
パールブルー

ディープブルー ピアノブラック

クリアシルバープリティピンク

ノーブルホワイト

プチオープンハート

アノーウフ・ミニョン プリエ ノーブル

サイズ：H19.4×W8.2× D5.5mmサイズ：H13×W7× D7.5mm サイズ：H21.1×W5.7× D4.3mm サイズ：H20.9×W4.9× D4.9mm

シルバー 925 シルバー 925 シルバー 925 シルバー 925

20,000円（税抜） 23,000円（税抜） 20,000円（税抜） 20,000円（税抜）

※ イエローゴールドK18素材、ローズゴールドK18素材、ホワイトゴールドK18素材、プラチナ900 素材もご用意しております。
　 価格につきましてはお問い合わせください。

※ チェーン：40cm（アジャスターカン付） / インナーポケット口径：3mm

サイズ｜高さ48mm   直径54mm　口径31mm  
素 　材｜国産ケヤキ　　 

※インナーポーチが付属します。
※一つ一つ手作りのため、仕上がりが若干異なる場合がございます。
※天然素材のため木目の風合いは一つ一つ異なります。

重　量｜30g     
内 容 量｜30cc  

ころん　 全６種　　各13,300円（税抜）

サイズ｜本　体：高さ45mm   直径36mm　口径24mm  
            ポーチ：高さ55mm   幅　40mm　奥行53mm
素　材｜本　体：真鍮
            ポーチ：合成皮革

※インナーポーチが付属します。
※一つ一つ手作りのため、仕上がりが若干異なる場合がございます。

重　量｜70g （ポーチとの総重量 90g）    
内 容 量｜15cc  

ポポ　 全６種　　各12,000円（税抜）

プチポットと携帯用ポーチが一緒になった
ひとりにひとつの新しいタイプのソウルプチポット

23,000円（税抜）
シルバー 925

サイズ：H17.9×W14.4×D5.3mm

ベーシックライン
より洗練されたベーシックな
ソウルジュエリーが登場しました。

レモン サクラ モモ フジ スカイブルー コーラルグリーン

硬くて丈夫な国産ケヤキ材。
天然素材のぬくもりがやさしく手に伝わります。



ピンク

ソウルプチポット（別売）シンプルモダン スウィートピンク15,000円（税抜）

※記載された価格・仕様は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
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〒278-0042 千葉県野田市吉春 481


