


RING 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-54) 

　　　　　（本体￥35,000）

SILVER925 
 
siz 縦：37mm 
号数　#12〜28 
 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-53) 

　　　　　（本体￥28,000）

SILVER925 
+ オニキス 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：28mm 
号数　#12〜28 

 
VFS-Ring 
品番 (AN-VR-52) 

　　　　　（本体￥18,000）

SILVER925 
+ オニキス 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：15mm 
号数　#5〜28 

 



RING 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-51) 

　　　　　（本体￥38,000）
SILVER925+ 真鍮 
+ ブラックスターダイオプサイト 

石は変更可能です。 

その他お問い合わせ下さい。 

siz 縦：42mm 
号数　#12〜28 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-50) 

　　　　　（本体￥30,000）

SILVER925+ 真鍮 
その他お問い合わせ下さい。 

siz 縦：40mm 
号数　#12〜28 
 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-49) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925+ 真鍮 
その他お問い合わせ下さい。 

siz 縦：12mm 
号数　#5〜28 
 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-48) 

　　　　　（本体￥10,000）

SILVER925+ 真鍮 
その他お問い合わせ下さい。 

siz 縦：9mm 
号数　#5〜28 
 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-47) 

　　　　　（本体￥8,000）

SILVER925+ 真鍮 
その他お問い合わせ下さい。 

siz 縦：5mm 
号数　#5〜28 
 

 
VFS-Ring 
品番 (AN-VR-46) 

　　　　　（本体￥44,000）
SILVER925 
+ オニキス 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：34mm 
号数　#12〜23 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-45) 

　　　　　（本体￥36,000）
SILVER925 
+ オニキス 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：33mm 
号数　#12〜23 

 

 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-44) 

　　　　　（本体￥42,000）

SILVER925+CZ 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：37mm 
号数　#12〜28 
 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-43) 

　　　　　（本体￥38,000）

SILVER925+CZ 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：30mm 
号数　#12〜28 
 

 
VFS-Ring 
品番 (AN-VR-42) 

　　　  　　（本体￥8,000）

SILVER925 
 
siz 縦：7mm 
号数　#5〜28 
 



RING 
VFS-Ring 
品番 (AN-VR-32) 

                   （本体￥50,000）
SILVER925 
+ オニキス 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：42mm 
号数　#12〜28 

 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-33) 

                    （本体￥38,000）
SILVER925 
+ オニキス 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：31mm 
号数　#12〜28 

 
 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-34) 

                   （本体￥14,000）

SILVER925 
 
siz 縦：14mm 
号数　Free 
 

 
VFS-Ring 
品番 (AN-VR-35) 

                    （本体￥34,000）
SILVER925 
+ ヘマタイト 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：30mm 
号数　#12〜28 

 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-36) 

                   （本体￥16,000）

SILVER925 
 

siz 縦：10mm 
号数　#9〜28 
 

 VFS-Ring 
品番 (AN-VR-37) 

                    （本体￥18,000）
SILVER925 
+ ヘマタイト 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：10mm 
号数　#9〜28 

 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-38) 

                   （本体￥43,000）
SILVER925 
+ ヘマタイト 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 縦：35mm 
号数　#12〜28 

 

 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-39) 

　　　　　（本体￥26,000）

SILVER925 
 
siz 縦：35mm 
号数　#12〜28 
 

 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-40) 

                    （本体￥34,000）

SILVER925 
 
siz 縦：36mm 
号数　#12〜28 
 

VFS-Ring 
品番 (AN-VR-41) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
 
siz 縦：12mm 
号数　#9〜28 
 









PENDANT 
VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-61) 

　　　　　（本体￥7,000）

SILVER925+ 真鍮 
※チェーン別売り (CP-11A) 

siz：8×40mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-62) 

　　　　　（本体￥6,000）

SILVER925 
※チェーン別売り (CP-11A) 

siz：16×26mm 
※トップと組合せも可能です。 

 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-63) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925+ 真鍮 
※チェーン別売り (CP-11B) 

siz：22×31mm 
※トップと組合せも可能です。 

 

