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ピィアースは、2021年9月より
ブランド名が「東京銀座ピカルス」に変更となりました

カタログ発行  2023年1月



造形・金型作成

デザインイメージ作成

型押し・研磨・部品溶接 メッキ加工

塗装

クリスタル取り付け 検品・梱包

クリスタルジュエリーボックスの主な素材：鈴合金・亜鉛合金・クリスタルガラス・樹脂塗料



2005年から本格的に「クリスタルジュエリーボックス」の販売を開始。
膨大な市場の中からよりすぐりの デザイン・カラー・品質を追求し展開してまいりました。

現在はジュエリーボックス専用工場を立ち上げ、
日々品質の向上と、オリジナル性のある多彩なデザインの開発に励んでおります。

ジュエリーに並ぶに相応しい、高品質で癒しを感じる商品を
「クリスタル ジュエリーボックス」という形でご提供いたします。

更なるご期待に添えるよう、今後も輝き続けます。

ジュエリーボックスブランド
『東京銀座ピカルス』



TOKYO GINZA PICALS Jewelrybox Collection

スカート
部分が

     リング
ピローに

素敵なお洋服を身に着けた動物たち。
そんな夢いっぱいのかわいらしいコレクションから、
仔猫の『ルル・キャンディ』がシリーズ化して、新登場となりました。
眺めているだけで素敵な世界観が広がっていくようなデザインを、
今後も展開していく予定です。

“ルル・キャンディ”シリーズ仔猫の新キャラクター

Lulu Candy 

EX623-1
ルル・キャンディ（プレゼント）
Lulu Candy (Present) / 洛丽塔 LuLu Candy

サイズ：約90×54×51
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX616-1
ルル・キャンディ（桜）
Lulu Candy (Sakura) / 樱花露露 LuLu Candy

サイズ：約90×54×51
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX614-1
ルル・キャンディ（水色ドレス）
Lulu Candy (Blue Dress) / 糖果露露 LuLu Candy

サイズ：約90×54×51
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

リングピロー付き

リングピロー付き
リングピロー付き





キラキラして、
幸福の使者としても
愛されています。

 Rabbit Series





×

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サイズ(約)：H80×W50×D50mm

新進気鋭のトレンドデザイナー伍超
今、中国や香港で大注目のデザイナー・伍超（ゴ・チョウ）。
生物の美しさや植物の豊かな生命力からインスピレーションを受けたデザインは、若者たちを中心に高い
人気を誇り、上海やロサンゼルスなど国内外の美術展に数多く参加。
彼が立ち上げたファッションアートブランド『CHAOWOO（チャオウ）』は、生命力に満ちた世界観を生かし
ながら、業界にとらわれず様々なビジネスを展開している。
多肉植物や動物の骨モチーフなどを融合した「引力骨（Inly cool）」や、少女と鹿の角をリミックスさせた多肉植物や動物の骨モチーフなどを融合した「引力骨（Inly cool）」や、少女と鹿の角をリミックスさせた
「GOGO」、ポップで可愛らしい「CHAOS STAR」シリーズなど、数多くのブランドラインを発表している。
様々に展開されたグッズは今、中国や香港で話題沸騰となっている。

有名デザイナーコラボ日本初上陸中国・香港で大ヒット！

EX615-1
BooBoo（ピンク）

EX615-2
BooBoo（ブルー）

EX615-3
BooBoo（ホワイト）

EX615-4
BooBoo（マルチ）

リング
ピロー

付き



Jewelry box
Flower Coection

サイズ：約65×65×55

Yayoi(Gold) /白玉樱花(金)

EX611-1 弥生（ゴールド）

サイズ：約136×85×36

Pastel Giraffe(Pink)/彩色长颈鹿（粉）

EX534-3
パステルキリンピンク

サイズ：約65×65×55

Yayoi(Pink Gold)/白玉樱花(粉金)

EX611-2 弥生（ピンクゴールド）

サイズ：約50×35×34

Rose Crown Owl(Blue)/皇冠小猫头鹰(浅蓝)

ローズクラウンふくろう（ブルー）
EX602-1

サイズ：約50×35×34

Rose Tiara Owl(Pink)/女皇小猫头鹰(粉红)

ローズティアラふくろう（ピンク）
EX603-1



ラグジュアリな王冠シリーズ、ついに登場
細かい部分までこだわって造形し、クリスタルを贅沢に使用した王冠コレクションができました。
豪華な輝きを手に取ってお楽しみください。

