お得なクーポンつき「ブライダルガイド」

ご自由にお持ち下さい

Hakkindo

結婚指輪のすべてがわかる！

Bridal Guide

ご成約特典
さらに！

税込5万円以上でご成約の方へ

税込10万円以上でご成約の方へ

婚約指輪/結婚指輪/腕時計

表示価格より

10%OFF

※ ご成約時、右図のクーポン券をスタッフに提示して下さい。
※ 他のクーポン券との併用は出来ません。
※ 腕時計は、結納返しなどの用途に限ります。
※ こちらのクーポンはイオン上越店のみ有効です。

白金堂ができること

『 SEIKO 置時計 』
プレゼント

＜記念日、お名前をシールで貼付します＞

※ ご成約時、右図のクーポン券をスタッフに提示して下さい。
※ 置時計は、１組のお客様につき１点です。
※ こちらのクーポンはイオン上越店のみ有効です。

☆ ご結納やサプライズなど、ご成約品の用途にあわせて 水引き ・ のし ・ リボンラッピング等 承ります。

※無料

☆ 譲り受けたエンゲージリングやダイヤモンドルース(裸石)をリフォーム、サイズ直し等承ります。
※見積もりは無料です。

☆ ご成約品の受け渡し時、指輪のサイズが合わない場合は再度採寸し取り寄せ致します。
※無料です(初回のみ)。準備にお時間をいただきます。

☆ ご購入後の クリーニング、 小キズ取りはいつでも承ります。
※無料です。「小キズ取り」はデザインによっては出来ない場合があります。

白金堂
AEON SHOP

〒943-0173 新潟県上越市富岡3457イオン上越店2F
TEL/FAX 025-521-2543

営業時間 10:00 ～ 20:00
無休 / 駐車場あり
http://www.hakkindo.co.jp

白金堂 上越市
〔 本店 〕
〒943-0832 新潟県上越市本町1丁目2-10
TEL.025-524-8814

ディル [Pt900]
ディル [Pt900]

チャイブ [Pt900]
チャイブ [Pt900]

ハーブの名がついたマリッジリング「セリュー」。
あきのこないシンプルなデザイン。
プラチナでペア10万円という価格も魅力です。
セリュー ＝ 仏：「誠実な」

ラベンダーD [Pt900/Dia]
ラベンダー [Pt900]

マートル [K18/Pt900]
マートル [K18/Pt900]

タイム [Pt900]
タイム [Pt900]

アニスD [Pt900/Dia]
アニス[Pt900]

ミントD [Pt900/Dia]
ミント[Pt900]

エルダーD [Pt900/Dia]
エルダー[Pt900]

☆ 納期 ☆ 約１週間(特注は約4週間)

リンデンD [K18/Pt900/Dia]
リンデン [K18/Pt900]

※定番サイズに限ります。 ※#0.5番サイズは、特注対応となります。

☆ 文字刻印 ☆ ５種類の書体から、英数字・絵文字の１８文字前後の刻印が可能です。
※文字数にはスペースも含まれます

☆ サイズ直し ☆ サイズ交換対応となります。

※デザイン・高硬度のためサイズ直しは出来ません。

CN-630 [Pt900/K18PG/Dia]
CN-631 [Pt900/K18PG]

CN-634 [Pt900/K18PG/Dia]
CN-635 [Pt900/K18PG]

CN-083 [Pt900/Dia]
CN-084 [Pt900]

自然と手を繋いだとき、同じタイミングで笑いあったとき。
ふたりの気持ちが重なった瞬間が、何気ない日常の幸せを紡ぐ…
一緒に過ごす時間、「これからもずっと」を誓う気持ちを託して。
CN-049 [Pt900/Dia]
CN-050 [Pt900]

☆ 納期 ☆ 約１週間(受注は約4週間)

CN-092 [Pt900/Dia]
CN-093 [Pt900]

※定番サイズに限ります。 ※#0.5番サイズは、受注対応となります。

☆ 文字刻印 ☆ 英数字・漢字・ひらがな・カタカナ・絵文字の20文字前後の刻印が可能です。
※文字数にはスペースも含まれます。

☆ 誕生石 ☆ ¥4,400

リング内側に誕生石を１石セッティングいたします。

※特注対応

☆ メーカー保証☆ 保証記載日より 無期限 で「仕上げ直し」もしくは「サイズ直し」のいずれか
を 1回 無料サービスいたします。 ※サイズ直しは、サイズ直し可能なモデルに限ります。

P098D [Pt900/Dia]
P098 [Pt900]

P272D [Pt900/Dia]
P272 [Pt900]