 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-64) 

　　　　　（本体￥22,000）

SILVER925+ 真鍮 
※チェーン別売り (CP-11A) 

siz：14×65mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-65) 

　　　　　（本体￥24,000）

SILVER925+ 真鍮 
※チェーン別売り (CP-11B) 

siz：22×67mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-66) 

　　　　　（本体￥60,000）

SILVER925+ 真鍮 
※チェーン別売り (CP-11B) 

siz：24×107mm 
 

 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-67) 

　　　　　（本体￥38,000）
SILVER925 
+ オニキス 
※石は変更可能です。 

　お問い合わせ下さい。 

※チェーン別売り (CP-11B) 

siz：23×60mm 

 

 

 

 

※組合せ例 VP-64 

※組合せ例 VP-65 

 

 



PENDANT 
VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-51) 

　　　　　（本体￥16,000）

SILVER925 
 
siz：11×50mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-52) 

　　　　　（本体￥8,000）

SILVER925 
 
siz：17×30mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-53) 

　　　　　（本体￥7,000）

SILVER925+ 真鍮 
その他お問い合わせ下さい。 

siz：9×31mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-54) 

　　　　　（本体￥13,000）

SILVER925+ 真鍮 
その他お問い合わせ下さい。 

siz：11×48mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-55) 

　　　　　（本体￥22,000）

SILVER925+ 真鍮 
その他お問い合わせ下さい。 

siz：13×68mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-56) 

　　　　　（本体￥10,000）

SILVER925+ 真鍮 
その他お問い合わせ下さい。 

siz：13×34mm 
※裏面がフック状なので他の

トップと組合せも可能です。 

 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-57) 

　　　　　（本体￥16,000）

SILVER925+ 真鍮 
+ パイレックスガラス 

siz：13× 約 63mm 
※写真はサンプルです。パイレッ

クスガラスの個体差につきまし

てはご了承下さい。 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-58) 

　　　　　（本体￥14,000）

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-59) 

　　　　　（本体￥7,000）

SILVER925+ 真鍮 
その他お問い合わせ下さい。 

siz：16×28mm 
 
 

 

 

SILVER925+ 真鍮 
その他お問い合わせ下さい。 

siz：32×32mm 
 

 

 

※組合せ例 
VP-54 

 

 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-60) 

　　　　　（本体￥7,600）

SILVER925+ 真鍮 
※チェーン別売り (CP-11A) 

siz：6×49mm 
 
 

 



PENDANT 
VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-41) 

　　　　　（本体￥20,000）

SILVER925 
 
siz：18×56mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-42) 

　　　　　（本体￥10,000）

SILVER925 
 
siz：12×55mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-43) 

　　　　　（本体￥16,000）

SILVER925 
 
siz：15×45mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-44) 

　　　　　（本体￥18,000）

SILVER925 
+ ヘマタイト 
石の変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz：15×45mm 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-45) 

　　　　　（本体￥58,000）

SILVER925 
 
siz：26×120mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-46) 

　　　　　（本体￥48,000）

SILVER925 
 

siz：20×110mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-47) 

　　　　　（本体￥20,000）

SILVER925 
+ パイレックスガラス 

siz：約 20×65mm 
※写真はサンプルです。パイレッ

クスガラスの個体差につきまし

てはご了承下さい。 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-48) 

　　　　　（本体￥16,000）

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-49) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
 

siz：9×50mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-50) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
 

siz：18×29mm 
 
 

 

 

SILVER925 
+ パイレックスガラス 

siz：約 16×62mm 
※写真はサンプルです。パイレッ

クスガラスの個体差につきまし

てはご了承下さい。 

 



PENDANT 
VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-31) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925+CZ 
石の変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz：12×25mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-32) 

　　　　　（本体￥16,000）

SILVER925+CZ 
石の変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz：10×46mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-33) 