Clown Jewels
of the World

サイズ：約107×74×74

Small Diamond Crown of Queen victoria

/维多利亚女王的小皇冠

L018-1 ヴィクトリア女王の小さな王冠

サイズ：約50×85×85

The Diamond Diadem

/钻石王冠

L019-1 ダイアモンド・ダイアデム

サイズ：約60×75×75

The Queen's Pearl Tiara

/女王的珍珠头饰王冠

L020-1 クイーンズ・パールティアラ

サイズ：約133×112×112

St. Edward's Crown/圣爱德华王冠

L017-1 聖エドワード王冠



Fleur Cat/捧花糖果露露 Ragdoll/布偶猫

サイズ(約)：H75×W50×D48

ラグドール

サイズ(約)：H72×W40×D55

エンジェルキティ
Angel Kitty/天使猫

サイズ(約)：H80×W35×D35

さくらづつみ
Sakura Drum/缤纷樱花盒

サイズ(約)：H70×W60×D45

さくらひらり
Sakura Fluttering/樱恋之盒

サイズ(約)：H55×W60×D50



ローズクラウン(ゴールドピンク)
Rose Crown(Gold Pink)/玫瑰花皇冠(粉)Rose Crown(Gold Blue)/玫瑰花皇冠(浅蓝)Rose Crown(Silver Blue)/玫瑰花皇冠(浅蓝 银)

ローズクラウン
Rose Crown/玫瑰花皇冠

サイズ(約)：H70×W60×D60

ローズクラウン(ゴールドブルー)ローズクラウン(シルバーブルー)

女性の好きが詰まった
ジュエリーボックス

Rose Crown.

意匠登録

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX607SAKURAツインリボン

意匠登録





















※サイズ 高さ×幅×奥行／単位 mm※在庫限りの販売です







・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX608-1

サイズ：約145×200×100

金福 宝丑
台座
付属

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX609-1

サイズ：約65×75×35

はな子丑
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX613-1

サイズ：約58×106×43

笑福小寅

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX598-1

サイズ：約145×200×100

宝来 福ねずみ 金屏風
付属

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX599-1

サイズ：約55×40×45

はなねずみ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サイズ：約75×45×99

EX533-1小桜羊
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX563-2

サイズ：約88×98×54

親子申（ホワイト）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX581-1桜犬（ホワイト）

サイズ：約99×99×65

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX590-1

サイズ：約84×129×67

招福 桜の白亥

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX618-1

サイズ：約135×65×105

花兎

台座
付属

リングピロー付き

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

EX619-1月うさぎ

サイズ：約50×55×80

リングピロー付き







天然石 地球儀キーホルダー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本体サイズ：長さ140mm / 重さ：30ｇ

天然石地球儀キーホルダー

天然石地球儀キーホルダー 品番

シルバー金具タイプは、地球儀の色に
合わせた化粧箱となります

ゴールド金具
タイプは
紺色の化粧箱です

こちらの商品は、金具のカラーによってパッケージが異なります。
ご了承の上ご注文ください。



ピルケースとしてもお使いいただける
小さなアクセサリーケース

クリスタルジュエルボールペン
Crystal Jewel Pen

クリス
タルの

モチー
フがか

わいい
！

キラキ
ラでち

ょっと

リッチ
なボー

ルペン

サイズ：全長約140mm
素　材：クリスタルガラス、真鍮
原産国：中国

サイズ：W約50mm



お届けした商品に不良などがあった場合は、まずご連絡ください。
連絡なくご返送いただいた場合、対応できかねますのでご注意ください。

不良・返品・交換について

※1週間以上経ってしまったものは対応できません

返送先住所 〒989-1503
宮城県柴田郡川崎町川内七曲山63
ピィアース物流センター
電話：0224-85-1203
※倉庫となりますので、こちらにお問合せいただいても対応できません

①まずご連絡ください
メール info@piearth.com

注文番号、注文日時、ご注文者様の電話番号、品番、ご用件などを明記していただきますようお願いいたします。

1～2営業日以内に折り返しご連絡いたします。

FAX 03-3630-1285電話 03-3630-1230

②対応方法をご連絡させていただきます

お問い合わせ手順



価格について

納 期

送料について

ご注文について

お支払い方法

カタログ記載の価格はメーカー希望小売価格（税込）です。………

………

………

………

………

ご入金確認後、1～3営業日以内に出荷いたします。
お届け先によって異なりますが、出荷後約1～3日でお届けとなります。

お届けの地域により異なります。
商品下代合計 33,000円（税込）で送料無料サービスいたします。

24時間いつでも『卸専用サイト』からご注文いただけます。
会員登録は無料です。

ネット注文はクレジットカード決済、コンビニ決済、銀行振込など
様々な決済方法をご用意しております。詳細はサイトをご確認ください。

カード
決済OK︕

1点から
注文OK︕

面倒な
在庫確認
不要︕

簡単らくらく︕
ネット注文

卸のお客様限定！とってもお得な会員サイト
超特価プライスの特別セールもご用意しております

http://piearth2016.shop20.makeshop.jp/

無料会員登録はこちら⇒

パソコンからの場合は、「ピィアース 卸専用サイト」「ピカルス 卸専用サイト」で検索するか
以下URLをブラウザに直接入力してアクセスしてください

卸専用サイト

インターネットなら、もっと簡単に仕入れができます

お取引について卸のお客様へ



株式会社ピィアース 東京本店
〒135-0046 東京都江東区牡丹1-15-5 ポイントSTビル3F　TEL：03-3630-1230


