
明治神宮前店×オンラインショップ
「スペシャル・セミオーダー」
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＜スペシャル・セミオーダーについて＞
従来のセミオーダーに加えて、Hariquaで人気のある定番デザインを、オプションでお選びいただける
ようになりました。より自由に、自分らしいジュエリーにお仕立ていたします。

＜ご注文の方法＞
①お好きな石からご希望の金種、アイテム、デザイン、石の向きなどをお選びください。
②ご注文は明治神宮前店より承ります。
お取り置き、ご注文後のキャンセルは承れませんのでご了承くださいませ。
※ご購入後ゆっくりアイテムやデザインを検討されたい場合は、ご相談ください。

＜基本のデザイン、アイテムごとの変更オプション＞
石の価格表記には、基本のチャームデザインの加工料が含まれています。
他アイテム、オプションデザインへの変更は、そこから料金が加算されます。
また、ピアス(片耳)への変更の場合追加料金はございません。

※下線部分をクリックすると、各アイテムやオプションの写真をご覧いただけます

①チャーム チャーム変更オプション
②ネックレス ネックレス変更オプション
③リング リング変更オプション
④ピアス ピアス変更オプション
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Hariquaスペシャル・セミオーダーのご案内



3

＜全アイテム共通＞
■金種
「K18(18金ゴールド)」「プラチナ」よりお選びいただけます。

■石の向き
「縦」「横」「上下」をお選びいただけます。

■石留め
「爪留め」「ふくりん留め」よりお選びいただけます。
※石によっては爪留のみの対応となります。

■石座
基本はデザイナーのお任せとなります。
ご希望がありましたら「A～F」より承りますが、石の形や厚みによっては対応不可な石座もございます。

■表面仕上げ
「ツヤあり」「ツヤなし」よりお選びいただけます。
※デザインによってはツヤありのみの対応となります。
※ネックレス、ブレスレットは石座部分の表面仕上げをお選びください。チェーンはツヤありのみとなります。

■刻印
お好きな文字を刻印することが可能です。
※フォントは別紙参照
※刻印箇所はデザイナーのお任せとなります。

■デザインディテールにつきまして
お選びいただいた部分含め、サイズや細かなディテールにつきましては、デザイナーのお任せとなります。

ご不明な点は店頭スタッフもしくは、お問い合わせフォームより承ります。
お気軽にご連絡くださいませ。 お問い合わせ窓口

https://www.power-stones.jp/inquiry/form.html


◆チャーム基本デザイン

爪留め ふくりん留め
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A B C ED F

※金種で「プラチナ」を選択された場合は＋¥20,000〜が加算されます。
※石座のB・Fは石の高さが4mm以上の場合対応可能です。
※バチカン部分のデザインは写真のイメージとなります。

その他デザインオプション→ 目次→

石留め

石座

バチカン

基本デザイン参考→



◆ネックレス基本デザイン(＋¥20,000〜)

爪留め ふくりん留め

※チェーンと留め具は写真のイメージとなります。
※チェーンの長さは35cmから1cm単位でお選びいただけます。
※チェーンの接地点は「1点留め」「2点留め」をお選びいただけます。
※石座のB・Fは石の高さが4mm以上の場合対応可能です。

A B C ED F

石留め

石座

チェーン留め具 チェーン接地点 1点留め 2点留め

5目次→その他デザインオプション→

基本デザイン参考→



◆リング基本デザイン(＋¥33,000〜)

爪留め ふくりん留め

A B C ED F

※石座のB・Dは石の高さが4mm以上の場合対応可能です。
※リングの腕部分のデザインは写真のイメージとなります。

その他デザインオプション→

基本デザイン参考→

石留め

石座

6目次→



◆ブレスレット基本デザイン(＋¥16,000〜)

石留め

チェーン留め具

石座

チェーン接地点

A B C ED F

※チェーンと留め具、接地点は写真のイメージとなります。
※チェーンの長さは34cmまで1cm単位でお選びいただけます。
※石座のB・Fは石の高さが4mm以上の場合対応可能です。