　　　　　（本体￥30,000）

SILVER925 
+ オニキス 
石の変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz：16×40mm 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-34) 

　　　　　（本体￥14,000）

SILVER925 
+ オニキス 
石の変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz：16×22mm 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-35) 

　　　　　（本体￥54,000）

SILVER925 
+ オニキス 
石の変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz：20×76mm 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-36) 

　　　　　（本体￥32,000）

SILVER925 
 

siz：22×86mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-37) 

　　　　　（本体￥8,000）

SILVER925 
 

siz：12×35mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-38) 

　　　　　（本体￥14,000）

SILVER925 
 

siz：12×48mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-39) 

　　　　　（本体￥8,000）

SILVER925 
 

siz：16×29mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-40) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
 

siz：18×40mm 
 
 

 



PENDANT 
VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-21) 

　　　　　（本体￥20,000）

SILVER925 
 

siz：31×40mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-22) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
 

siz：19×31mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-23) 

　　　　　（本体￥24,000）

SILVER925 
 
siz：24×41mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-24) 

　　　　　（本体￥25,000）

SILVER925 
 

siz：21×35mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-25) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
 

siz：13×43mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-26) 

　　　　　（本体￥20,000）

SILVER925 
 

siz：19×54mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-27) 

　　　　　（本体￥20,000）

SILVER925 
 

siz：18×36mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-28) 

　　　　　（本体￥20,000）

SILVER925 
 

siz：18×45mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-29) 

　　　　　（本体￥18,000）

SILVER925 
 

siz：24×36mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-30) 

　　　　　（本体￥26,000）

SILVER925 
 

siz：17×60mm 
 
 



PENDANT 
VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-11) 

　　　　　（本体￥8,000）

SILVER925 
 

siz：13×30mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-12) 

　　　　　（本体￥10,000）

SILVER925 
 

siz：17×36mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-13) 

　　　　　（本体￥20,000）

SILVER925 
 
siz：20×57mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-14) 

　　　　　（本体￥16,000）

SILVER925 
 

siz：20×29mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-15) 

　　　　　（本体￥30,000）

SILVER925 
 

siz：27×48mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-16) 

　　　　　（本体￥26,000）

SILVER925 
 

siz：20×45mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-17) 

　　　　　（本体￥26,000）

SILVER925 
 

siz：20×45mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-18) 

　　　　　（本体￥18,000）

SILVER925 
 

siz：17×24mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-19) 

　　　　　（本体￥10,000）

SILVER925 
 

siz：18×32mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-20) 

　　　　　（本体￥16,000）

SILVER925 
 

siz：23×47mm 
 
 



PENDANT 
VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-01) 

　　　　　（本体￥10,000）

SILVER925 
 

siz：21×38mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-02) 

　　　　　（本体￥14,000）

SILVER925 
 

siz：19×60mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-03) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
+PinkSV 
 
siz：18×65mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-04) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
 

siz：13×55mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-05) 

　　　　　（本体￥5,000）

SILVER925 
 

siz：13×28mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-06) 

　　　　　（本体￥20,000）

SILVER925 
 

siz：28×50mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-07) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
 

siz：32×60mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-08) 

　　　　　（本体￥8,500）

SILVER925 
 

siz：20×25mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-09) 

　　　　　（本体￥8,000）

SILVER925 
 

siz：20×25mm 
 
 

VFS-Pendant 
品番 (AN-VP-10) 

　　　　　（本体￥5,000）

SILVER925 
 

siz：13×20mm 
 
 



NECKLACE 
VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-13) 

　　　　　（本体￥30,000）

SILVER925+ 真鍮 
siz: 本体    20×50mm 

      ：フック 10×20mm 

チェーン :45cm 
※トップと組み合わせて使用できます。 

 
※組合せ例　VP-55 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-14) 

　　　　　（本体￥44,000）

SILVER925 
+ 四つ編みレザーロープ 

siz: 本体    20×57mm 

ネック : 約 110cm フリー 

（チャーム含む） 
 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-15) 

