
銅板ブローチ　１

品名 備考 価格

B-1<ピン付> ¥210

B-2<ピン付> ¥210

B-4<ピン付> ¥280

B-7<ピン付> ¥260

B-1<枠付> ニッケル ¥610

B-2<枠付> ニッケル ¥610

B-4<枠付> 金古美 ¥780

B-7<枠付> 光ケル ¥680

PB-50丸 光ケル ¥1,120

B-変形だ円 金古美 ¥2,000

B-41小判 ロジ ¥1,050

B-9 ロジ ¥1,190

B-シンプル41小判 金古美 ¥1,900

B-シンプル30丸 光ケル ¥980



銅板ブローチ　２

品名 備考 価格

ロジ・エメラル
ド

¥3,080

金・ダイヤ ¥3,080

パール ¥2,600

黒 ¥2,600

パール ¥2,600

黒 ¥2,600

金古美 ¥2,680

白 ¥2,680

若葉 ¥2,800

ピンク ¥2,800

パール ¥2,800

グリーン ¥2,800

B-すかし花 金古美 ¥1,370

B-ミニブローチA ロジ ¥1,460

B-ミニブローチC ロジ ¥1,170

B-つる草55小判 金古美 ¥2,600

B-レース編み41小判 金古美 ¥3,700

B-すかしバラ小18丸

B-ダイヤリーフ

B-つぼみ三枚葉

B-40小判/飾り付

B-43丸/飾り付



型番 品名 備考 価格

BR06-01 B-つるぶどう 銀古美 ¥2,048

BR06-02 B-猫ブラしずく 銀古美 ¥2,016

BR06-03 B-猫 金古美 ¥1,334

BR06-04 B-3ブラ25小
判

金古美 ¥1,712

BR06-05 B-みみずく 金古美 ¥1,628

BR06-06RO ロジ ¥1,365

BR06-06GK 金古美 ¥1,365

BR06-07
B-すかし枠
チョウ

光ケル ¥893

BR06-08 B-くじゃく8小
判

光ケル ¥1,418

BR06-09RO ロジ ¥1,103

BR06-09GO 金 ¥1,103

銅板ブローチ　03/10

B-帽子

B-木の葉



型番 品名 備考 価格

BR07-01 B-ミニ3花並び ロジ ¥1,470

BR07-02 B-ミニ花並び 金 ¥1,470

BR07-03
B-べっこうバ
イオリン

¥998

BR07-04RO ロジ ¥1,838

BR07-04LGO うす金 ¥1,838

BR07-05
B-ブラ飾りトン
ボ

金 ¥1,260

BR07-06 B-傘 金 ¥1,418

BR07-07
B-金銀ツート
ンリボン

金 ¥1,680

BR07-08
B-金銀ツート
ンカトレア

金 ¥2,352

BR07-09
B-金銀ツート
ン2ツ花

金 ¥1,922

銅板ブローチ　04/10

B-すけ羽トン
ボ



型番 品名 備考 価格

BR08-01 B-カーブ一輪 金古美 ¥1,050

BR08-02 B-二ツつぼみ 金古美 ¥1,680

BR08-03
B-チューリップ
1本

金古美 ¥1,418

BR08-04
B-すかし四枚
葉

金古美 ¥2,258

BR08-05 B-貴婦人B 金古美 ¥1,575

BR08-06RO
ロジ・エメラル
ド・ダイヤ

¥1,680

BR08-06GO
金・エメラルド・
ダイヤ

¥1,680

BR08-07 B-らせん ロジ ¥1,155

BR08-08GM ガンメタ ¥1,029

BR08-08RO ロジ ¥1,029

BR08-09 B-スワン8小
判

金古美 ¥1,575

銅板ブローチ　05/10

B-帽子の人

B-流しダイヤ
18小判



型番 品名 備考 価格

BR09-01WH 白 ¥1,029

BR09-01PI ピンク ¥1,029

BR09-01CY 水色 ¥1,029

BR09-01GR グリーン ¥1,029

BR09-01KO 紺 ¥1,029

BR09-01TBK ツヤ消し黒 ¥1,029

BR09-02PI ピンク ¥1,029

BR09-02BL ブルー ¥1,029

BR09-02GR グリーン ¥1,029

BR09-02MA 紫 ¥1,029

BR09-02BK 黒 ¥1,029

BR09-03PI ピンク ¥1,029

BR09-03BL ブルー ¥1,029

BR09-03GR グリーン ¥1,029

BR09-03MA 紫 ¥1,029

