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さりげなく、個性豊かな 4 種のピアス〈シック〉。アシンメトリーなスタイルを楽しんで。

トゥーラインズ［BCI002］
K18BG  BD0.04ct  
¥110,000

ツイン［BCI001］
K18BG  BD0.04ct
¥66,000

ハニカム［BCI004］
K18BG  BD0.03ct  
¥99,000

フレーム［BCI003］
K18BG  BD0.08ct  
¥66,000

直線×直線のシャープなエッジで、知的で洗練された印象に。
着け心地も軽やかで、お仕事モードにも活躍する大人のコーディネート。

粒の輝きが際立つフレームとツインを、泡のように愛らしくミックス。
スタイリッシュなハニカムと、左右で対照的な感度の高いおしゃれを楽しんで。

柔らかで有機的なツインと直線的でモードな印象のトゥーラインズ。
どちらも着ける角度や向きによって表情が変化。ペアシェイプとアシンメトリーに楽しんでも◎。

※すべて片耳の価格です。

〈ペアシェイプ〉限定ジュエリー ピアス ［BLE012］ 
K18BG  BD0.08ct  ¥121,000（フリンジ付き）※片耳



カシケイ基準で厳選した貴重なブラウンのペアシ
ェイプは、色も形もふたつとして同じものがない
天然の奇跡。一期一会のひと粒との出合いを
お楽しみください。

2つの顔が楽しめる着脱可能なフリンジ。
繊細な揺れ感が楽しいピアスのフリンジは
着脱可能。絡みにくい独自の構造もうれし
いポイントです。ドレッシーなフリンジスタイ
ルと、日常でも活躍するシンプルなスタッド。
シーンに合わせて2つの表情を楽しめます。

ネイキッドクロスタイプとツインのコン
ビネーションなら、瞬く星空を見上げ
たような美しい横顔に。胸元には愛
らしいペアシェイプのペンダントも添
えて、さりげなく上品なスタイルに。

ネイキッド ピアス［BNA012］ 
K18BG  BD0.23ct  ¥110,000
シック ツイン［BCI001］
K18BG  BD0.04ct  ¥66,000 ※片耳
ネイキッド ネックレス［BNA016］
K18BG  BD0.45ct  ¥198,000
ペアシェイプ ペンダント［BLE011］
K18BG  BD0.18ct  ¥187,000

ピアス ［BLE012］ K18BG  BD0.08ct  ¥121,000（フリンジ付き）※片耳
ペンダント［BLE011］K18BG  BD0.18ct  ¥187,000



ピアス［KSB025PYG］K18YG  BD0.50ct  ¥242,000、ペンダント［KSB025NYG］K18YG  BD0.25ct  ¥176,000、リング［KSB030RYG］ 
K18YG  BD0.30ct D0.01ct  ¥264,000 以上すべてカシケイソリティア、ペアシェイプ ペンダント［BLE011］K18BG  BD0.18ct  ¥187,000  

カシケイバンド ピアス［KBB003PPG］K18PG  BD0.30ct  ¥220,000、アンフォゲタブルモティーフ ペンダント［BMO002P］K18PG  BD0.35ct チェーン
K18PG ＋ラバーコード付 ¥264,000、カシケイバンド リング（フルエタニティ）［KBB003RFPG］K18PG  BD0.85ct  ¥407,000 ※サイズにより価格と石目が異なります

お気に入りの美術館には行けず、楽しみにしていた映画も
閉館。落ち着いたらね、と友人とも会えていない。終わり
の分からない漠然とした不安—。
美術館も、映画も、お洒落なレストランも、トレンドの洋服
も、そしてジュエリーだって無くても生きていける。でも当た
り前の日常を失って、満たされた毎日を送るためにはそれら
は必要不可欠だったことに、私たちは初めて気づいた。
それらは私たちに、毎日を乗り越えるパワーをくれていたのだ。

とりわけ、ピアスのパワーには即効性がある。
メイクをしなくても、ピアスを着けるだけで顔回りにツヤと輝
きが足される。鏡に映る自分に確かな自信をくれる。お気
に入りのピアス同士を組み合わせてアシンメトリーに遊んだ
り、片耳だけ 2 つ、3 つ重ねたり…。正解はないし、自分
のキモチが上がれば、多分全部正解だ。そんな風にピアス
を楽しめるのは、大人の私たちの特権なのだ。（T. K）

