
ジュエリー・アクセサリー・ネックレス(シルバーネックレス・ゴールドネックレス・プラチナネックレス・パー

ルネックレス・ダイヤネックレス・ペンダント・ペアネックレス)、指輪(シルバーリング・ゴールドリング・プ

ラチナリング・パールリング・ダイヤリング・ペアリング)、ブレスレット(シルバーブレスレット・ゴールドブ

レスレット・プラチナブレスレット・天然石ブレスレット・ペアブレスレット)、ピアス(シルバーピアス・ゴー

ルドピアス・プラチナピアス・パールピアス・ダイヤピアス・ボディーピアス・イヤリング) 

ネックレス・ペンダント 

長さ・サイズ 

約３０㎝ 約３５㎝ 約４０㎝ 約４５㎝ 約５０㎝ 約５５㎝ 約６０㎝ 約６５㎝ 約７０㎝ 約７５㎝ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チョーカーネックレス チョーカーペンダント チェーンネックレス チェーンペンダント ペアネックレス 

ネックレス ペンダント 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

リング・指輪 

大きさ・サイズ 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 １０号 １１号 １２号 １３号 １４号 １５

号 １６号 １７号 １８号 １９号 ２０号 ２１号 ２２号 ２３号 ２４号 ２５号 ２６号 ２７号 

２８号 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

結婚指輪 婚約指輪 マリッジリング エンゲージリング ピンキーリング ベビーリング ペアリング リ

ング 指輪 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

http://juweri-akusesari.seesaa.net/
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アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

ピアス・イヤリング 

大きさ・サイズ 

20 ゲージ 18 ゲージ 16 ゲージ 14 ゲージ 12 ゲージ 10 ゲージ 8 ゲージ 6 ゲージ 4 ゲージ 2 ゲー

ジ 0ゲージ 00ゲージ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

フックピアス スタッドピアス フープピアス チェーンピアス シングルピアス ボディピアス ピアス 

イヤリング 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

ブレスレット 

長さ・サイズ 

約１５㎝ 約１６㎝ 約１７㎝ 約１８㎝ 約１９㎝ 約２０㎝ 約２１㎝ Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 



種類 

チェーンブレスレット 天然石ブレスレット レザーブレスレット 牛本革ブレスレット ペアブレスレット 

ブレスレット 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



人気ジュエリー・人気アクセサリー・人気ネックレス(人気シルバーネックレス・人気ゴールドネックレス・人気

プラチナネックレス・人気パールネックレス・人気ダイヤネックレス・人気ペンダント・人気ペアネックレス)、

人気指輪(人気シルバーリング・人気ゴールドリング・人気プラチナリング・人気パールリング・人気ダイヤリン

グ・人気ペアリング)、人気ブレスレット(人気シルバーブレスレット・人気ゴールドブレスレット・人気プラチ

ナブレスレット・人気天然石ブレスレット・人気ペアブレスレット)、人気ピアス(人気シルバーピアス・人気ゴ

ールドピアス・人気プラチナピアス・人気パールピアス・人気ダイヤピアス・人気ボディーピアス・人気イヤリ

ング) 

人気ネックレス・人気ペンダント 

長さ・サイズ 

約３０㎝ 約３５㎝ 約４０㎝ 約４５㎝ 約５０㎝ 約５５㎝ 約６０㎝ 約６５㎝ 約７０㎝ 約７５㎝ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チョーカーネックレス チョーカーペンダント チェーンネックレス チェーンペンダント ペアネックレス 

ネックレス ペンダント 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

人気リング・人気指輪 

大きさ・サイズ 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 １０号 １１号 １２号 １３号 １４号 １５

号 １６号 １７号 １８号 １９号 ２０号 ２１号 ２２号 ２３号 ２４号 ２５号 ２６号 ２７号 

２８号 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

結婚指輪 婚約指輪 マリッジリング エンゲージリング ピンキーリング ベビーリング ペアリング リ

ング 指輪 
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宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

人気ピアス・人気イヤリング 

大きさ・サイズ 

20 ゲージ 18 ゲージ 16 ゲージ 14 ゲージ 12 ゲージ 10 ゲージ 8 ゲージ 6 ゲージ 4 ゲージ 2 ゲー

ジ 0ゲージ 00ゲージ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

フックピアス スタッドピアス フープピアス チェーンピアス シングルピアス ボディピアス ピアス 

イヤリング 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

人気ブレスレット 

長さ・サイズ 

約１５㎝ 約１６㎝ 約１７㎝ 約１８㎝ 約１９㎝ 約２０㎝ 約２１㎝ Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 



ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チェーンブレスレット 天然石ブレスレット レザーブレスレット 牛本革ブレスレット ペアブレスレット 

ブレスレット 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



激安ジュエリー・激安アクセサリー・激安ネックレス(激安シルバーネックレス・激安ゴールドネックレス・激安

プラチナネックレス・激安パールネックレス・激安ダイヤネックレス・激安ペンダント・激安ペアネックレス)、

激安指輪(激安シルバーリング・激安ゴールドリング・激安プラチナリング・激安パールリング・激安ダイヤリン

グ・激安ペアリング)、激安ブレスレット(激安シルバーブレスレット・激安ゴールドブレスレット・激安プラチ

ナブレスレット・激安天然石ブレスレット・激安ペアブレスレット)、激安ピアス(激安シルバーピアス・激安ゴ

ールドピアス・激安プラチナピアス・激安パールピアス・激安ダイヤピアス・激安ボディーピアス・激安イヤリ

ング) 

激安ネックレス・激安ペンダント 

長さ・サイズ 

約３０㎝ 約３５㎝ 約４０㎝ 約４５㎝ 約５０㎝ 約５５㎝ 約６０㎝ 約６５㎝ 約７０㎝ 約７５㎝ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チョーカーネックレス チョーカーペンダント チェーンネックレス チェーンペンダント ペアネックレス 

ネックレス ペンダント 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

激安リング・激安指輪 

大きさ・サイズ 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 １０号 １１号 １２号 １３号 １４号 １５

号 １６号 １７号 １８号 １９号 ２０号 ２１号 ２２号 ２３号 ２４号 ２５号 ２６号 ２７号 

２８号 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

結婚指輪 婚約指輪 マリッジリング エンゲージリング ピンキーリング ベビーリング ペアリング リ

ング 指輪 

http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/


宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

激安ピアス・激安イヤリング 

大きさ・サイズ 

20 ゲージ 18 ゲージ 16 ゲージ 14 ゲージ 12 ゲージ 10 ゲージ 8 ゲージ 6 ゲージ 4 ゲージ 2 ゲー

ジ 0ゲージ 00ゲージ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

フックピアス スタッドピアス フープピアス チェーンピアス シングルピアス ボディピアス ピアス 

イヤリング 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

激安ブレスレット 

長さ・サイズ 

約１５㎝ 約１６㎝ 約１７㎝ 約１８㎝ 約１９㎝ 約２０㎝ 約２１㎝ Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 



ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チェーンブレスレット 天然石ブレスレット レザーブレスレット 牛本革ブレスレット ペアブレスレット 

ブレスレット 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



格安ジュエリー・格安アクセサリー・格安ネックレス(格安シルバーネックレス・格安ゴールドネックレス・格安

プラチナネックレス・格安パールネックレス・格安ダイヤネックレス・格安ペンダント・格安ペアネックレス)、

格安指輪(格安シルバーリング・格安ゴールドリング・格安プラチナリング・格安パールリング・格安ダイヤリン

グ・格安ペアリング)、格安ブレスレット(格安シルバーブレスレット・格安ゴールドブレスレット・格安プラチ

ナブレスレット・格安天然石ブレスレット・格安ペアブレスレット)、格安ピアス(格安シルバーピアス・格安ゴ

ールドピアス・格安プラチナピアス・格安パールピアス・格安ダイヤピアス・格安ボディーピアス・格安イヤリ

ング) 

格安ネックレス・格安ペンダント 

長さ・サイズ 

約３０㎝ 約３５㎝ 約４０㎝ 約４５㎝ 約５０㎝ 約５５㎝ 約６０㎝ 約６５㎝ 約７０㎝ 約７５㎝ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チョーカーネックレス チョーカーペンダント チェーンネックレス チェーンペンダント ペアネックレス 

ネックレス ペンダント 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

格安リング・格安指輪 

大きさ・サイズ 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 １０号 １１号 １２号 １３号 １４号 １５

号 １６号 １７号 １８号 １９号 ２０号 ２１号 ２２号 ２３号 ２４号 ２５号 ２６号 ２７号 

２８号 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

結婚指輪 婚約指輪 マリッジリング エンゲージリング ピンキーリング ベビーリング ペアリング リ

ング 指輪 

http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/


宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

格安ピアス・格安イヤリング 

大きさ・サイズ 

20 ゲージ 18 ゲージ 16 ゲージ 14 ゲージ 12 ゲージ 10 ゲージ 8 ゲージ 6 ゲージ 4 ゲージ 2 ゲー

ジ 0ゲージ 00ゲージ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

フックピアス スタッドピアス フープピアス チェーンピアス シングルピアス ボディピアス ピアス 

イヤリング 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

格安ブレスレット 

長さ・サイズ 

約１５㎝ 約１６㎝ 約１７㎝ 約１８㎝ 約１９㎝ 約２０㎝ 約２１㎝ Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 



ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チェーンブレスレット 天然石ブレスレット レザーブレスレット 牛本革ブレスレット ペアブレスレット 

ブレスレット 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高級ジュエリー・高級アクセサリー・高級ネックレス(高級シルバーネックレス・高級ゴールドネックレス・高級

プラチナネックレス・高級パールネックレス・高級ダイヤネックレス・高級ペンダント・高級ペアネックレス)、

高級指輪(高級シルバーリング・高級ゴールドリング・高級プラチナリング・高級パールリング・高級ダイヤリン

グ・高級ペアリング)、高級ブレスレット(高級シルバーブレスレット・高級ゴールドブレスレット・高級プラチ

ナブレスレット・高級天然石ブレスレット・高級ペアブレスレット)、高級ピアス(高級シルバーピアス・高級ゴ

ールドピアス・高級プラチナピアス・高級パールピアス・高級ダイヤピアス・高級ボディーピアス・高級イヤリ

ング) 

高級ネックレス・高級ペンダント 

長さ・サイズ 

約３０㎝ 約３５㎝ 約４０㎝ 約４５㎝ 約５０㎝ 約５５㎝ 約６０㎝ 約６５㎝ 約７０㎝ 約７５㎝ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チョーカーネックレス チョーカーペンダント チェーンネックレス チェーンペンダント ペアネックレス 

ネックレス ペンダント 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

高級リング・高級指輪 

大きさ・サイズ 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 １０号 １１号 １２号 １３号 １４号 １５

号 １６号 １７号 １８号 １９号 ２０号 ２１号 ２２号 ２３号 ２４号 ２５号 ２６号 ２７号 

２８号 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

結婚指輪 婚約指輪 マリッジリング エンゲージリング ピンキーリング ベビーリング ペアリング リ

ング 指輪 

http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/


宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

高級ピアス・高級イヤリング 

大きさ・サイズ 

20 ゲージ 18 ゲージ 16 ゲージ 14 ゲージ 12 ゲージ 10 ゲージ 8 ゲージ 6 ゲージ 4 ゲージ 2 ゲー

ジ 0ゲージ 00ゲージ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

フックピアス スタッドピアス フープピアス チェーンピアス シングルピアス ボディピアス ピアス 

イヤリング 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

高級ブレスレット 

長さ・サイズ 

約１５㎝ 約１６㎝ 約１７㎝ 約１８㎝ 約１９㎝ 約２０㎝ 約２１㎝ Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 



ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チェーンブレスレット 天然石ブレスレット レザーブレスレット 牛本革ブレスレット ペアブレスレット 

ブレスレット 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



限定ジュエリー・限定アクセサリー・限定ネックレス(限定シルバーネックレス・限定ゴールドネックレス・限定

プラチナネックレス・限定パールネックレス・限定ダイヤネックレス・限定ペンダント・限定ペアネックレス)、

限定指輪(限定シルバーリング・限定ゴールドリング・限定プラチナリング・限定パールリング・限定ダイヤリン

グ・限定ペアリング)、限定ブレスレット(限定シルバーブレスレット・限定ゴールドブレスレット・限定プラチ

ナブレスレット・限定天然石ブレスレット・限定ペアブレスレット)、限定ピアス(限定シルバーピアス・限定ゴ

ールドピアス・限定プラチナピアス・限定パールピアス・限定ダイヤピアス・限定ボディーピアス・限定イヤリ

ング) 

限定ネックレス・限定ペンダント 

長さ・サイズ 

約３０㎝ 約３５㎝ 約４０㎝ 約４５㎝ 約５０㎝ 約５５㎝ 約６０㎝ 約６５㎝ 約７０㎝ 約７５㎝ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チョーカーネックレス チョーカーペンダント チェーンネックレス チェーンペンダント ペアネックレス 

ネックレス ペンダント 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

限定リング・限定指輪 

大きさ・サイズ 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 １０号 １１号 １２号 １３号 １４号 １５