7目次→

ふくりん留め爪留め

その他デザインオプション→

基本デザイン参考→



◆チャーム基本デザイン①

8目次→

＜オーダー内容＞

①金種「K18」
②石枠「爪留め」
③石座「B」
④表面仕上げ「ツヤあり」
⑤石の向き「縦」

※他追加料金なし



◆チャーム基本デザイン②

9目次→

＜オーダー内容＞

①金種「K18」
②石枠「ふくりん留め」
③石座「D」
④表面仕上げ「ツヤあり」
⑤石の向き「縦」

※他追加料金なし



◆チャーム変更オプション①バチカンデザイン

●マルカン揺 (＋￥2,500)

※「細帯」は、0.8ct以上の石のみ対応可能です。

●細帯 (＋￥3,500)
※バチカンの幅は全ての石で同じになります。

10目次→



◆チャーム変更オプション②バチカンデザイン

●マーキス(＋￥3,000)
●マーキス＋マルカン揺(＋￥4,500)

●マーキステクスチャ(＋￥4,000)
●マーキステクスチャ＋マルカン揺(＋￥5,500)

※こちらのページのデザインバチカンは、すべて0.8ct以上の石のみ対応可能です。 11目次→



◆チャーム変更オプション③バチカンデザイン

●しずく(＋￥3,000)

●しずく帯(＋￥3,500)

12目次→



◆チャーム変更オプション④バチカンデザイン

●パヴェダイヤモンド
(＋小￥18,000、＋大¥24,000)

※こちらのデザインバチカンは、すべて0.8ct以上の石のみ対応可能です。
※ダイヤモンドサイズ1.4mm前後、小6粒使用。大は8粒使用。 13目次→



◆ネックレス基本デザイン①

14目次→

＜オーダー内容＞

①金種「K18」
②石枠「爪留め」
③石座「C」
④表面仕上げ「ツヤあり」
⑤長さ「37cm」
⑥チェーン接地点「1点留め」
⑦石の向き「お任せ」

※ネックレスへの変更価格＋¥20,000〜
他追加料金なし



◆ネックレス基本デザイン②

15目次→

＜オーダー内容＞

①金種「K18」
②石枠「ふくりん留め」
③石座「D」
④表面仕上げ「ツヤあり」
⑤長さ「40cm」
⑥チェーン接地点「2点留め」
⑦石の向き「お任せ」

※ネックレスへの変更価格＋¥20,000〜
他追加料金なし



◆ネックレス石とチェーンの接地点(追加料金なし)

1点留め

2点留め

16目次→



◆ネックレス変更オプション①石とチェーンの接地点

●U字留め(＋￥3,000)

※こちらのデザインは、横幅5mm以上の石のみ対応可能となり、
1辺が5mm以下の石の場合、石の向きは「横」になります。

※ペアシェイプの場合、石の向きは「先端が下」になります。

17目次→



◆ネックレスデザイン変更オプション② (留め具部分)

●調整マルカン(K18＋¥2,000 /Pt＋¥2,500)
●スクエア留め具(K18＋¥600/Pt＋¥1,000)

※調整マルカンは基本的に全長から約2.5cm短くなるようにお付けします。
ご希望の位置に付けることも可能です。

※調整マルカン＋スクエア留め具の組み合わせも可能です。

18目次→



●スライド式アジャスターアズキチェーン(K18＋¥4,500/Pt＋¥6,000)
●スライド式アジャスターボールチェーン(K18＋¥6,500/Pt＋¥8,000)

※スライド式アジャスターをご希望の場合、チェーン接地点は1点留めをおすすめいたします。

◆ネックレスデザイン変更オプション② (留め具部分)

19目次→



◆リング基本デザイン参考①

ツヤあり

ツヤなし

＜オーダー内容＞

①金種「K18」
②石枠「ふくりん留め」
③石座「E」
④リング腕部分「基本」
⑤表面仕上げ上「ツヤなし」下「ツヤあり」
⑥石の向き「お任せ」

※リングへの変更価格＋¥33,000〜
他追加料金なし

20目次→



◆リング基本デザイン参考② 1.34ct

＜オーダー内容＞

①金種「K18」
②石枠「爪留め」
③石座「A」
④リング腕部分「基本」
⑤表面仕上げ「ツヤあり」
⑥石の向き「縦」

※リングへの変更価格＋¥33,000〜
他追加料金なし

21目次→



●つぼみ腕(＋¥4,000)
石座に向かって腕が徐々に細くなるデザインです。

※デザイン変更は腕部分のみです。

22目次→

◆リングデザイン変更オプション①



●つぼみ腕テクスチャ (＋¥7,000)
※ツヤありのみ対応しております

※デザイン変更は腕部分のみです。プラチナの石枠は対応不可となります。 23目次→

◆リングデザイン変更オプション②



●平腕( ＋¥4,000)