ピアスホールを開けたきっかけは？ と聞くと、様々なエピソー
ドが聞こえてくる。
シンプルにピアスがしたくなった、20 歳の記念に、友達と
勢いで、失恋した時、など。きっかけは違えど、思い切っ
てホールを開けた後に「あ、大人にひとつ近づいたな」と思っ
たこと。きっと誰しもあるのではないだろうか。
ホールの位置も、耳たぶの厚さも人それぞれ。それを理解
した上でこだわりを持ってピアスを選んだり、自分らしいアレ

ンジが出来るのは、私たち誰しもが持つクリエイティブさだ。
シンプルで着けていく場所を選ばない頼れる相棒、サイズ
やデザインで個性を与え、いつもよりも大胆にしてくれるサ
ポーター…。いくつあってもいい、いろんな私らしさを表現
するピアス。ファッションやメイクも力みすぎず、その日の装
いは「ピアスの輝き」に委ねてみてはどうだろうか。（M.S）

お家でのリラックスカジュアルには、ひと粒の美しさ
を際立てたカシケイソリティアと、ペアシェイプをミッ
クス。イエローゴールドのカシケイソリティアで気持ち
も上がる華やかさ。

細やかな煌めきは、粒の大小と
濃淡の巧みな配置によるもの。さ
りげなくも品格のあるカシケイバン
ドのフープピアスに、大人の愛ら
しさあふれるモティーフペンダント
を添えて。



アンフォゲタブル ドッツ ピアス［BDZ017W］
K18WG  BD0.60ct D0.06ct  ¥374,000
メランジェ ペンダント［BMB009W］
K18WG  BD0.45ct  ¥308,000

着けていたのを忘れてしまうほど、まるで自身の一部のよう
に感じるときが、ピアスにはある。着けていないと落ち着か
ないほど、なくてはならないもの。きっとピアスホールを開け
るときに「耳のどんな位置に開けて、どんなピアスを着けよ
う」と、胸が高鳴る時間を経ることで、ピアスへの愛着が
生まれるのだと思う。
新しいピアスを選ぶ時もとても楽しい。自分のホールの位
置にしっくりと馴染んだり、今の気分にぴったりのピアスを

探す楽しさ。ピアスが増えてジュエリーボックスが埋まってゆ
くのを見るだけでも、幸せな気持ちになる。長く着けていな
かったピアスを着けてみると、買った時の気持ちが蘇って懐
かしい気持ちにもなれる。
おうち時間が長くなっている今だからこそ、ゆっくりとピアス
に向き合う。そんな楽しみ方も、今の時代を楽しむ方法か
もしれない。（M.T）

滴のような流れるフォルムとダイヤモンドが
煌めく揺れ感がラグジュアリーな印象のドッ
ツピアス。まろやかな着け心地のメランジェ
ペンダントと共にクラス感のある装いに。



選ぶ時は自分が好きなファッションで。
雰囲気にフィットするひと粒を選びたい。

カシケイソリティアのリングを選ぶ。

カシケイソリティアはリング、ペンダント、ピアスで展開。カ
ラーゴールドはブラウン、シャンパン、ピンク、イエロー、レ
ッドの透明感ある 5 色。それぞれに映えるトーンのブラウン
ダイヤモンドを合わせています。また、1カラットからプチサ
イズまで、サイズバリエーションも豊富。着ける人や使い
方に合わせて選べます。

まずは直感で、気になったものを試着。
手肌にのせると、また違った印象に。

リングはカラーゴールドと手肌の相性がポイ
ント。何色か一緒に着け比べて。

リング［KSB070RCG］ K18CG  BD0.70ct D0.02ct  ¥627,000
ペンダント［KSB070NCG］ K18CG  BD0.70ct D0.03ct  ¥572,000
ピアス［KSB030PCG］ K18CG  BD0.60ct D0.04ct  ¥385,000

ペンダント［KSB050NPG］ 
K18PG  BD0.50ct D0.02ct  ¥363,000
ペンダント［KSB014NCG］ K18CG  BD0.14ct  ¥121,000
ピアス［KSB025PPG］ K18PG  BD0.50ct  ¥242,000
リング［KSB030RPG］ 
K18PG  BD0.30ct D0.01ct  ¥264,000



ダイヤモンドに沿って立ち上げられた爪。 緩やかな曲線を描くアームは指あたりも抜群。

デザインを壊さないよう、爪の裏を通るチェーン。

カラーレスのメレーダイヤモンドがメリハリを生む。 抜けにくく、後ろ姿も品のあるキャッチ。

爪のエッジがほど良い緊張感を保つ。

一見して見えないところまで美しく仕上げるこだわり。

裏面はやや膨らみをもたせて肌あたり良く。

左右の爪とリングの峰が揃ってシャープな印象に。
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K18BG  BD5.62ct D1.18ct  ¥13,200,000