　　　　　（本体￥96,000）

SILVER925+ 真鍮 
siz: トップ    22×31mm 

 チェーン最大幅：16mm 

 　　　　　長さ :50cm 

(40,45,50 アジャスター ) 
※トップと組み合わせて使用できます。 ※組合せ例　VP-67  

 



NECKLACE 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-12) 

　　　　　（本体￥20,000）

SILVER925 

siz: 本体    18×30mm 

      ：フック 12×15mm 

チェーン :45cm 
※トップと組み合わせて使用できます。 

 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-11) 

　　　　　（本体￥58,000）

SILVER925 
 
siz: 本体 20×95mm 

ネック :70cm（フリー） 

 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-10) 

　　　　　（本体￥46,000）

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-09) 

　　　　　（本体￥82,000）

 

 

 

 

※組合せ例　VP-53 

SILVER925 
+ オニキス 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 本体 :32×120mm 

ネック :45cm 

 

SILVER925 
+ オニキス 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 本体 :18×60mm 

ネック :45cm 

 



NECKLACE 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-08) 

　　　　　（本体￥210,000）
SILVER925 
+ オニキス 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 本体 :34×120mm 

ネック :45cm 

 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-07) 

　　　　　（本体￥38,000）
SILVER925 
+ パイレックスガラス 
siz 本体 24× 約 80mm 

ネック :90cm（フリー） 
※写真はサンプルです。 

パイレックスガラスの個体差に

つきましてはご了承下さい。 
 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-06) 

　　　　　（本体￥76,000）
SILVER925 
+ オニキス 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

siz 
21×65×450mm 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-05) 

　　　　　（本体￥120,000）

SILVER925 
 
siz 
35×88×450mm 
 
 

 

 

 

 



NECKLACE 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-04) 

　　　　　（本体￥56,000）

SILVER925 
 
siz 
30×70×450mm 
 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-03) 

　　　　　（本体￥50,000）

SILVER925 
 
siz 
30×90×450mm 
 
 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-02) 

　　　　　（本体￥57,000）

SILVER925 
 
siz 
21×65×450mm 
 
 

VFS-Necklace 
品番 (AN-VN-01) 

　　　　　（本体￥32,000）

SILVER925 
 
siz 
20×60×450mm 
 
 



BRACELET 
VFS-Brace 
品番 (AN-VB-21) 

　　　　　（本体￥56,000）

SILVER925+ 真鍮 
siz：16×200mm 
 

その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

 

 
 

 



BRACELET 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-19) 

　　　　　（本体￥66,000）

VFS-Brace 
品番 (AN-VR-18) 

　　　　　（本体￥136,000）

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-17) 

　　　　　（本体￥150,000）

SILVER925 
siz：32×210mm 
1 コマ（約 2cm） 

+-¥16,000-( 税抜 ) 

その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SILVER925+ 真鍮 
siz：24×210mm 
1 コマ（約 2cm） 

+-¥12,800-( 税抜 ) 

その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

SILVER925+ 真鍮 
siz：20×200mm 
1 コマ（約 1.3cm） 

+-¥4,200-( 税抜 ) 

その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-20) 

　　　　　（本体￥34,000）

 

SILVER925+ 真鍮 
siz：16×210mm 
 

その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 



BRACELET 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-16) 

　　　　　（本体￥36,000）

SILVER925 
 
siz：幅 12mm 
※1siz のみ手首周り 17cm 程度 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-15) 

　　　　　（本体￥35,000）

SILVER925 
 
siz：8×200 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-14) 

　　　　　（本体￥25,000）

SILVER925 
 

siz：6×210mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-13) 

　　　　　（本体￥110,000）

SILVER925 
 
siz：21×210mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BRACELET 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-12) 

　　　　　（本体￥80,000）

SILVER925 
 
siz：17×210mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-11) 

　　　　　（本体￥54,000）

SILVER925 
 
siz：10×210 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-10) 

