


ABOUT AFFLUX

一組でも多くの幸せが 続いてほしいから

わたしたちは存在する。

ある男にはこんな願いがあった。

日本中のカップル、 世界中の様々なカップル、

そして地球上の人々を幸せにしたい。

その願いを込めて、

“地球 ( アース )” をテーマにデザインする

AFFLUX( アフラックス ) が誕生した。

DESIGN CONCEPT

デザインコンセプトは “地球”

地球を表すマークは、 これから新しい人生を歩んでいくおふたりを

地球が祝福しているイメージを表現。

AFFLUX の指輪は、 おふたりが出会った奇跡の星、

「地球 ( アース )」 をコンセプトに

植物や空、 心に留めておきたい風景などから指輪をデザイン。

180 種類以上の幅広いデザインバリエーションの中から

こだわりの指輪をじっくり選ぶことができます。



1. あなたのゆびわ言葉  は？®

AFFLUX の 3 つの約束

何気ない一言で喜んだり、感動したり、悲しくなったり ... 

言葉は心を揺れ動かすもの。

AFFLUX の指輪には、一つひとつに愛する人へ贈る

「ゆびわ言葉  」がつけられています。

ふとした時に薬指の指輪を見て “ゆびわ言葉　” を思い出し、

指輪選びをしていた自分たちを思い出してほしい。

ふたりが大切にしたい言葉を

「幸せのおまじない」として身に着けてください。

Kamm
「 思 い や り 」

2. 無限大のオーダーメイドで

ふたりらしさをプラス

AFFLUX の 3 つの約束

ダイヤモンドの大きさ、数、カラー、

プラチナやゴールドの素材変更、

表面仕上げや指輪の幅を太くしたり細くしたりなど、

ご希望の指輪を造ることが出来る簡単システムです。

さらに、仕上がりのイメージ画像を確認できるため安心です。

プラチナ

K�� ピンクゴールド

K�� イエローゴールド

K�� シャンパンゴールド

K�� ホワイトゴールド

ダイヤのカラー変更

ダイヤを追加

ダイヤを取る

素材を � 種類のコンビにする

ミル打ちを入れる

ベースとなるデザインを選ぶ

®

®

ゆびわ言葉 無限大のオーダーメイド
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®



無限大のオーダーメイド 無限大のオーダーメイド
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HOW TO ORDER

AFFLUX の指輪の選び方

通常の Pt��� より約 � 倍の強度を持つ、独自開発した「スー
パーハードプラチナ ���」と純度が高い「ハードプラチナ ���」
を同価格にて提供しています。プラチナ ���/ ���/ ���

同価格で選べるハードプラチナ

K�� シャンパンゴールド

美しい色味が人気のシャンパンゴールドはイエローとホワイト
ゴールドの中間にあたる色味です。日本人の肌の色味と相性が
よく、手元を明るく見せてくれます。

独自開発のシャンパンゴールド

K�� ホワイトゴールド

� 種類のコンビ素材も可能

お好きな素材を � 種類組み合わせてコンビ素材でお造りする
こともできます。どの素材の組み合わせを選んで頂いてもサ
イズ直し可能です。※加工代が別途かかります

ホワイトダイヤ　   アイスブルーダイヤ　   ブルーダイヤ　   ブラックダイヤ

グロス ( 光沢仕上げ )

ホワイトダイヤ ： �月の誕生石・純粋無垢

アイスブルーダイヤ ： 幸福・信頼

ブルーダイヤ ： 一途・深い愛情 

ブラックダイヤ ： 出世・子孫繁栄

ピンクダイヤ ： 愛情・癒し

ブルーサファイア ： �月の誕生石・誠実

ピンクサファイア ： �月の誕生石・優しさ

ルビー ： �月の誕生石・愛情

0.25号刻みで薬指のサイズを測定

自社工房で熟練の職人が真心を込め製作

色が剥げたりしないホワイトゴールド
白く見せるために、一般的にメッキ加工がされることが多い
ホワイトゴールド。そのメッキが数年で部分的に取れてしまう
とブライダルリングには相応しくありません。アフラックスの
ホワイトゴールドは、素材そのものがゴールドでありながら限
りなく白に近い色になるよう独自配合をした特別なゴールド
なので安心です。

サイズ直しも制限なく出来るゴールド
金はその硬さゆえ、デザインなどによりサイズ直しの幅や回数
に制限があることが多いです。アフラックスではデザインを製
作する段階から「使い続ける」ことを考慮しているので、ゴー
ルドの素材を選んでもメンテナンスは他素材と同じように受け
て頂けます。

K�� イエローゴールド

素材のコンビネーション加工

デザインを選ぶ

指輪の素材を決める

オリジナルデザイン
���種類から選ぶ

フルオーダーメイド
一からデザインを起こす

STEP

01

K�� ピンクゴールド

STEP

02

STEP

03

STEP

04

メレダイヤのカラーを選ぶ

仕上げを選ぶ

ヘアーライン仕上げ

ダイヤバー仕上げ サンドブラスト仕上げ � 種類以上の組み合わせも可能

STEP

05 内石 ・ 刻印を留める

イニシャルやメッセージを
最大 �� 文字無料にて刻印します

宝石を指輪の内側にお入れ致します（有料オプ
ション/長く着用する耐久性を考慮し � 石まで）

STEP

06
STEP

07

どれを
選んでも
同価格

どれを
選んでも
同価格

ピンクダイヤ

どれを
選んでも
同価格

カラーチェンジ：無料／新しくダイヤを追加： 有料／ダイヤを減らす：価格から差引きます
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3.AFFLUX の永久保証  は

