
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（川上宗伯作）
K18　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

干支　戌
左SV999　右K24　
桐箱付/造幣局品位刻印付

聖観音菩薩
（松本明慶原型製作）
K24　
高さ約120mm/約35ｇ/
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、
幅広いラインナ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。
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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）

（写真上から下に）

¥69,800
K18ダイヤリング ダイヤ計0.13ct

¥54,800
PT900ダイヤリング ダイヤ計0.04ct

¥78,800
K18PGダイヤリング ダイヤ計0.18ct

¥59,800
PT900ダイヤリング ダイヤ計0.05ct

¥52,800
K18PGダイヤリング ダイヤ計0.06ct

¥79,800
PT900ダイヤリング ダイヤ計0.13ct

¥78,800
K18ダイヤリング ダイヤ計0.18ct

¥59,800
PT900ダイヤリング ダイヤ計0.06ct

¥49,800
K18ダイヤリング ダイヤ計0.04ct

¥49,800
K18PGダイヤリング ダイヤ計0.04ct

私らしさを楽しめる、贅沢な輝き

表紙掲載商品

※掲載されている商品の価格は全て消費税込の価格です。

左上：　　　　　　　　　　　　　PT900ブラックオパールリング　ブラックオパール1石3.34ct・ダイヤ計0.73ct・鑑別書付¥1,940,000限定1個

右上：　　　　　　　　　　　　　PT900/PT850ダイヤネックレス　ダイヤ1石2.011ct（M・SI2）・脇石ダイヤ計0.32ct・約45cm・グレーディングレポート付¥1,480,000限定1個

右下：　　　　　　　　　　　　　PT900ダイヤリング　ダイヤ1石2.071ct（LY・VS1）・脇石ダイヤ計0.22ct・グレーディングレポート付¥1,750,000限定1個

左下：　　　　　　　　　　　　　PT900コンクパールリング　コンクパール1.92ct・ダイヤ計1.23ct・鑑別書付¥1,200,000限定1個
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ブローチ

Arrange

Variation

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。

 3通りの組み合
わせをお楽しみ
いただけます。

わたしを包む  穏やかな煌めき

パール

Brooch
小さなアクセントで

ワンランク上の
コーディネートに

10,11

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

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

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〉

¥195,00008
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・
お手入れクロス付

¥25,00005
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）

¥98,00006
PT900アコヤパールリング
（径約9mm）

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

¥95,00001
K18アコヤパールネックレス
（径約8-8.5mm）・
ダイヤ計0.18ct・約45cm

※天然素材を使用しておりま
すので、形や色が若干異なる
場合がございます。

¥148,00004
K18白蝶ケシパールリング
（ゴールド系）　
ダイヤ計0.10ct

¥38,00007
K18アコヤパールピアス
（径約6.5-7mm）

¥60,00002
K18WGアコヤパールネックレス
（径約9mm）ダイヤ0.05ct・
約45cm・真珠鑑別鑑定書・
宇和海産原産地証明書付

¥250,00003
アコヤパールネックレス
（径約8mm/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・
お手入れクロス付

¥48,00011
K18WGブローチ
（タツノオトシゴモチーフ）

¥185,00010
K18WGブローチ
（ト音記号モチーフ）　
ダイヤ計0.41ct
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デザイナーズジュエリー

力強い輝きは  わたしの味方

ダイヤモンド

 8通りの組み合
わせをお楽しみ
いただけます。

Variation
Designer's
Jewelry

個性あふれるデザインで
こだわりのおしゃれを

24,25

¥152,00017
K18PGダイヤリング　
ダイヤ計1.00ct

¥1,200,00016
PT900ダイヤリング　
ダイヤ1石1.00ct
（D・SI2・EX）・
脇石ダイヤ計0.07ct・
グレーディングレポート付

¥300,00021
PT900/PT850/
K18ダイヤネックレス　
ダイヤ1石0.70ct（VLY・SI2）・
脇石ダイヤ計0.20ct・約45cm
グレーディングレポート付