BR09-03BK 黒 ¥1,029

BR09-04PA パール ¥1,155

BR09-04PI ピンク ¥1,155

BR09-04BL ブルー ¥1,155

BR09-04KO 紺 ¥1,155

BR09-04TBK ツヤ消し黒 ¥1,155

BR09-05 TB-ゴルフ青 金 ¥1,050

BR09-06 TB-ゴルフ赤 金 ¥1,050

BR09-07RE 石色：赤 ¥1,554

BR09-07BL 石色：青 ¥1,554

BR09-07GR 石色：緑 ¥1,554

BR09-08RE 石色：赤 ¥1,554

BR09-08BL 石色：青 ¥1,554

BR09-08GR 石色：緑 ¥1,554

BR09-09BK 黒 ¥1,208

BR09-09SI 銀 ¥1,208

BR09-10RO ロジ ¥1,418

BR09-10LGO うす金 ¥1,418

BR09-11RO ロジ ¥1,029

BR09-11GBN 金黒塗 ¥1,029

BR09-12 TB-ミニふくろ
う

金古美 ¥1,134

BR09-13RO ロジ ¥819

BR09-13GO 金 ¥819

BR09-14 PB-しずく 金 ¥840

BR09-15 PB-25小判 光ケル ¥1,008

TB-猫

TB-三花弁

TB-帽子

PB-小判

銅板ブローチ　06/10

B-プードル

B-ピーターパ
ン

B-猫ダイヤ下
がり

B-ゆれ猫

TB-てんとう虫
ロジ

TB-てんとう虫
金



品名 価格

B-豆チョウ・小 ¥160

B-豆チョウ・中 ¥270

B-豆チョウ・大 ¥330

B-トンボ・小 ¥210

B-トンボ・大 ¥330

B-チョウ ¥390

B-イヌテリア ¥380

B-イヌ ¥440

B-カモ ¥320

B-ミニタヌキ ¥410

B-タヌキ ¥440

B-ミニミミズク ¥250

B-ミミズク ¥390

B-バンビ ¥440

B-ピューマ ¥210

B-パンダ 中止

B-ぞう ¥400

B-猫 ¥440

銅板ブローチ　３



銅板ブローチ　４

品名 価格

B-豆木の葉・
小

¥160

B-豆木の葉・
中

¥270

B-豆木の葉・
大

¥330

B-リンゴ ¥250

B-ミニ花 中止

B-枯葉・大 ¥460

B-C木のは ¥420

B-イチョウ ¥400

B-カシ ¥400

B-ブドウ ¥840

B-流線 ¥710

B-つるブドウ ¥650

B-パンジー ¥670

B-大丸バラ ¥560

B-メルヘンの
城

中止



銅板ブローチ　５

品名 価格

B-フクロウB ¥700

B-フクロウC ¥700

B-フクロウA ¥700

B-子供丸 ¥430

B-丸女の人 ¥490

B-カメオ ¥420

B-45角　槌目
丹銅

¥470

B-菱形 ¥290

B-花帽子 ¥650

B-踊るピエロ ¥650

B-ピエロ・大 ¥430

B-ピエロ・小 ¥410

B-トム君 ¥440



銅板ブローチ　６

品名 価格

B-百合 ¥500

B-あやめ ¥430

B-つばき ¥430

B-二輪カトレ
ア

¥440

B-ハイビスカ
ス

¥470

B-小花7ツ丹
銅

¥490

B-マーガレット ¥420

B-あじさい ¥700

B-42丸あじさ
い

¥370

B-スプン無地 ¥220

B-フォーク無
地

¥220

B-40丸海草 ¥530

B-くま無地 ¥210

B-あひる無地 ¥210



銅板ブローチ　７　　

品名 価格

B-40丸バラ ¥1,365

B-40丸カトレア ¥1,365

B-40丸小花 ¥1,365

B-40丸パンジー ¥1,365

B-40小判バラ ¥1,365

B-小判カトレア ¥1,365

B-小判小花 ¥1,365

B-小判パンジー ¥1,365

B-40丸用枠 ¥399

B-40小判用枠 ¥399

品名 価格

P-JC虹 ¥273

P-JCブドウ ¥273

P-銀こしぼプレート ¥630

一点一点ていねいに銀箔をはり、 P-銀こしぼプレート
大

¥893

1mm巾の銀線たてをほどこしてあります。 B-JC蝶 ¥347

有線七宝がどなたでも簡単に楽しめます。 B-JC8枚葉 ¥410

B-JC八ツ手・小 ¥368

純銀コート素材

有線素材