安心の全国一律で無料対応

AFFLUX の 3 つの約束

おふたりの大切な指輪をずっと着けていてほしいから、

ご購入後のアフターメンテナンスは

全国 �� 店舗で何度でも無料で一生涯保証致します。

サイズ直し、仕上げ直し、変形直しなど、お修理可能な限り

「ジュエリードクター」が責任と誇りを持って

一つひとつ丁寧に対応させて頂きます。

®

AFFLUX の永久保証　で  

サイズが合わなくなったら、
大きくするのも小さくするのも
制限なくサイズ直しします。

メレダイヤモンド・内石の
留め直しをします。

紛失の場合も無料保証です。

変形した指輪の形状を
元の状態に修繕します。

抜けなくなった指輪を緊急時に
切断してしまっても修繕します。

刻印を入れていない指輪は
後日無料で刻印入れを対応します。

店頭の超音波洗浄機にて
表面の汚れやホコリを除去します。

®

出来ること

サイズ直し

仕上げ直し

切断

宝石の紛失保証

仕上げ変更

歪み・変形直し

刻印入れ クリーニング

キズがついた指輪を新品同様に
磨き直す仕上げ直しを
いつでも対応します。

光沢仕上げからマット仕上げに
変更など、購入後も好みの仕上げに

変更可能です。

ずっと着けられるよう購入後も修理可能な限り丁寧に対応！

Jewelry Doctor
“ジュエリードクター”とは、リングのお医者様。

アフラックスではお修理専属の職人が在籍してい

ます。「 形あるものは必ず経年変化が生じます。その

部分を全てサポートすることでお客様に気兼ねなく

指輪を着けて頂けると考えています。ご購入頂いた

その時からずっと指輪をお世話させて頂くという

決意の現れです。この気持ちが全てです。」
▲上記ジュエリードクターよりコメント

AFFLUX の永久保証 ®



AFFLUX の永久保証
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AFFLUX の永久保証

永く着けられる高いクオリティと

指輪一つずつに適したメンテナンス

(※�)プラチナやゴールドは、サイズ直しや仕上げ直しに追加必要になったものに限り、指輪の一部を紛失された場合などは別途費用を
申し受けます。（※�)ジュエリーと共に保証書をお預け頂いたお客様へのサービスです。

日常生活に適した素材や

加工技術の追及

指輪１本ずつの加工履歴を保管し

適した修理を

®

ジュエリーの修理は、人間が手術を受ける
のと同じくそれ自体に大きな負担がかかり
ます。アフラックスのアトリエ研究室では過
去の修理履歴もデータ化され、いつどんな
加工が行われたかを確認しながら丁寧に
修理を行います。

修理できるジュエリーは硬度と同じくらい
靭性(じんせい)が大切です。アフラックスの
アトリエ研究室ではオートグラフでの圧縮
試験などを行い、どんな場面で変形するか
などを科学的に追求し指輪づくりに役立て
ています。

1 店頭で丁寧なカウンセリングを行い、ジュエリーコンシェルジュが修理・メンテナ
ンス方法を相談します。

2 修理履歴を確認し、指輪の使用の癖などもチェックしながらジュエリードクター
が中心となって、“永く着ける”ことを前提とした修理内容を診断します。

AFFLUX の指輪は “ずっと着け続ける” ことを考慮し、耐久性のある

素材選びを行っています。また、「生涯身に着けて頂ける指輪を」という

想いから始まった日本で初めてのジュエリー保証が「AFFLUX の永久保証    」です。

3 デザイン性も損なわないように考慮しながら指輪それぞれに適した修理を行い
ます。その時に必要となったプラチナやメレダイヤモンド代は頂きません。(※１)

4
修理完了後、アトリエ研究室にて厳しい検品を行い、おふたりの元へお返し致し
ます。個別番号の入った保証書へ履歴を残してジュエリーとお返しするので、ど
のような加工を行ったのかも明確で安心です。(※�)

▲ ５年程度毎日ご着用頂いた指輪 ▲ 傷とり、彫り直し、仕上げ直しのお修理済み
（無料対象内）

▲ 切断してしまった指輪 ▲ サイズ直し、仕上げ直し、表面の傷を磨き切断
部分も元通りにお修理（無料対象内）

▲ 車でひいてしまい変形 ▲ 変形を直し、表面の磨きと刻印・内石を入れ直
し（無料対象内）

▲ メレダイヤ紛失・物が当たりやすい小指側は、他
の場所と比べると修理が多い

▲ 紛失したメレダイヤは新しく 準備し、表面の傷取
り・仕上げ直しのお修理済み（無料対象内）

仕上げ直し
切断

ただ美しく磨くのではなく、その後も着け続けて頂くため、指輪の耐久性を考
え、必要な傷は残しながら丁寧に磨きます。

変形直し
ジュエリーは繊細でどんなに注意を払っていても、思いがけず変形してしまう
ことも。丁寧に形を修繕し、刻印の修正なども行います。

宝石の紛失保証
ご愛用頂くジュエリーほど表面の摩耗が激しいので、小さな爪で留められてい
るメレダイヤは知らない間に外れてしまうことがあります。

お客さま視点でのアフターサービスの流れ

® ®



AFFLUX クオリティ
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BRAND CONCEPT

たかが指輪にできることを。

たかが指輪にできることは、それほど多くないかもしれない。

だけど、私たちは一組でも多くの幸せが一生続くような指輪を造りたい。

離婚できない指輪を造りたい。

外すことなく、ずっと着けていたい指輪であるために ...

