
φ2 ㎜ φ2.5 ㎜ φ3 ㎜ φ3.5 ㎜ φ4 ㎜ φ5 ㎜

－ 16 －

1 SL-11 

…378 円（350 円）A 

合成 2mm（ビーズ付）

2 SL-12 

…378 円（350 円）A 

合成 2mm（カン付）

3 SL-13 

…313 円（290 円）A 

合成 2mm（カンなし）

4 SL-14 

…464 円（430 円）A 

合成 3mm（カン付）

5 SL-15 

…346 円（320 円）A 

合成 3mm（カンなし）

合成レザー（ニッケルパーツ）・牛革チョーカー（金具 925SILVER）

合成石（同時焼成可）

合成レザーネック（黒 × ニッケル） 

SI-20 …140 円（130 円）Bφ2mm ①②⑤⑪⑫　

…162 円（150 円）Bφ2mm ④⑥⑦　　

SI-250 …194 円（180 円）Bφ2.5mm ①②⑥⑫

…238 円（220 円）Bφ2.5mm ④⑤⑦

SI-30 …205 円（190 円）Bφ3mm ①⑤⑪⑫

…259 円（240 円）Bφ3mm ②⑥ 

…302 円（280 円）Bφ3mm ④⑦

…302 円（280 円）Bφ3mm ⑩

SI-40 …259 円（240 円）Bφ4mm ①⑤⑪⑫

…313 円（290 円）Bφ4mm ②⑥

…454 円（420 円）Bφ4mm ④⑦

…432 円（400 円）Bφ4mm ⑩

SI-50 …313 円（290 円）Bφ5mm ①⑤⑪⑫

…378 円（350 円）Bφ5mm ②⑥

…551 円（510 円）Bφ5mm ④⑦

ラウンドブリリアントカット 

SD-20 …1,264 円（1,170 円）B

…1,458 円（1,350 円）B

φ2mm ①②⑪⑫

φ2mm ④⑦

SD-250 …1,750 円（1,620 円）Bφ2.5mm ①②⑫

…2,138 円（1,980 円）Bφ2.5mm ④⑦

SD-30 …1,847 円（1,710 円）Bφ3mm ①⑪⑫

…2,333 円（2,160 円）Bφ3mm ②

…2,722 円（2,520 円）Bφ3mm ④⑦

ラウンドブリリアントカット　お徳用 10 個入

SI-43 …205 円（190 円）B3×6mm ①②③⑤⑫

…248 円（230 円）B3×6mm ⑥⑨

…292 円（270 円）B3×6mm ④⑦

マーキスカット 

SI-54 …227 円（210 円）B4×6mm ①⑪

…216 円（200 円）B4×6mm ③⑤⑥

SI-55 …313 円（290 円）B5×7mm ①⑪

…335 円（310 円）B5×7mm ②

…302 円（280 円）B5×7mm ③⑤⑥

…508 円（470 円）B5×7mm ⑦⑧

ペアシェイプカット 

SI-74 …227 円（210 円）B4×6mm ①②

…216 円（200 円）B4×6mm ③⑤⑪⑫

…410 円（380 円）B4×6mm ④⑦

SI-75 …335 円（310 円）B5×7mm ①②

…302 円（280 円）B5×7mm ⑤

…497 円（460 円）B5×7mm ④

SI-78 …724 円（670 円）B8×10mm ①⑤⑥⑪⑫

…1,490 円（1,380 円）B8×10mm ②④⑦

SI-76 …454 円（420 円）B6×8mm ①②③⑤⑥⑨⑪⑫

…842 円（780 円）B6×8mm ④⑦⑧

SI-710 …972 円（900 円）B10×12mm ①③⑪⑫

…1,080 円（1,000 円）B10×12mm ②⑥

…1,620 円（1,500 円）B10×12mm ④⑦⑧

オーバル

SI-86 …594 円（550 円）B6×8mm ①⑤⑥⑪⑫

…864 円（800 円）B6×8mm ②④⑦

