上がります。

黒蝶パール
〈ピーコックグリーン〉

真珠層の厚さ0.4mm以上。光
沢の強さを表すてりは、評価
の最高ランク。

MJC特選パール

¥115,00007
PT900アコヤパールリング（径
約9mm）・ダイヤ計0.10ct・
真珠鑑別鑑定書・宇和海産
原産地証明書付

¥48,00003
K18アコヤパールピアス
（径約8mm）

¥68,00002
K18アコヤパールネックレス
（径約8mm/8珠）・約80cm

¥65,00006
K18WGアコヤパールネックレス
（径約9mm/約45cm）・ダイヤ
0.06ct・真珠鑑別鑑定書・
宇和海産原産地証明書付

¥20,00004
SV925アコヤパール
ブローチ（径約8.5mm）
（マグネット式クリッカー）

¥128,00008
K18WG黒蝶ケシパール
ネックレス（25珠）・
約90cm

¥95,00009
PT900黒蝶パールリング
（径約11mm）・
ダイヤ計0.10ct

¥198,00005
アコヤパールネックレス（径約
8.5mm/約44cm）クラスプ：SV925/
K14WGイヤリング2点セット・真珠鑑
別鑑定書・宇和海産原産地証明書・
お手入れクロス付 テリ最強

¥195,00010
黒蝶パールネックレス（径約
8-10mm/約44cm）クラスプ：
SV925/K14WGイヤリング2点
セット・真珠鑑別鑑定書付
テリ最強

¥580,00001
アコヤパールネックレス（径約
10mm）・約44cm・クラスプ：
SV925・真珠鑑別鑑定書・お
手入れクロス付 テリ最強
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Diamond
誰もが心奪われる
永遠の無垢な輝き

贅
沢
に
輝
く

憧
れ
の
ひ
と
粒

1ct diamond

デザイナーズ ジュエリー

Designer's Jewelry
デザイナーが丁寧に作り上げた
あなただけの特別な輝き

メンズ ジュエリー

Men's Jewelry
大人の魅力を引き出す
品のある眩い輝き

¥280,00013
PT900ダイヤリング（フルエタニ
ティ）　ダイヤ計1.20ｃｔ（＃11）

¥150,00014
K18PGダイヤリング
ダイヤ計0.50ct

¥720,00011
PT900/PT850ダイヤネックレス　ダイヤ1石1.00ｃｔ（H・
SI2・GOOD）・約45cm・グレーディングレポート付

¥123,00012
K18ダイヤリング（ハーフエタニティ）
ダイヤ計0.50ｃｔ（＃11）

¥161,00017
PT900ダイヤリング
ダイヤ計1.00ct

¥194,00020
K18PGダイヤネックレス　
ダイヤ計0.50ct・約45cm

¥127,00022
PT900ダイヤリング
ダイヤ計0.50ｃｔ

¥138,00015
K18PGダイヤネックレス
ダイヤ計0.50ｃｔ・約45cm

¥155,00018
K18WGダイヤネックレス
ダイヤ計0.30ct・約50cm

¥118,00019
K18WGダイヤネックレス
ダイヤ計0.15ct・約45cm

¥230,00021
K18PGダイヤリング
ダイヤ計0.70ct

¥250,00023
K18WGダイヤリング　
ダイヤ計0.19ct・鑑別書付

¥170,00024
K18WGブルートパーズ
ネックレス　ブルートパーズ1石
1.70ct（処理石）・
ダイヤ計0.07ct・約45cm

¥200,00025
K18リング¥132,00016

PT900/PT850ダイヤネックレス
ダイヤ計0.70ct・約45cm
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Blue
深い海を写したような
ブルーの煌めき

Red
情熱的に輝く
パワフルで華やかな赤

Green
心癒される
グリーンのやさしい輝き

Multi Color
それぞれの色の魅力
すべてを贅沢に纏う

ネックレスとブレスレット
を組み合わせて、ロングネ
ックレスとしてもお使い
いただけます。

深い青色で、明るさが
ありながら強い輝きを
持つブルーサファイア
のトップクラス。

ロイヤルブルー
クオリティサファイア

26,29

希少価値が高く、透明
感と深みが共存する鮮
やかな赤色を持つ最高

峰のルビー。

ピジョンブラッド
クオリティルビー

33,35

Bracelet

Necklace

2way

¥430,00028
PT900サファイアリング　サファイア1石
1.60ct・ダイヤ計0.30ct・鑑別書付

¥1,500,00027
PT900パライバトルマリンリング　
パライバトルマリン1石0.34ct・
ダイヤ計0.25ct・鑑別書付

¥470,00032
PT900/PT850ルビーネックレス
ルビー1石1.073ct・
ダイヤ計0.14ct・約45cm・
鑑別書付

¥156,00034
PT900パパラチアサファイア
リング　パパラチアサファイア
1石0.25ct・ダイヤ計0.04ct・
鑑別書付

¥115,00031
PT900/PT850パパラチア
サファイアネックレス
パパラチアサファイア1石
0.15ct・ダイヤ1石0.02ct・
約45cm・鑑別書付

¥169,00039
K18マルチネックレス　ガーネット・アメシスト・
シトリン・ペリドット・ブルートパーズ・約82cm
（ネックレス約63cm、ブレスレット約19cm）

¥880,00037
PT900/PT850エメラルド
ネックレス　エメラルド1石
1.098ct・ダイヤ計0.22ct・
約45cm・鑑別書付

¥198,00038
PT900/PT850デマントイド
ガーネットネックレス
デマントイドガーネット1石0.13ct・
ダイヤ計0.10ct・約45cm

¥660,00036
PT900エメラルドリング
エメラルド1石1.05ct・
ダイヤ計0.38ct・鑑別書付

¥350,00033
PT900ルビーリング
ルビー1石0.60ct・
ダイヤ計0.70ct・鑑別書付

¥450,00035
PT900ルビーリング　
ルビー1石1.01ct・
ダイヤ計0.17ct・鑑別書付

¥560,00026
PT900サファイアリング　サファイア1石
1.00ct・ダイヤ計0.60ct・鑑別書付

¥410,00030
PT900/PT850サファイアネックレス
サファイア1石1.451ct・
ダイヤ計0.24ct・約45cm・鑑別書付

¥390,00029
PT900/PT850サファイアネックレス
サファイア1石1.00ct・
ダイヤ計0.50ct・約45cm・鑑別書付
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