「ゆびわ言葉   」の想いが込められたふたりの指輪を

「無限大のオーダーメイド」であと少しの望みをカタチにする。

そして、「AFFLUX の永久保証   」で安心と輝きをずっと守っていく。

そのために 「3 つの約束」 が存在する。

一組でも多くの幸せが続いてほしいから

わたしたちは存在する。

AFFLUX QUALITY

こだわりの高品質と職人の技術

最初に指紋をつけるのはお客様

私たちは指輪の完成からお手元に届くまで一切素手

で手をつけません。アトリエ職人から店頭スタッフま

で一貫して白い手袋を着用しています。それはお客様

一人一人のためにお作りした指輪を、お客様に最初

に触れて頂きたいからです。

美しい重なり～パーフェクトセットリング～

大切なパートナーから贈られるエンゲージリングと

マリッジリング。AFFLUX の指輪は、着けた時に指

が美しく見えるように細部にわたり計算してデザイ

ンしています。ちょっとしたお出掛けの時にも気兼

ねなくふたりの幸せを身に着けて頂けるよう、重ね

着けの一体感にこだわっています。

指輪の着け心地 「台形内甲丸」

丸みの強い内甲丸は着け心地がよい反面、外れやす

いのが弱点でした。それを克服するために考えたの

が「台形内甲丸」です。スムーズな指通りと外れに

くい安定感を実現しました。デザインや指輪の幅に

合わせて調整し、快適な着け心地を感じて頂けるよ

う工夫しています。

自社工房 「AFFLUX アトリエ研究室」

新しい指輪の企画や、 フルオーダーメイドでの製作監

修まで、アフラックスの指輪造りの全てを専門のスタ

ッフが行っています。ブライダルリングのプロフェッ

ショナル「BRC」やお修理専門の職人「ジュエリー

ドクター」などによって、一生涯着けて頂けるデザ

インや指輪に合わせた最高の着け心地の実現、 アフ

ターメンテナンスを可能にしています。

ma cherie「描いた夢」

®

®



ダイヤモンド
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AFFLUX DIAMOND

AFFLUX の高品質ダイヤモンド

GIA の鑑定付きダイヤモンド

ゆびわ言葉   が刻まれたダイヤモンド

ダイヤモンドの品質 「4C」

Carat
カラットは、ダイヤモンドの重さを表し、� カラットは �.�g です。アフラックスでは

GIA 鑑定がされる �.�ct 以上のダイヤモンドを取り扱っております。

カラット｜重量

無色の D カラーから Z カラーまでの �� 段階に分けられます。無色透明に近いダイヤ

モンドほど希少価値が上がり、アフラックスではトップクラスの D・E・F カラーを

ご用意しております。

Color カラー | 色

Clarity クラリティ｜透明度

クラリティとはダイヤモンドの透明度を表します。内包物の大きさや数、位置などを

�� 倍の拡大検査をして評価します。アフラックスでは内包物が肉眼で確認出来ない

SI� クラス以上をご用意しております。

Cut カット｜輝き

ダイヤモンドの輝きを決めるカットは、プロポーション ( カットの総合評価 )、ポリッ

シュ（表面の研磨仕上げ状態）、シンメトリー（対称性）によって評価され、最高の

「EXCELLENT」からグレードの順位が決まります。アフラックスでは「EXCELLENT」

評価のみ取り扱っております。

AFFLUX DIAMOND   は、幸せなおふたりの証と
して生涯身に着けていくにふさわしい価値、実
用性を長年の経験と知識からセレクトしたトッ
プクラスのダイヤモンドです。最も信頼と権威
のある鑑定機関 GIA の鑑定書をお付けしていま
す。GIA とは、ダイヤモンドの世界的評価基準
である �C を開発・確率した非営利の研究所です。

®

側面 ( ガードル ) に➀お選びいただいた指輪の「ゆびわ言葉   」➁AFFLUX のブランド

ロゴ➂鑑定書に記載されている GIA のレポートナンバーをレーザーで刻印しています。

ダイヤモンドと鑑定書の同一性を証明し、販売経路が明確なコンフリクトフリーダイ

ヤモンドです。GIA でレポートナンバーは永久的に保存され、オンラインでも照合が

できるので安心です。おふたりの大切な想いをしっかりと刻む唯一無二のダイヤモン

ドをお届けします。

®

▲ブランドロゴ、ゆびわ言葉   、レポートナンバー®

ダイヤモンド

�.�ct     �.�ct      �.�ct      �.�ct       �.�ct       �.�ct        �.�ct
�.�mm             �.�mm                �.�mm              �.�mm                 �.�mm                 �.�mm                  �.�mm