¥111,00012
PT900/PT850
ダイヤネックレス　
ダイヤ計0.50ct・約45cm

¥153,00013
K18PGダイヤネックレス　
ダイヤ計0.50ct・約45cm

¥89,00014
K18WG/PGダイヤネックレス　
ダイヤ計0.50ct・約45cm

¥138,00015
PT900ダイヤリング
（ハーフエタニティ）　
ダイヤ計0.50ct（＃11）

¥127,00022
K18WG/YG/PG
ダイヤネックレス　
ダイヤ計0.25ct・約45cm

¥260,00019
PT900ダイヤリング　
ダイヤ計1.00ct・
グレーディングレポート付

¥135,00018
PT900ダイヤリング　
ダイヤ計0.50ct

¥154,00020
PT900ダイヤリング　
ダイヤ計1.00cｔ

¥150,00024
K18WGダイヤネックレス
ダイヤ計0.05ct・約45cm

¥198,00025
K18WGダイヤリング
ダイヤ計0.08ct

¥120,00023
PT850ネックレス・
約40cm
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限定5個
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可憐な彩りで  日常をドラマティックに

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

29,31

白熱灯の下では赤紫に、自然光
の下ではブルーを帯びたグリー
ンに輝きます。
※変色の度合いは、若干異なります。

¥740,00040
PT900/PT850
エメラルドネックレス　
エメラルド1石1.39ct・
ダイヤ計0.21ct・
約45cm・鑑別書付

¥99,00026
PT900/PT850
アクアマリンネックレス　
アクアマリン1石0.70ct・
ダイヤ計0.04ct・約45cm

¥128,00039
PT900/PT850
ルビーネックレス　ルビー 1石
0.40ct・ダイヤ計0.08ct・
約45cm・鑑別書付

¥780,00038
PT900
パライバトルマリンリング　
パライバトルマリン1石
0.24ct・ダイヤ計0.78ct・
鑑別書付

¥128,00032
PT900アウイナイトリング
アウイナイト1石0.04ct・
脇石ダイヤ計0.40ct

¥148,00036
PT900ルビーリング　
ルビー 1石0.40ct・
ダイヤ計0.25ct・鑑別書付

¥152,00035
PT900/PT850
アウイナイトネックレス　
アウイナイト計0.05ct・脇石
ダイヤ計0.50ct・約45cm

¥320,00027
PT900/PT850
パパラチャサファイアネックレス　
パパラチャサファイア1石
0.70ct・ダイヤ計0.55ct・
約45cm・鑑別書付

¥880,00037
PT900エメラルドリング　
エメラルド1石1.196ct・
脇石ダイヤ計0.41ct・
鑑別書付

¥530,00028
PT900/PT850
タンザナイトネックレス　
タンザナイト1石3.00ct・
ダイヤ計0.90ct・
約45cm・鑑別書付

¥1,460,00030
PT900/PT850
サファイアネックレス　
サファイア1石4.60ct・
ダイヤ計0.36ct・
約45cm・鑑別書付

¥940,00033
PT900
アレキサンドライトリング　
アレキサンドライト1石
0.784ct・ダイヤ計0.43ct・
鑑別書付

¥780,00034
PT900/PT850
アレキサンドライトネックレス
アレキサンドライト1石
0.751ct・ダイヤ計0.16ct・
約45cm・鑑別書付

¥470,00029
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0.75ct・
約45cm・鑑別書付

¥900,00031
PT900サファイアリング　
サファイア1石2.711ct・
脇石ダイヤ計0.39ct・
鑑別書付

40
限定1個

38
限定1個

39
非加熱
確保数5個

36
非加熱

確保数5個

37
限定1個

28
限定3個

29
限定3個
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限定1個

31
限定1個
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限定1個

34
限定1個
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カラーストーン

33 34