K277WPD [K18WG/PG/Dia]
K277WP [K18WG/PG]

K220WD [K18WG/Dia]
K220W [K18WG]

M374D [Pt900/K18PG/Dia]
M374 [Pt900/K18PG]

M375D [Pt900/K18PG/Dia]
M375 [Pt900/K18PG]

☆ 納期 ☆ 約１～4週間

K220PD [K18PG/Dia]
K220P [K18PG]

※モデル ・ サイズによって納期 ・ 作製可能サイズが異なります。

☆ 文字刻印 ☆ 3種類の書体から、英数字の23～39文字の刻印が可能です。
※文字数にはスペースも含まれます。 ※デザイン上、専用書体のモデルもあります。

☆ サイズ直し ☆ サイズ交換対応となります。

※デザイン・高硬度のためサイズ直しは出来ません。

内側を丸く「内甲丸加工」を施した「インセンブレ」。
長く身に着けるものだからこそこだわった
やわらかい指あたりとフィット感が魅力です。

INS03DPT [Pt900/Dia]
INS03NPT [Pt900]

INS02DPT [Pt900/Dia]
INS02NPT [Pt900]

INS01DPT [Pt900/Dia]
INS01NPT [Pt900]

INS06DPT [Pt900/Dia]
INS06NPT [Pt900]

INS05DPT [Pt900/Dia]
INS05NPT [Pt900]

INS04DPT [Pt900/Dia]
INS04NPT [Pt900]

☆ 納期 ☆ 約１週間(特注は約4週間)

※Pt900定番サイズに限ります。 ※#0.5番サイズは、特注対応となります。

☆ 文字刻印 ☆ 英数字の18～30文字前後の刻印が可能です。
※文字数にはスペースも含まれます。サイズによって文字数が変わります。

☆ 誕生石 ☆ 1石 ¥5,500

リング内側に誕生石を2石セッティングいたします。

※特注対応

☆ メーカー保証☆ 保証記載日より 5年以内 に「サイズ交換」 を 1回 無料サービスいたします。
※条件によって差額料金がかかる場合がございます。

☆ 素材 ☆ プラチナのほか、イエローゴールドや
ピンクゴールドで作成が可能です。
※特注対応となります。
※価格など詳細はお問合せ下さい。

内甲丸加工

Insembreのテーマと
なる「靴」の刻印

誕生石

全て定額で選びやすい安心ブランド「いい夫婦ブライダル」
自由な組み合わせで楽しんで！
いい夫婦ブライダルとは、
「これから歩んでいくお二人が“いい夫婦”になりますように」
そんな願いが込められたブライダルコレクションです。

MATERIAL : Pt900

MATERIAL : Pt900

No.3

No.11

No.6

MATERIAL : Pt900

MATERIAL : Pt900

No.15

MATERIAL : Pt900

No.8

MATERIAL : Pt900

MATERIAL : Pt900/K18PG

MATERIAL : Pt900/K18PG

CGIFC004

CGIFC001

☆ 納期 ☆ 約3週間
☆ 文字刻印 ☆ 英数字の18文字前後の刻印が可能です。
☆ 誕生石 ☆

¥5,500

☆ サイズ直し ☆ サイズ直し可能です(±２)。

※有料
※CGIFC001/004はサイズ直し不可

☆ 素材 ☆ プラチナのほか、ホワイトゴールド、イエロー
ゴールドやピンクゴールドで作成が可能です。
※価格など詳細はお問合せ下さい。

☆ セミオーダー ☆
・ Pt900 → Pt950 に変更
・ メレダイヤグレードアップ
・ 艶消し加工
・ リング幅の変更
等
お好みあわせて選べます。
※詳しくはお問合せ下さい。

No.9

※文字数にはスペースも含まれます。

リング内側に誕生石を1石セッティングいたします。

L-501 [Pt950/K18/Dia]
L-502 [Pt950/K18]

L-601 [Pt950/K18/Dia]
L-602 [Pt950/K18]

L-211 [K18/Pt950/Dia]
L-212 [K18/Pt950]

L-115 [Pt950/Dia]
L-116 [Pt950]

フランス語で「ツタ」を意味する「リエール」は、不滅と忠実の
シンボルとして愛と約束する結婚のお守りとされています。
永遠の愛をツタに託し、手作業で仕上げられた
美しいマリッジリングです。

品質へのこだわり
リエールは、硬度の高い「鍛造製法」で作られています。
また、ダイヤモンドは優れたカット「エクセレ
ントカット」の中から厳選された「ハート&
キューピット」の現れるものを使用しています。