D   E   F    G   H   I   J   K   L   M    N   O   P   Q   R S ～ Z

無色                ほぼ無色         わずかな黄色        非常に薄い黄色            薄い黄色

FL          IF        VVS�    VVS�     VS�       VS�       SI�        SI�   　 I�        I�        I�

内部無欠点                                       ごく僅かな内包物    僅かな内包物 ごくごく僅かな
内包物 

肉眼で発見
できる内包物

EXCELLENT   VERY GOOD         GOOD              FAIR               POOR

®



ベビージュエリー
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BABY RING

ベビーリング

産まれてきてくれて “ありがとう” の気持ちを込めて贈るベビージュエリー。

ゆびわ言葉   と共にお子様へファーストジュエリーをプレゼントしてあげて下さい。

両親の結婚指輪と同じデザインで造れることができる

1

2

3

結婚指輪と同じフォルムのデザインでお造りできます。フルオーダーメイドも可能
です。¥��,��� からご用意してます。

無限大のオーダーメイドで 「世界にひとつだけの」 ベビーリング

素材の変更やメレダイヤのカラーチェンジなど、世界にひとつだけのオーダーが可能です。

ベビーリングも AFFLUX の永久保証  つきで安心

将来のお子様にプレゼントする時は、ピカピカに仕上げ直しをしてプレゼントして下さい。

ベビーリング専用ケースに入れてお渡しします

結婚指輪とベビーリング   「思いやり」 Kamm

メレダイヤモンドにも最高品質の輝きの証拠である「ハート＆
キューピッド」を採用しています。 ダイヤモンドの形状が左右
対称になっていると「ハート＆キューピッド」が現れ、専用の
拡大スコープで覗くと、ハートの形とキューピッド（矢）の形
が浮かび上がります。ダイヤモンドの中に取り込まれた光を最
大限跳ね返す、輝きの美しいダイヤモンドです。

最高の輝き 「ハート & キューピッド」

®

®

【NEW】おてがみネックレス：お子様が書いたメッセー
ジをネックレスにレーザーで刻印します



Aya
「 し あ わ せ 彩 る 」

婚約指輪
両サイドにメレダイヤ �.��ct を � 石配置しています。
石枠の横顔はレースのように透かした花が開いたよう
なデザインです。シンプルなデザインに女性らしい遊
び心を取りています。引っかかりを気にすることなく
着用できるよう考慮しています。

結婚指輪
全体に丸みのあるフォルムです。メレダイヤ � 石を少
し凹ませた斜めのラインに合わせて彫留めをしていま
す。それによってメレダイヤのまわりの触り心地が良
くなり、またダイヤを留めている小さな爪の摩耗を防
ぐことが出来ます。

デザインコンセプト

婚約指輪は � 石、 ダイヤモンドが入った結婚指輪は
� 石の合計 �� 石のダイヤモンドをセッティングし
ています。ダイヤモンドで � 年 =�� ヶ月を表し、
 「真っ白なこれからをふたりだけの “しあわせ色” 
で彩られます ように。」 という想いが込められてい
ます。( 上 )¥���,���～、( 中央 )¥���,���、
( 下 )¥���,���

ORDER MADE RING

オーダーメイド例をご紹介

オーダーメイドの価格は素材の量や加工の難易度によって決まり、予告なく変更する場合があります。※価格表記について詳しくは P�� をご確認下さい
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Pt��� と K�� ピンクゴールドのコンビ素材に変更したオーダーメイド。( 左 / 中央 )
¥���,���～、( 右 )¥���,���

( 左 )� 石ずつアイスブルー・ピンクダイヤモンドに変更。¥���,���   ( 右 ) 指輪の幅を
�.� ㎜に変更。¥���,���  ※�� 号の場合

( 左 ) ホワイトダイヤモンドを � 石に変更。¥���,���( 右 ) ブラックダイヤモンドを � 石
追加。¥���,���

パーフェクトセットリング パーフェクトセットリング
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一緒にいることでお互いが感じる色々な喜びや多くの楽しい経験が、
この上ない幸福をもたらしますように想いを込めて。
( 上 )¥���,���～、( 中央 )¥���,���、( 左 )¥��,���

Euphoria「君さえいれば」 ユーフォリア

Euphoria
「君さえいれば」

※���� 年 � 月 �� 日以降の税込価格です。婚約指輪の価格はセンターダイヤモンド（AFFLUX DI
AMOND   ）によって変わります。掲載価格は ��,��� 円のダイヤモンドをセッティングした価格
を記載してます。

価格表記について

パーフェクトセットリング

®

世界文化遺産・上賀茂神社のご神紋が入った指輪。二葉葵が
ふたりの指もとで幸せのシンボルとしてずっと見守ってくれる。
( 左 )¥���,���～、( 右上 )¥���,���、( 右下 )¥���,���

Auhi「繋がり結ぶ」 あうひ

いきいきと植物たちが輝く小さな庭をイメージ。ふたりが築く家庭
にはいつも笑顔が咲き誇りますようにと想いを込めて。 
( 左 )¥���,���～、( 中央 )¥���,���、( 右 )¥���,���

透明度の高い水晶 ( 結晶 ) をイメージ。水晶のような透き通った気
持ちで愛を育んでいけますようにと想いを込めて。
( 左 )¥���,���～、( 中央 )¥���,���、( 右 )¥���,���

crystal love「愛の結晶」 クリスタルラブ

Garden「笑顔咲く」 ガーデン

パーフェクトセットリング



私だけの愛する人と、ふたりで目標に向かってどこまでも進んでい
きましょうと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右上 )¥���,���～、( 右下 )¥���,���

Mio「みおつくし」 ミオ

どんな季節もあなたのそばで、まるでクリスマスのようなわくわく
した日々を過ごしていきたいと想いを込めて。
(上 )¥���,���、( 中央 )¥���,���～、( 下 )¥���,���、

Wreath「あなたのそばで」 リース

様々な箇所にハートがちりばめられた指輪。いつでもお互いのまっ
すぐな愛を見つけ出せるようにと想いを込めて。
(右 )¥���,���～、( 上 )¥���,���、( 下 )¥���,���

cache cache 「まっすぐな愛」 カシュカシュ

パーフェクトセットリング
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パーフェクトセットリング

ふたりの目の前に広がる未来への道のりが輝きに満ち溢れています
ようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 中央 )¥���,���～、( 右 )¥���,���

LAY「輝く未来」 レイ

夢見た憧れを手にした幸せをいつもふたりで感じ合えますようにと
想いを込めて。
(左 )¥��,���、( 上 )¥���,���～、( 下 )¥���,���、

ma cherie「描いた夢」 マシェリ

すずらんの花をイメージ。訪れた幸せをすずらんの花のように連ね
ていけますように想いを込めて。
(上 )¥���,���～、( 下 )¥���,���、( 右 )¥���,���

suzuran「幸福のおとずれ」 スズラン



温もりを感じる木漏れ日をイメージ。どんな時でもお互いが心やす
らげる存在でいられますようにと想いを込めて。 
( 上 )¥���,���～、( 中央 )¥���,���、( 下 )¥���,���

comorebi 「やすらぎ」 コモレビ

織姫と彦星のように互いを想い、いつでも傍にいられる奇跡を実感
しながら幸せな日々を過ごせますようにと想いを込めて。
( 上 )¥���,���～、( 中央 )¥���,���、( 下 )¥���,���

穏やかな小川の流れのようにふたりのペースで大切な時間をゆっく
りと感じられますようにと想いを込めて。 
( 上 )¥���,���～、( 中央 )¥���,���、( 下 )¥���,���
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Nana「きみといる幸せ」 ナナ

ruscello「ゆっくりいこう」 ルシェロ

心通わすふたりをイメージした指輪。心の込もった言葉でお互いの
気持ちが伝わりますようにと想いを込めて。
( 上 )¥���,���～、( 左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Sincerely「心を込めて」 シンシアリー

愛しきひとへの想いを指輪に込めてずっと身につけていけますように
と想いを込めて。
( 左 )¥���,���、( 上 )¥���,���～、( 下 )¥���,���

jasmine「愛しきひと」 ジャスミン

アイスブルーの輝きと滑らかな曲線美が映える指輪。いつまでもうる
おい、満たされた人生をふたりで送れますようにと想いを込めて。
( 左 )¥���,���～、( 中央 )¥���,���、( 右 )¥���,���

mist「うるおい」 ミスト

パーフェクトセットリング パーフェクトセットリング
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別々だったふたりの人生 ( ストーリー ) が輪のようにひとつになり
無限大に広がっていきますようにと想いを込めて。
( 上 )¥���,���～、( 中央 )¥���,���、( 下 )¥���,���

romance「ふたりのストーリー」 ロマンス

romance
「ふたりのストーリー」

日本で最も高潔な花 “菊” をモチーフ。互いの想いをわかち合い
多くの幸せを感じられますようにと想いを込めて。 
( 上 )¥�,���,���～、( 下 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Kikka「わかち合う」 キッカ

パーフェクトセットリング

愛され上手なネコがモチーフ。恋心を抱き続ける夫婦をめざして、
�� 年後も互いが " 首ったけ " になれますようにと想いを込めて。
( 上 )¥���,���、( 中央 )¥���,���～、( 下 )¥���,���

N.E.K.O.「きみに首ったけ」 ネコ

� 匹のネコモチーフが左右にあらわれる N.E.K.O. シリーズ � 作目。
�� 年後も互いが " 首ったけ " になれますようにと想いを込めて。
( 上 )¥���,���、( 下 )¥���,���～、( 右 )¥���,���

N.E.K.O.「きみに首ったけ」 ネコツー

パーフェクトセットリング

2

(※�) センターダイヤモンド �.�ct 込みの価格です。
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「あなたらしく煌く」

運命の出会いからはじまった幸せな日々がいつまでもつづきますよ
うにと想いを込めて。¥���,��� (※�)