　　　　　（本体￥140,000）

SILVER925 
 

siz：20×230mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-09) 

　　　　　（本体￥68,000）

SILVER925 
 
siz：16×200mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



BRACELET 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-08) 

　　　　　（本体￥62,000）

SILVER925 
 
siz：18×200mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-07) 

　　　　　（本体￥60,000）

SILVER925 
 
siz：17×200 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-06) 

　　　　　（本体￥40,000）

SILVER925 
※チャームの組合せにより価格は

変動致します。 

siz：10×200mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-05) 

　　　　　（本体￥30,000）

SILVER925 
 
siz：10×200mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

 

 
 

 

 

 



BRACELET 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-04) 

　　　　　（本体￥40,000）

SILVER925 
 
siz：13×200mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-03) 

　　　　　（本体￥14,000）

SILVER925 
 
siz：Free 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-02) 

　　　　　（本体￥32,000）

SILVER925 
+PinkSV 
siz：11×190mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

VFS-Brace 
品番 (AN-VB-01) 

　　　　　（本体￥38,000）

SILVER925 
 
siz：21×230mm 
その他のサイズ 

お問い合わせ下さい。 

 

 

 

 



PIERCE 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-13) 

　　　　　（本体￥5,400）

SILVER925 
 
siz：5×33mm 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-19) 

　　　　　（本体￥6,800）

SILVER925+ 真鍮 
 
siz：6×29mm 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-17) 

　　　　　（本体￥6,000）

SILVER925+ 真鍮 
 
siz：4×18mm 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-15) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
 
siz：9×43mm 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-11) 

　　　　　（本体￥3,800）

SILVER925 
 
siz：5×11mm 
 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-14) 

　　　　　（本体￥6,000）

SILVER925 
 
siz：5×41mm 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-18) 

　　　　　（本体￥3,800）

SILVER925+ 真鍮 
 
siz：5×26mm 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-16) 

　　　　　（本体￥8,000）

SILVER925 
 
siz：17×25mm 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-12) 

　　　　　（本体￥5,000）

SILVER925 
 
siz：6×22mm 
 

 

 

 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-20) 

　　　　　（本体￥6,800）

SILVER925+ 真鍮 
 
siz：6×42mm 
  

 



PIERCE 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-03) 

　　　　　（本体￥6,000）

SILVER925 
 
siz：8×34mm 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-09) 

　　　　　（本体￥8,000）

SILVER925+CZ 
 
siz：7×35mm 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-07) 

　　　　　（本体￥8,000）

SILVER925 
 
siz：7×22mm 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-05) 

　　　　　（本体￥3,200）

SILVER925 
 
siz：7×7mm 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-01) 

　　　　　（本体￥3,200）

SILVER925 
 
siz：12×17mm 
 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-04) 

　　　　　（本体￥16,000）

SILVER925 
 
siz：11×52mm 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-10) 

　　　　　（本体￥6,000）

SILVER925+CZ 
 
siz：6×9mm 
石は変更可能です。 

お問い合わせ下さい。 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-08) 

　　　　　（本体￥7,600）

SILVER925 
 
siz：7×31mm 
 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-06) 

　　　　　（本体￥6,000）

SILVER925 
 
siz：7×14mm 

VFS-Pierce 
品番 (AN-VE-02) 

　　　　　（本体￥3,600）

SILVER925 
 
siz：6×22mm 
 

 

 

 

 



KEY RING 

VFS-Key Ring 
品番 (AN-VK-05) 

　　　　　（本体￥36,000）

SILVER925 
※キーリング真鍮 
siz：20×85mm 
 

VFS-Key Ring 
品番 (AN-VK-04B) 

　　　　　（本体￥35,000）

真鍮 
 
siz：31×100mm 
 
 

 



KEY RING 

VFS-Key Ring 
品番 (AN-VK-04) 

　　　　　（本体￥70,000）

SILVER925 
 
siz：31×100mm 
 
 

VFS-Key Ring 
品番 (AN-VK-03) 