号 １６号 １７号 １８号 １９号 ２０号 ２１号 ２２号 ２３号 ２４号 ２５号 ２６号 ２７号 

２８号 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

結婚指輪 婚約指輪 マリッジリング エンゲージリング ピンキーリング ベビーリング ペアリング リ

ング 指輪 

http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/


宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

限定ピアス・限定イヤリング 

大きさ・サイズ 

20 ゲージ 18 ゲージ 16 ゲージ 14 ゲージ 12 ゲージ 10 ゲージ 8 ゲージ 6 ゲージ 4 ゲージ 2 ゲー

ジ 0ゲージ 00ゲージ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

フックピアス スタッドピアス フープピアス チェーンピアス シングルピアス ボディピアス ピアス 

イヤリング 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

限定ブレスレット 

長さ・サイズ 

約１５㎝ 約１６㎝ 約１７㎝ 約１８㎝ 約１９㎝ 約２０㎝ 約２１㎝ Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 



ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チェーンブレスレット 天然石ブレスレット レザーブレスレット 牛本革ブレスレット ペアブレスレット 

ブレスレット 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



最新ジュエリー・最新アクセサリー・最新ネックレス(最新シルバーネックレス・最新ゴールドネックレス・最新

プラチナネックレス・最新パールネックレス・最新ダイヤネックレス・最新ペンダント・最新ペアネックレス)、

最新指輪(最新シルバーリング・最新ゴールドリング・最新プラチナリング・最新パールリング・最新ダイヤリン

グ・最新ペアリング)、最新ブレスレット(最新シルバーブレスレット・最新ゴールドブレスレット・最新プラチ

ナブレスレット・最新天然石ブレスレット・最新ペアブレスレット)、最新ピアス(最新シルバーピアス・最新ゴ

ールドピアス・最新プラチナピアス・最新パールピアス・最新ダイヤピアス・最新ボディーピアス・最新イヤリ

ング) 

最新ネックレス・最新ペンダント 

長さ・サイズ 

約３０㎝ 約３５㎝ 約４０㎝ 約４５㎝ 約５０㎝ 約５５㎝ 約６０㎝ 約６５㎝ 約７０㎝ 約７５㎝ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チョーカーネックレス チョーカーペンダント チェーンネックレス チェーンペンダント ペアネックレス 

ネックレス ペンダント 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

最新リング・最新指輪 

大きさ・サイズ 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 １０号 １１号 １２号 １３号 １４号 １５

号 １６号 １７号 １８号 １９号 ２０号 ２１号 ２２号 ２３号 ２４号 ２５号 ２６号 ２７号 

２８号 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

結婚指輪 婚約指輪 マリッジリング エンゲージリング ピンキーリング ベビーリング ペアリング リ

ング 指輪 

http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/


宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

最新ピアス・最新イヤリング 

大きさ・サイズ 

20 ゲージ 18 ゲージ 16 ゲージ 14 ゲージ 12 ゲージ 10 ゲージ 8 ゲージ 6 ゲージ 4 ゲージ 2 ゲー

ジ 0ゲージ 00ゲージ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

フックピアス スタッドピアス フープピアス チェーンピアス シングルピアス ボディピアス ピアス 

イヤリング 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

最新ブレスレット 

長さ・サイズ 

約１５㎝ 約１６㎝ 約１７㎝ 約１８㎝ 約１９㎝ 約２０㎝ 約２１㎝ Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 



ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チェーンブレスレット 天然石ブレスレット レザーブレスレット 牛本革ブレスレット ペアブレスレット 

ブレスレット 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



流行ジュエリー・流行アクセサリー・流行ネックレス(流行シルバーネックレス・流行ゴールドネックレス・流行

プラチナネックレス・流行パールネックレス・流行ダイヤネックレス・流行ペンダント・流行ペアネックレス)、

流行指輪(流行シルバーリング・流行ゴールドリング・流行プラチナリング・流行パールリング・流行ダイヤリン

グ・流行ペアリング)、流行ブレスレット(流行シルバーブレスレット・流行ゴールドブレスレット・流行プラチ

ナブレスレット・流行天然石ブレスレット・流行ペアブレスレット)、流行ピアス(流行シルバーピアス・流行ゴ

ールドピアス・流行プラチナピアス・流行パールピアス・流行ダイヤピアス・流行ボディーピアス・流行イヤリ

ング) 

流行ネックレス・流行ペンダント 

長さ・サイズ 

約３０㎝ 約３５㎝ 約４０㎝ 約４５㎝ 約５０㎝ 約５５㎝ 約６０㎝ 約６５㎝ 約７０㎝ 約７５㎝ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チョーカーネックレス チョーカーペンダント チェーンネックレス チェーンペンダント ペアネックレス 

ネックレス ペンダント 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

流行リング・流行指輪 

大きさ・サイズ 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 １０号 １１号 １２号 １３号 １４号 １５