L-111 [K18/Pt950/Dia]
L-112 [K18/Pt950]

☆ 納期 ☆ 約4週間

※#0.5番サイズは、特注対応となります。

☆ 文字刻印 ☆ ５種類の書体から、英数字・絵文字の１８文字前後の刻印が可能です。
※文字数にはスペースも含まれます

☆ サイズ直し ☆ サイズ交換対応となります。
☆ サムシングブルー ☆

※デザイン・高硬度のためサイズ直しは出来ません。

リング内側にしあわせのおまじない
“ブルーサファイア”を秘めています。

上弦月光 『輝竹』 ¥ 209,000

いつの世も… ¥99,000

[ 侍丸 ]

[ 琉球 ]

「和」をテーマに日本人の琴線に触
れる美の世界を職人の技術で提唱し
たどこか懐かしくも新しいジュエリー
コレクションです。

南国沖縄に伝わる様伝統や自然をモ
チーフにデザインされた「琉球」。
独特の世界観を持つ他に類を見ない
琉球ジュエリーです。

☆ 納期 ☆ 約4週間
☆ 文字刻印 ☆ 英数字の１８文字前後の刻印が可能です。

※文字数にはスペースも含まれます

☆ 素材 ☆ プラチナのほか、ホワイトゴールド、イエローゴールドやで作成が可能です。
※価格など詳細はお問合せ下さい。

純プラチナと純金を 1:1 の割合で配合したハイブリットマテリアル「Ptau」。
着け心地やバリエーションにこだわった、貴金属100%の比類ない硬度を誇る
マリッジリングです。
リングデザイン、リング幅、
ダイヤデザイン、ダイヤサイズ、
内面誕生石まで選べる「セミオーダーブランド」。
ふたりにぴったりのマリッジリングがきっと見つかります。 ＜価格¥74,800 より＞

「セミオーダーでふたりだけの特別なリングを」

「Ptau」のWEBサイトからシミュレーションでご覧下さい。

http://www.ptau-bridal.jp

Ptau ピトー
パソコン・タブレット・スマートフォンからリングシ
ミュレーションをご覧なれます。

☆ 納期 ☆ 約4週間
☆ 文字刻印 ☆ 英数字の10～30文字前後の刻印が可能です。
☆ 誕生石 ☆

1石 ¥5,500

※文字数にはスペースも含まれます。
※サイズによって文字数が変わります。

リング内側に誕生石を2石セッティングいたします。

☆ メーカー保証☆ 保証記載日より 5年以内 に「サイズ交換」 を 1回 無料サービスいたします。
※条件によって差額料金がかかる場合がございます。

硬度へのこだわり
インゴット(のべ棒)をローラーで圧力をかけながら何回も圧延し圧縮させます。
圧力により金属の密度を高めて硬度を上げる「鍛造製法」によって素材を硬く強くします。
型に流し込み作る「鋳造製法」の指輪に比べ約３倍の変形強度があります。
さらに、ドーナツ型に抜き出したベースを曲げ起こし
継ぎ目(切れ目)のないリングを作る「シームレス製法」を採用。継ぎ目（切れ目）のない指
輪は縁起がいいとされ、結婚指輪には最適です。

なめらかな着け心地
着け心地を良くするために、リングの内側を
丸く仕上げる内甲丸加工を施しています。

Disney 『FANTASIA』は、
いつの時代も私たちを魅了してやまない
魔法と夢あふれるストーリー。
美しくファンタジックな世界観に彩られた
とっておきのブライダルコレクションです。

Dazzling Star
Engagement Ring
FSE-915

Marriage Ring

[Pt950/Dia]
[Pt950/Dia H&C]

FSL-913 [Pt950/Dia]
[Pt950/Dia H&C]
FSM-914 [Pt950]

Fantasy Magic
Engagement Ring
FSE-912

Marriage Ring

[Pt950/Dia]
[Pt950/Dia H&C]

FSL-910 [Pt950/Dia]
[Pt950/Dia H&C]
FSM-911 [Pt950]

☆ 納期 ☆ 約4週間
☆ 文字刻印 ☆ オリジナル書体の英数字・絵文字が18文字前後の刻印が可能です。
※文字数にはスペースも含まれます。

☆ メーカー保証☆ 購入時期に関わらず 無期限 で「仕上げ直し」もしくは「サイズ直し」のいずれか
を 1回 無料サービスいたします。
☆ 素材 ☆ プラチナのほか、イエローゴールドやピンクゴールドで作成が可能です。
※価格など詳細はお問合せ下さい。