Galette des rois「運命の出会い」 ガレットデロワ

純粋な気持ちを指輪に込めて、いつまでも変わらない愛へと成長
させていけますようにと想いを込めて。¥���,���～

「純愛」 ピュア

luce uno & due
「あなたらしく煌く」

(※�)�.�ct センターダイヤモンド込みの価格です。�.�ct 以上の AFFLUX DIAMOND  もセッティ
ング可能です。

※価格表記について詳しくは P�� をご確認下さい ®

大切な人への心からのプレゼントをイメージ。かけがえのない君だ
けに心からの贈り物をと想いを込めて。¥���,���～

cadeau「君だけに」 カドー

あなたらしい自由性をコンセプトにした丸みのある uno と平らな due
の婚約指輪。永遠に煌くダイヤモンドの様に、いつまでもあなたらし
くいてねと想いを込めて。¥���,���～、
エタニティタイプ ¥���,���～ミル打ちありタイプ ¥���,���～

luce uno & due ルーチェ ウノ＆ドゥーエ

婚約指輪 婚約指輪

Pure

雪解け水からやがて海につながる水流をイメージ。澄んだ心をいつ
までも忘れませんようにと想いを込めて。¥���,���～ 

COURS「澄んだ心」 クール



Euphoria「君さえいれば」

ふたりが一緒にいる喜びや楽しい経験から得られる多幸感がテーマ
になったデザイン。¥���,���～

「山嶺」をモチーフ。お互いを思いやり、手をとりあって頂を目指
していけますようにと想いを込めて。¥���,���～ 

ユーフォリア

Kamm「思いやり」 カム

はばたく翼をイメージ。時の流れを越えてふたりの想いがはばたい
ていきますようにと想いを込めて。¥���,���～

Wing「未来へはばたく」 ウィング

幸せな家庭を築くひとりでは叶えられない願いをふたりで叶えてい
く誓いと想いを込めて。¥���,���～

Stella「星に願いを」 ステラ

ふたりの光あふれる未来が美しい世界を導きますようにと想いを込
めて。¥���,���～

「光の差す方へ」

ロワール地方のリボンをイメージ。花嫁を引き立て、より魅力的に
可憐に彩りますようにと想いを込めて。¥���,���～

Loire「可憐」 ロワール
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vitrail ヴィトライユ

お互いの心をふわりと包み込む、温もりを感じていられますように
と想いを込めて。¥���,���～

fuwari「温もり」 ふわり

婚約指輪 婚約指輪

チェリー

さくらんぼをイメージ。どんな時でもふたりがとなりどうしで支え助
け合えますようにと想いを込めて。¥���,���～ 

「となりどうし」 cherry
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“地球” を表現した指輪。この地球で出逢えた愛する人への永遠
の想い、出逢いまでの奇跡への感謝を込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Earth「ありがとう」 アース

結婚指輪

Earth
「ありがとう」

※価格表記について詳しくは P�� をご確認下さい

結婚指輪

ふたりを包む春風をイメージ。どんな時もお互いが笑顔の源であり
ますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

breath of spring「笑顔の源」 ブレス オプ スプリング

ふたりが手と手をつないだイメージ。年齢を重ねても、手をつなぎ
助け合えるような “可愛いあなた” でいてほしいと想いを込めて。
(左 )¥��,���、( 右 )¥���,���

Little Honey 「可愛いあなた」 リトルハニー

編み繋がれた月桂樹をイメージ。尊敬できる大切な人をいつまでも
讃えて隣で支えていけますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

laurel「きみを讃える」 ローレル
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大きな木の２枚の葉をモチーフ。結婚を通してふたり一緒に成長し
ていけますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Little LEAF「ふたり一緒に」 リトルリーフ

虹の架け橋がモチーフ。ふたりの心と心を繋ぐ虹の架け橋がいつ
も七色に輝いていますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Rainbow「心をつなぐ」 レインボー

ふたりの道をイメージ。ふたりの人生がひとつになり想いをひとつに
して歩んでいけますようにと想いを込めて。
(左 )¥��,���、( 右 )¥���,���

TWO-WAY「想いはひとつ」 トゥーウェイ

想い合える相手がいる幸せが、お互いをずっと輝かせていきますよ
うにと想いを込めて。
(中央 )¥���,���、( 左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

flash「輝かしい二人」 フラッシュ

Healing「優しい気持ち」 ヒーリング

ふたりを包み込む午後の光をイメージ。寄り沿え合えるような優し
い気持ちを大切にしていけますようにと想いを込めて。
(左 )¥��,���、( 右 )¥��,���

結婚指輪結婚指輪

結婚をはじめ、これから家族を築いていくふたりの節目に、いつ
も周囲の祝福がたくさんありますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Chantilly「祝福」 シャンティー
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煌めく波の花をモチーフ。どんな波にもふたりで立ち向かう凛々し
さを忘れませんようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Crest of wave「凛々しさ」 クレスト オブ ウェーブ

海岸に打ち続ける寄せ波がモチーフ。ずっと寄せる波の様に、
お互いが想いを寄せ続けますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

SURF「想いつづける」 サーフ

砂漠に浮かぶオアシスをアイスブルーダイヤで表現。お互いの存
在が心のオアシスでありますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Grand Bleu 「私のオアシス」 グランブルー

穏やかな小川の流れのようにふたりのペースで大切な時間をゆっ
くりと感じられますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

ruscello「ゆっくりいこう」 ルシェロ

Prairie「共に歩む」 プレイリー

さくらんぼをイメージ。どんな時でもふたりがとなりどうしで支え、
助け合えますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

cherry「となりどうし」 チェリー

朝露にキラキラと揺れる大草原をイメージ。互いがいつまでも隣同
士新鮮な気持ちで共に歩んでいけますようにと想いを込めて。
(左 )¥��,���、( 右 )¥��,���

結婚指輪結婚指輪



大きく羽ばたくふたりの道筋をイメージ。ふたりが幸せな気持ちと
共にどこまでも翔けていけますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Sho「しあわせ翔る」 ショウ

【無限大のオーダーメイド例】レディースを爪留めから彫り留めの
エタニティリングに変更。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Luccicare「きらきら光る」 ルッチカーレ
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エタニティ

“ガレットデロワ” をイメージ。運命の出会いからはじまった幸せな
日々がいつまでもつづきますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Galette des rois「運命の出会い」 ガレットデロワ

エタニティ

【無限大のオーダーメイド例】レディースに �� 石のダイヤモンドを
追加しエタニティリングに。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

cadeau 「君だけに」 カドー

夜景が魅力的な街ラパスをイメージ。毎日帰りたい温もりの光があふ
れる家庭を築いていけますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

lapaz「温もりの光」 ラパス

花の蕾をモチーフ。二人の未来が花咲き誇るように幸せに満ち溢れ
ますようにと想いを込めて。
(左 )¥���,���、( 右 )¥���,���

Tsubomi 「二人の未来」 ツボミ
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BRCBRC

Bridal Ring Creator

BRC が造るフルオーダーメイドリング

指輪のスペシャリストが、 おふたりの理想の指輪を

デザインから製作までプロデュース。

世界でひとつのオリジナルリングをご提案いたします。

 藤原真介

ブライダルリングクリエイター (BRC) とはデ
ザイナーと職人を兼ねた指輪のスペシャリスト。
日本全国で活躍し、���� 組以上のお手伝いを
して参りました。イベントでは BRC 藤原が、
おふたりとの会話を大切に一生涯を共にしたい
と思って頂ける理想の指輪をご提案します。

BRC

01. デザイン画を作製
ご要望・ご予算などをお伺いし、わかりやすい原寸大の
サイズでデザイン画を目の前で製作します。納得いくデザ
インに出会えるまで、時間内に何点でもお描きします。

02. �D 原型を確認
ご注文後、指輪の原型を手作りで製作します。着け心地
に大切な角の丸みなど、細かなディテールやシルエットを
ご確認ください。無料で微調整が出来るので安心です。
原型製作は約 � ヶ月のお時間をいただいています。

03. オリジナルリングの完成
BRC 藤原がアトリエ研究室で丁寧に指輪造りを監修し、
世界にふたりだけの指輪が完成です。
製作時間は約 �～� ヶ月のお時間をいただいています。

04. ゆびわ言葉  を命名
おふたりでオリジナルのゆびわ言葉  を決めて下さい。
大切な指輪の完成をセレモニーでお祝いしながら、
おふたりのゆびわ言葉  で愛を誓う誓約書を、ご準備して
おります（結婚指輪ペアをご購入の方対象）。

®

®

®

世界にふたりだけの指輪ができるまで
N.E.K.O. ベースのオーダーは大変人気で様々なご要望
を形にしてきました。こちらは猫に王冠をつけたオー
ダーです。結婚指輪 ( 左上 ) には猫耳パーツに王冠を
加え、結婚指輪 ( 右 ) は王冠をつけた猫の顔の彫りを
加えました。婚約指輪には肉球を表現するためピンク
ダイヤモンドをお選び頂きました。

既存デザインのラインを変えたオーダー
a) Aya( アヤ ) のデザインをベースに指輪のラインを b) Le fil
( ルフィル ) の S 字にしたオーダーです。婚約指輪も結婚
指輪とぴったり重なるようにラインを合わせました。

大人気の N.E.K.O. ベースのオーダー

BRC のオーダーメイドリングの作品集はこちら

afflux_brcInstagram

完全オリジナルのオーダー
指の形にあわせた流れるような優しいウェーブラインに、左はさりげなく輝くダイヤモンドと
ミル打ちで上品に、右はペア感をしっかり出す為に中央をサンドブラスト仕上げにされました。
ずっと着けていても安心の幅と厚みにもこだわり、その柔らかなフォルムからおふたりは

「やすらぐぬくもり」というゆびわ言葉   をつけられました。®

a)

b)
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店舗案内

SHOP INFORMATION

店舗のご案内

お客様に常に正直な姿勢で向き合いたいから、

全国 �� 店舗で統一価格を提供。

AFFLUX の永久保証   やサービスも全ての店舗でお受け頂けます。

●宝飾・時計ヤマモト( 帯広 ) ●Allure by SAKAKI( 函館 ) ●ツインハートシオジリ本店 ( 滝川 )
■EVANS-BRIDAL( 旭川 ) ■GRACIS 札幌駅前店 ( 札幌 )　　　

店舗案内

北海道エリア

東北エリア

●IKKODO( 長野 ) ●アルプスジュエリー ( 新潟 ) ■一真堂 飯田本店 ( 長野 ) ■宝石みのわ ( 新潟 )
■Gemmeo MyM( 新潟 ) ■NICOLO POLOイオン上越店 ( 新潟 )　　　