号 １６号 １７号 １８号 １９号 ２０号 ２１号 ２２号 ２３号 ２４号 ２５号 ２６号 ２７号 

２８号 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

結婚指輪 婚約指輪 マリッジリング エンゲージリング ピンキーリング ベビーリング ペアリング リ

ング 指輪 

http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/


宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

流行ピアス・流行イヤリング 

大きさ・サイズ 

20 ゲージ 18 ゲージ 16 ゲージ 14 ゲージ 12 ゲージ 10 ゲージ 8 ゲージ 6 ゲージ 4 ゲージ 2 ゲー

ジ 0ゲージ 00ゲージ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

フックピアス スタッドピアス フープピアス チェーンピアス シングルピアス ボディピアス ピアス 

イヤリング 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

流行ブレスレット 

長さ・サイズ 

約１５㎝ 約１６㎝ 約１７㎝ 約１８㎝ 約１９㎝ 約２０㎝ 約２１㎝ Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 



ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チェーンブレスレット 天然石ブレスレット レザーブレスレット 牛本革ブレスレット ペアブレスレット 

ブレスレット 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



お勧めジュエリー・お勧めアクセサリー・お勧めネックレス(お勧めシルバーネックレス・お勧めゴールドネック

レス・お勧めプラチナネックレス・お勧めパールネックレス・お勧めダイヤネックレス・お勧めペンダント・お

勧めペアネックレス)、お勧め指輪(お勧めシルバーリング・お勧めゴールドリング・お勧めプラチナリング・お

勧めパールリング・お勧めダイヤリング・お勧めペアリング)、お勧めブレスレット(お勧めシルバーブレスレッ

ト・お勧めゴールドブレスレット・お勧めプラチナブレスレット・お勧め天然石ブレスレット・お勧めペアブレ

スレット)、お勧めピアス(お勧めシルバーピアス・お勧めゴールドピアス・お勧めプラチナピアス・お勧めパー

ルピアス・お勧めダイヤピアス・お勧めボディーピアス・お勧めイヤリング) 

お勧めネックレス・お勧めペンダント 

長さ・サイズ 

約３０㎝ 約３５㎝ 約４０㎝ 約４５㎝ 約５０㎝ 約５５㎝ 約６０㎝ 約６５㎝ 約７０㎝ 約７５㎝ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チョーカーネックレス チョーカーペンダント チェーンネックレス チェーンペンダント ペアネックレス 

ネックレス ペンダント 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

お勧めリング・お勧め指輪 

大きさ・サイズ 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 １０号 １１号 １２号 １３号 １４号 １５

号 １６号 １７号 １８号 １９号 ２０号 ２１号 ２２号 ２３号 ２４号 ２５号 ２６号 ２７号 

２８号 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

結婚指輪 婚約指輪 マリッジリング エンゲージリング ピンキーリング ベビーリング ペアリング リ

ング 指輪 

http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/
http://juweri-akusesari.seesaa.net/


宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

お勧めピアス・お勧めイヤリング 

大きさ・サイズ 

20 ゲージ 18 ゲージ 16 ゲージ 14 ゲージ 12 ゲージ 10 ゲージ 8 ゲージ 6 ゲージ 4 ゲージ 2 ゲー

ジ 0ゲージ 00ゲージ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 

ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

フックピアス スタッドピアス フープピアス チェーンピアス シングルピアス ボディピアス ピアス 

イヤリング 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

お勧めブレスレット 

長さ・サイズ 

約１５㎝ 約１６㎝ 約１７㎝ 約１８㎝ 約１９㎝ 約２０㎝ 約２１㎝ Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ 

価格・値段・予算 

0-1500円 1500-5000円 5000-10000円 10000-30000円 30000円以上 



ディスカウント・格安・激安・割引 

25% OFF 未満 25%-50% OFF 50%-70% OFF 70% OFF以上 

種類 

チェーンブレスレット 天然石ブレスレット レザーブレスレット 牛本革ブレスレット ペアブレスレット 

ブレスレット 

宝石・天然石・誕生石 

アクアマリン アメジスト アレキサンドライト エメラルド オニキス オパール ガーネット キャッツ

アイ キュービックジルコニア こはく サファイア 珊瑚 シトリン 真珠 水晶 スピネル タイガーズ

アイ ダイヤモンド ターコイズ タンザナイト トパーズ トルマリン ペリドット ひすい ムーンスト

ーン ラピスラズリ ルビー 

金属・ジュエリー 

プラチナ(白金・Pt750) ゴールド(金・k18) シルバー(銀・Sv925) チタン ステンレス 

対象 

レディース(女性用) メンズ(男性用)  

対象地域・配送地域 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 長野 山梨 富山 石川 福井 東京 神奈川 埼玉 

千葉 茨城 栃木 群馬 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 

岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 