　　　　　（本体￥38,000）

SILVER925 
 
siz：28×110mm 
 

VFS-Key Ring 
品番 (AN-VK-02) 

　　　　　（本体￥50,000）

SILVER925 
 
siz：30×145mm 
 

VFS-Key Ring 
品番 (AN-VK-01) 

　　　　　（本体￥50,000）

SILVER925 
 
siz：30×145mm 
 
 

 



OTHERSITEM&CUSTOMPARTS 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-13) 

　　　1set （本体￥4,600）
加工賃込み

SILVER925 
siz：6×14mm 
ネックレスカスタム用パーツ 

※VN-01~05 で使用している 

パーツの場合も同額。 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-17) 

　　　　　（本体￥2,000）

VFS-CP 
品番 (AN-CP-15) 

　　　　　（本体￥12,000）

SILVER925 
+ 四つ編みレザーロープ 
siz：3,5mm 

（フリー約 90cm） 
※カスタムパーツ 

ロウ付け加工が必要です。 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-14) 

　　　　　（本体￥5,200）

VFS-CP 
品番 (AN-CP-08) 

ピンバッチ 

SILVER925 
 
siz：11×17mm 
 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-16) 

　　　　　（本体￥3,000）
加工賃込み 

SILVER925 
siz：6mm 
※カスタムパーツ。 

加工内容によっては、別途工賃

がかかります。 

 

  

A+A A+B A+C 

B+A B+A B+B B+C 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-11A/B) 

A : siz/4.5mm(45cm)

（本体 ¥16,000)

B : siz/5.5mm(45cm)

（本体￥20,000）

※VN-01~05 で使用している 

パーツの場合も同額。 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-12A/B) 

A : siz/3mm(45cm)

（本体 ¥14,000)

B : siz/3.5mm(45cm)

（本体￥16,000）

※VN-01~05 で使用している 

パーツの場合も同額。 

加工賃込み

SILVER925 
siz：17×20mm 
ネックレスカスタム用パーツ 

※VN-01~05 で使用している 

パーツの場合も同額。 

 

 

加工賃込み 

SILVER925 
siz：7mm 
※カスタムパーツ。 

加工内容によっては、別途工賃

がかかります。 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-18) 

　　　　　（本体￥24,000）

SILVER925 
+ 四つ編みレザーロープ 
siz：3,5mm 

（フリー約 90cm） 
※カスタムパーツ 

ロウ付け加工が必要です。 

 

 



OTHERSITEM&CUSTOMPARTS 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-03) 

　　　　　（本体￥10,000）

コンチョ 

SILVER925 
 
siz：17×17mm 
 
 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-09) 

　　　　　（本体￥15,000）

コンチョ 

SILVER925 

siz： 
本体：17×20mm 
リング部分 24mm 
 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-07) 

　　　　　（本体￥12,000）

コンチョ 

SILVER925 

siz：13×23mm 
 
 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-05) 

　　　　　（本体￥3,600）

SILVER925 
 
siz：5×20mm 
 
 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-01) 

　　　　　（本体￥15,000）

コンチョ 

SILVER925 
siz： 
本体 17mm 
リング部分 24mm 
 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-04) 

　　　　　（本体￥68,000）

SILVER925 
+ 真鍮製ライター 
 

siz：38×57mm 
 
 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-10) 

　　　　　（本体￥28,000）

SILVER925 
+ 真鍮製ライター 
 

siz：32×57mm 
 
 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-08) 

　　　　　（本体￥6,000）

ピンバッチ 

SILVER925 
 
siz：11×17mm 
 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-06) 

　　　　　（本体￥4,500）

SILVER925 
 
siz：7×20mm 
 

VFS-CP 
品番 (AN-CP-02) 

　　　　　（本体￥18,000）

コンチョ 

SILVER925 

siz： 
本体 20mm 
リング部分 24mm 

 

 


	RING
	PENDANT
	NECKLACE
	BRACELET
	PIERCE
	KEY RING
	OTHERS