信越エリア

●雅 -miyabi- 表参道 ( 東京 ) ●RAFFINE HIRATA 新前橋店 ( 群馬 ) ●RAFFINE HIRATA 荒牧店 ( 群馬 ) 
●L’ Amour Toujours プレミアムサロン成田店 ( 千葉 ) ●雅 -miyabi- 横浜元町 ( 神奈川 )  
●ゼノビア イオン レイクタウン店 ( 埼玉 ) ●ハート＆アイつくば本店 ( 茨城 ) ●TOMPKINS 水戸 ( 茨城 ) 
●TOMPKINS 佐野 ( 栃木 ) ■サンジュエリきくち ( 栃木 ) ■ジュエリー A/G/U/S/A/S( 山梨 )

関東エリア

●エルサカエ金澤本店 ( 石川 ) ●エルサカエ総曲輪店 ( 富山 ) ●エルサカエ高岡本店 ( 富山 )

北陸エリア

●ANNIVERSARY KITAGAWA( 静岡 ) ●Jewelry Ito 刈谷本店 ( 愛知 ) ●宝石のエレ ( 愛知 )
●Jewelry Ito 西尾店 ( 愛知 ) ●Mon Diad 大高店 ( 愛知 ) ●Mon Diad 大垣店 ( 岐阜 ) ●LOVEST( 愛知 ) 
●クイーンズアリア浜松志都呂店 ( 静岡 ) ●ヤマトヤ御殿場本店 ( 静岡 ) ●ヤマトヤ沼津店 ( 静岡 )
●Mon Diad 岐阜店 ( 岐阜 ) ■広井時計眼鏡店 ( 三重 )

東海エリア

関西エリア

●EIKODO( 岡山 ) ●ジュエリービューイオンモール広島府中店 ( 広島 ) ●Jewelry Salon ERUDO( 広島 )　　　
■ジュエリー＆メガネ スイス ( 鳥取 ) ■Jewelry&Bridal gallery トキワ ( 山口 ) ■Irie( 岡山 )

中国エリア

●ジュエリー・ウォッチ ブティック IKEDAプラス ( 徳島 ) ●ジュエリー・ウォッチ ブティックBeauプラス高知 ( 高知 )　　　
●Shinohara しのはら時計店 ( 香川 ) ■アイアイイスズ Villa-je ( 香川 ) ■ヒライアートギャラリー ( 愛媛 ) 

四国エリア

●JEWELER KIYOTA/ 清田時計店 ( 熊本 ) ●コクラヤ ブライダル ( 福岡 ) ●上田宝飾時計店 ( 長崎 ) 
●ROCCA( 鹿児島 ) ●ブランドショップ ハピネス宮崎店 ( 宮崎 ) ●ブランドショップハピネス 沖縄ライカム店 (沖縄 )　　　
■ロイヤル フェニックス(沖縄 ) ■KOHARU－コハル－(大分 ) 

九州・沖縄エリア

●来店予約特典対象店舗 (���� 年 �� 月現在の店舗案内 )

●オペラ郡山本店 ( 福島 ) ●オペラいわき鹿島 SC店 ( 福島 ) ●オペラ福島店（福島） 
●WEDY＜ウェディ＞ 仙台一番町店 ( 宮城 ) ●時計・宝石のマツムラ ( 岩手 ) ●ヴェルティー山形店 ( 山形 ) 
●ヴェルティー長井店 ( 山形 ) ●ヴェルティー仙台店 ( 宮城） ●ブランドショップハピネス下田店（青森）　　　

店舗案内

●AFFLUX BRIDAL 梅田本店 ( 大阪 ) ●AFFLUX 京都雅店 ( 京都 ) ●ミノル 草津店 ( 滋賀 )
●ミノル 近江八幡店 ( 滋賀 ) ●ミノル 八日市店 ( 滋賀 ) ●Jewelry SEKINE 本店 ( 和歌山 ) 
●ジュエリーセキネ 南紀店 ( 和歌山 ) ●AFFLUX YASUEI 東大阪店 ( 東大阪 ) 
■Live along(リブアロング )( 兵庫 ) ■ミノル くずはモール店 ( 大阪 )

®

ご購入有無に関わらず、ご
意見をお寄せ頂いた方の中
から抽選で Amazon ギフト
券をプレゼント致します。

商品 ・ サービス向上への取組みに
努めております

好きなデザインが自宅に届く
無料試着 ・ オンラインカウンセリング

無料でおうちに好きなデザイン
が届く簡単試着サービス。
オンラインカウンセリングも承
っております。

愛や情熱をイメージした、
赤い什器が目印です

赤・白・プラチナが
ブランドカラーです。
親切丁寧な接客で
お迎えいたします。

来店予約特典

オフィシャルサイトより来店予約・
初来店でブライダルティアラまたは
Amazon ギフト券をプレゼント！
※特典対象店舗をご確認ください。また、特
典は予告なく終了する場合があります。

来店予約する
ウェブサイトの予約フォームより入力。試着したいデザイン
がある場合は取寄せ可能の為お気軽にお申し付けください。

来店する
ジュエリーコンシェルジュがご要望に合った指輪を

ご提案させて頂きます。ゆっくりとご試着ください。

特典お渡し
お好きな方の特典をプレゼントします。