SI-88 …940 円（870 円）B8×10mm ①⑤⑥⑪⑫

…1,490 円（1,380 円）B8×10mm ②④⑦

SI-810 …1,080 円（1,000 円）B10×12mm ①③⑪⑫

…1,458 円（1,350 円）B10×12mm ②⑥

…1,836 円（1,700 円）B10×12mm ④⑦⑧

長角

SI-96 

…918 円（850 円）B 

φ6mm ③⑤⑪

…1,242 円（1,150 円）B 

φ6mm ②④

ミラーボール 

SI-63 

…227 円（210 円）B

φ3mm ①

…259 円（240 円）B

φ3mm ③⑪

…281 円（260 円）B

φ3mm ②

スター 

SI-33 …184 円（170 円）Bφ3mm ③⑤⑪⑫

…205 円（190 円）Bφ3mm ⑥⑦⑧⑨

SI-34 …227 円（210 円）Bφ4mm ②③⑤⑪⑫

…259 円（240 円）Bφ4mm ⑥⑨

SI-35 …421 円（390 円）Bφ5mm ⑤⑪⑫

…454 円（420 円）Bφ5mm ②⑥

カボションカット 

SI-14 …313 円（290 円）Bφ4mm ①⑪⑫

…432 円（400 円）Bφ4mm ②⑦

SI-15 …367 円（340 円）Bφ5mm ①⑪⑫

…540 円（500 円）Bφ5mm ②⑦

SI-110 …1,145 円（1,060 円）Bφ10mm ①⑤⑪

…1,696 円（1,570 円）Bφ10mm ②④⑦

ハートシェイプカット

SI-23 …173 円（160 円）Bφ3mm ②③⑤⑨⑪⑫

…238 円（220 円）Bφ3mm ⑦⑧

SI-24 …227 円（210 円）Bφ4mm ①②③⑤⑨⑪⑫

…324 円（300 円）Bφ4mm ④⑦⑧

SI-25 …335 円（310 円）Bφ5mm ②③⑤⑨⑪⑫

…400 円（370 円）Bφ5mm ④⑦

スクエアカット

1 SL-1 

…1,080 円（1,000 円）B 

2mm

①黒　②ナチュラル

2 SL-2 

…1,296 円（1,200 円）B 

3mm

①黒　②ナチュラル

牛革チョーカー 

＜カットスタイル＞

ラウンド
ブリリアント

ハート ※スクエア カボション ※マーキス ※ペア
シェイプ

オーバル 長角 ※ミラー
ボール

※スター

＜実物大＞

＜カラー＞

①キュービック

　ジルコニア

②ルビー

③イエロー ※

④ブルースピネル

⑤ピンク

⑥シャンパン（トパーズ）

⑦アクアマリン

⑧エメラルド ※

⑨ガーネット ※

⑩ブルーサファイア ※

⑪アメジスト

⑫ラベンダー

粘土状態に埋め込んで同時

焼成できます。粘土の収縮

により、表に飛び出してし

まうので、カットの一番高

いテーブルのところが粘土

表面の高さになるくらい深

く埋め込みます。 

合成石の色は、大きくな

る程濃くなります。シャ

ンパンカラーの大きなサ

イズのものは、トパーズ

カラーになります。 

いずれも 40cm ＋ テール 5cm 付 いずれも 40cm ＋ テール 5cm 付 
金具はシルバー 925 製 

1 

1 2 

2 
3 

4 
5 

＜シャンパン＞ ＜トパーズ＞ 

※

※

※

※

※

※

※

※

SI-150 …130 円（120 円）Bφ1.5mm ①④⑦　

…162 円（150 円）Bφ1.5mm ②⑥⑫　

…194 円（180 円）Bφ1.5mm ⑤　

※は在庫限り

※ 

※ 

※ 

※ 

…551 円（510 円）Bφ5mm ⑦

※ 

※ 

※ 

※ 

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ 

※ 