※デザイン変更は腕部分のみです。石座は対応不可となります。

◆リングデザイン変更オプション③

24目次→



●槌目腕A(＋¥5,000)

◆リングデザイン変更オプション④

25目次→



●槌目腕B(＋¥5,000)

※デザイン変更は腕部分のみです。石座は対応不可となります。
※こちらのデザインは、すべて2ct以上の石のみ対応可能です。

◆リングデザイン変更オプション⑤

26目次→



●流れ腕(＋¥6,000)

◆リングデザイン変更オプション⑥

27目次→



◆リングデザイン変更オプション⑦

●ツインA(＋¥13,000)

28目次→

※こちらのデザインは、各1ct以下の石のみ対応可能です。
※サイズ変更不可の商品となります。
※石座、リング腕部分は「基本」のみとなります。
※ご希望の石の向きで承ります。



◆リングデザイン変更オプション⑧

29目次→

※こちらのデザインは、各1ct以下の石のみ対応可能です。
※サイズ変更不可の商品となります。
※石座、リング腕部分は「基本」のみとなります。
※ご希望の石の向きで承ります。

●ツインB(＋¥12,000)



◆ブレスレット基本デザイン参考①

30目次→

＜オーダー内容＞

①金種「K18」
②石枠「爪留め」
③石座「C」
④表面仕上げ「ツヤあり」
⑤長さ「17cm」
⑥石の向き「横」

※ブレスレットへの変更価格＋¥16,000〜
他追加料金なし



◆ブレスレット基本デザイン参考②

31目次→

＜オーダー内容＞

①金種「K18」
②石枠「ふくりん留め」
③石座「D」
④表面仕上げ「ツヤなし」
⑤長さ「20cm」
⑥石の向き「横」

※ブレスレットへの変更価格＋¥16,000〜
他追加料金なし



◆ブレスレットデザイン変更オプション (留め具部分)

32目次→

●スクエア留め具
(K18＋¥600/Pt＋¥1,000)

●アジャスターチェーン2.5cm
(K18＋¥4,000/Pt＋¥6,000)



◆ピアス基本デザイン参考①爪留め(追加料金なし)

＜オーダー内容＞

①金種「K18」
②石枠「爪留め」
③石座「B」※チャームの表を参照

④表面仕上げ「ツヤあり」
⑤ポスト「スタッド」
⑥石の向き「お任せ」

※追加料金なし

33目次→



◆ピアス基本デザイン参考②ふくりん留め(追加料金なし)

34目次→

＜オーダー内容＞

①金種「K18」
②石枠「ふくりん留め」
③石座「F」※チャームの表を参照

④表面仕上げ「ツヤあり」
⑤ポスト「スタッド」
⑥石の向き「縦」

※追加料金なし



◆ピアスデザイン変更オプション

35目次→

●フック（片耳K18＋¥4,200/片耳Pt＋¥6,300）

●2重枠（＋￥6,000）●石枠テクスチャ＋ツヤ爪（＋￥5,500）

お勧め変更オプション① お勧め変更オプション②



●2重枠（＋￥6,000）

◆石枠変更オプション（全アイテム共通）

36目次→

●石枠テクスチャ（＋￥3,000）

※こちらのデザインの石留めは「ふくりん」
表面仕上げは「艶あり」のみとなります。
※石の高さにより石座はD、Eのどちらかになります。

※こちらのデザインの石留めは「爪留め」のみ
（爪の本数は3〜4本）
表面仕上げは「ツヤあり」のみとなります。

※高さが4mm以上の石の場合、横からの見た目が
チャームのFのようになります。

●石枠テクスチャ＋ツヤ爪（＋￥5,500）

※こちらのデザインの石留めは「ふくりん留め」
のみとなります。
※高さが4mm以上の石の場合、横からの見た目が
チャームのFのようになります。



◆刻印用フォント（全アイテム共通）

37目次→

※3番と4番のフォントにつきましてはアルファベットと数字のみ対応しております。
※刻印箇所はデザイナーのお任せとなります。