品質へのこだわり
マリッジリング、エンゲージリングともに
メレダイヤモンドに優れたカットにのみ見られる
＜ハート＆キューピット(H＆C)＞をお選びいただけます。
カット・対称性・研磨状態すべてが最上位である
「トリプルエクセレント」のダイヤモンドを使用しています。

すべてのモデルに幸せへの願いを込め“ブルー
サファイア”がセッティングされています。

ご成約特典
エンゲージリング、マリッジリングペアのご成約で「メッセージ
スノードーム」を、商品3点以上のご成約で「「オリジナルフォ
トスタンド」をプレゼント致します。

ミッキーのスクリーンデビュー作『STEAMBOAT
WILLIE』。“ミッキー＆ミニー“ ふたりの愛くるし
い笑顔は、世界中を魅了してきました。
そんなミッキー＆ミニーをイメージした、ポップで
キャッチ—中にどこかクラシカルな雰囲気を取り
入れたデザインは、新鮮でとてもキュートな仕上
がりです。

Two Rhythm
Engagement Ring
CND-016

Marriage Ring

[Pt900]
[K18YG/K18PG]

CND-014 [Pt900/Dia]
[K18YG/K18PG]
CND-015 [Pt900]
[K18YG/K18PG]

Happy Flower
Engagement Ring
CND-013

Marriage Ring

[Pt900]
[K18YG/K18PG]

CND-011 [Pt900/Dia]
[K18YG/K18PG]
CND-012 [Pt900]
[K18YG/K18PG]

☆ 納期 ☆ 約4週間
☆ 文字刻印 ☆ オリジナル書体の英数字・絵文字が20文字前後の刻印が可能です。
※文字数にはスペースも含まれます。

☆ メーカー保証☆ 購入時期に関わらず 無期限 で「仕上げ直し」もしくは「サイズ直し」のいずれか
を 1回 無料サービスいたします。
☆ 素材 ☆ プラチナのほか、イエローゴールドやピンクゴールドで作成が可能です。
※価格など詳細はお問合せ下さい。

Disney の世界観
Two Rhyhm
エンゲージリングの石座裏にはミッキー。
マリッジリングの内側にもミッキーとミニーが
ほほえみあいます。

Happy Flower
エンゲージリングの石座裏とマリッジリングの
内側には、ミニーのトレードマークである
帽子のお花が秘められています。

ご成約特典
エンゲージリング、マリッジリングペアのご成約で「オリジナルリ
ングピロー」を、商品3点以上のご成約で「「オリジナルミラー」を
プレゼント致します。

ヨーロッパに古くから語り継がれる言い伝えのひとつ
“サムシングブルー”
それは花嫁が幸せになるためのおまじない

Milky Way

SB-777 [Pt950/Dia5pcs]
SB-778 [Pt950]

Bluestar

Sunrise

SP-780 [Pt999/Dia1pcs]
SP-781 [Pt999]

SP-7９2 [Pt950/Dia1pcs]
SP-793 [Pt950]

Glory Day

Will

SB-857 [Pt950/Dia3pcs]
SB-858 [Pt950]

SB-826 [Pt950/Dia5pcs]
SB-827 [Pt950]

☆ 納期 ☆ 約１週間(受注は約4週間)

※定番サイズに限ります。 ※#0.5番サイズは、受注対応となります。

☆ 文字刻印 ☆ 英数字・漢字・ひらがな・カタカナ・絵文字の20文字前後の刻印が可能です。
※文字数にはスペースも含まれます。

☆ 誕生石 ☆ ¥4,400

リング内側に誕生石を1石セッティングいたします。

※納期約５週間

☆ メーカー保証☆ 購入時期に関わらず 無期限 で 「仕上げ直し」もしくは「サイズ直し」 のいずれかを
1回 無料サービスいたします。
※サイズ直しはサイズ直し可能範囲内に限ります

品質へのこだわり
サムシングブルーのプラチナは、Pt999 もしくは Pt950 と
純度が高く、仕上がりの光沢感に深みがあります。
すべてのモデルに幸せへの
願いを込め“ブルーサファイア”が
セッティングされています。
それぞれのデザインにあった
＜内甲丸仕上げ＞を採用。
指馴染みの良い着け心地です。

「丈夫さ」へのこだわり
毎日身に着けるリングでは、キズや変形に強い「丈夫さ」も重要なポイントです。
サムシングブルーはすべて国内で製造。独自の技術で、モデルごとに最適な製法
を採用しています。
金属の密度を高めて硬度を上げる
「鍛造製法」や、 様々なデザインに
対応可能な 「キャスト製法」 など、
「丈夫さ」にこだわっています。

