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センスを映す。わたしのブラウン



センスを映す。
わたしのブラウン

めまぐるしく変化する毎日の中に、いつも寄り添う変わらぬ輝きを。
内に秘めた心強さを。偽りのないピュアな煌めきを、胸元に。

わたしの中心に、唯一無二の個性を放つネックレスをお守りとして。
2023年、誕生から20周年を迎えるカシケイブラウンダイヤモンド。

その愛され続けるネックレスの魅力を紐解きます。

揺るぎない存在感を、いつも胸に。

上から時計回りに［BMB009W］［KSB070NBG］［BNA016］［BMU001］［BMB009P］［KSB100NRG］［BNA014］



品格引き立つセピア色。
本物の輝きは、
トレンドを超える。

これまでとこれから。
重ねる楽しみと、
広がるお洒落。

カジュアルからオケージョン
まで、さまざまなシーンにフィ
ット。創業 90 年を越えるカ
シケイの確かな眼が選び抜
いたダイヤモンドを使用した
本格ジュエリーです。高品質
な天然のブラウンダイヤモン
ドだけが持つ繊細な煌めき
は、さりげないのに確かな存
在感。変化する流行の中で
も変わらぬ“わたしらしさ”を
叶えます。

エッジの効いたシャープなデ
ザインから、有機的で柔ら
かなフォルムまで、幅広いラ
インナップ。お手持ちのネッ
クレスとの重ね着けはもちろ
ん、ブラウンカラーで揃えれ
ば洒落感がありながら華美
になりすぎず、日常のシーン
にもマッチ。こなれ感のある
ワンランク上のコーディネー
トが気軽に実現します。

ネックレス：ネイキッド クロスタイプ［BD074］K18BG  BD1.00ct  ¥462,000、ストレートタイプ［BD071］K18BG  BD1.00ct  ¥550,000
カシケイソリティア ピアス［KSB070PBG］K18BG  BD1.40ct D0.08ct  ¥1,100,000

ネックレス（上から）：ベゼル［BD087］K18BG  BD0.65ct  ¥374,000、ミル［BMI008］K18BG  BD0.30ct  ¥176,000
アンフォゲタブル モティーフ［BMO002P］K18PG  BD0.35ct  K18PG チェーン＋ラバーコード付  ¥286,000
カシケイムク ピアス［BMU003］K18BG  BD0.76ct  ¥308,000、マイン リング［BM001］K18BG  BD0.05ct  ¥363,000



ネックレス

人気
No.1

2005年にデビューしたブランドの
シグネチャーともいえるシリーズ。
やわらかい淡めのワントーンで揃え
たブラウンダイヤモンドと、意志の
強さを思わせるフォルム、贅沢に
使用したブラウンゴールドの肌な
じみの良い輝きが愛され続ける理
由です。ネックレスのほか、リング
やピアスなど豊富なアイテムでコ
ーディネートも自由自在。ブラウン
が初めての方にもおすすめです。

ネイキッド

知性が光る、エレガントな佇まい。

綺麗色にも際立つ、凛とした美しさ。

発売以来、愛され続ける
ヌーディな輝き。

毎日を彩る、わたしのお守り。
時を超え、世代を超えて愛され続けるマスターピース。
モード感のあるシャープなリーフ型のフォルムで、身に纏うだけでスッと背筋が
伸びるよう。タイムレスで、年代や流行、シーンを問わず長く寄り添ってくれる、
ひとつは持っておきたい象徴的存在。

クロスタイプ
［BNA016］K18BG  BD0.45ct  ¥220,000

ベーシックなモチーフながら、細部まで繊細で丁寧なつくりに
差が出るクロスタイプ。どんなカラーともコーディネートしやす
く、ちょっとした遊び心とセンスの良さがにじみ出る。
カシケイモア ピアス［BMR007］K18BG  BD0.20ct D0.10ct  
¥220,000、ライン リング［BL006］K18BG  BD0.33ct  
¥286,000※、［BL007］K18BG  BD0.18ct  ¥253,000※、
ライン バングル［BL009］K18BG  BD1.30ct  ¥902,000、

［BL005］K18BG  BD0.60ct  ¥495,000※

ダイヤモンドの粒を直接肌に纏うような、無駄のないミニマルなデザ
インが印象的。チェーンは肌なじみの良いブラウンゴールドを使用。
シャツやジャケットの胸元から、さりげなく覗かせたい。

ストレートタイプ

［BNA014］K18BG  BD0.40ct  ¥220,000
  ライン ピアス［BL003］K18BG  BD0.38ct  ¥242,000

※サイズにより価格と石目が異なります



［KSB100NRG］
  K18RG  BD1.00ct D0.04ct  
  ¥1,155,000
シック トゥーラインズ ピアス

［BCI002］K18BG  BD0.04ct  
  ¥115,500

上から［KSB030NBG］ K18BG  BD0.30ct D0.01ct  ¥231,000、［KSB050NYG］ 
K18YG  BD0.50ct D0.02ct  ¥385,000、［KSB014NRG］ K18RG  BD0.14ct  
¥126,500、［KSB025NPG］ K18PG  BD0.25ct  ¥181,500

ブラウンのひと粒を最も際立てた
シリーズ。ブラウン、シャンパン、
イエロー、ピンク、レッドの 5 種
類のゴールドに、ダイヤモンドの
カラーはそれぞれに映える色味を
セッティング。ダイヤモンドのシル
エットを美しく主張する爪や磨き込
まれた石座の底面、上質な輝き
を放つメレーダイヤモンドなど、
隅々に職人の技が光ります。

カシケイソリティア
すべてはひと粒をこころ
ゆくまで愉しむために。

見つかる、わたしに似合うひと粒。
カシケイソリティアは選べるカラーゴールドに、粒の大きさも豊富なサ
イズ展開。肌色やファッションに合わせて選べるのもポイントです。
あえて大小さまざまに重ねて遊んでもお洒落。

カラー＆サイズバリエーション

大粒でも優美で上品。
幅広いシーンで活躍。
対面でもリモートでも、顔に近い
ネックレスは、シーンによってセレ
クトに気を遣うもの。柔らかな印
象のブラウンカラーなら、大粒で
も主張しすぎない輝きで、ビジネ
スシーンにも◎。

プライドを、ひと粒に託して。
シンプルに、粒そのものの美しさをパワーにして。
気持ちをキリッと切り替えたい時、ここぞというシチュエーションには、粒の美しさを極限まで際
立たせた“ 頼れるひと粒 ”を。上品でありながら、あなただけの個性と強さをさりげなく演出します。



天然だからこそ生み出された豊か
な色調と濃淡のブラウンを巧みに
織り交ぜたシリーズ。ブラウンのサ
イズによってそれぞれ異なる輝き
を放つ様は、まるで星の瞬きのよ
う。ブラウンダイヤモンドを留める
爪の小ささに高い技術力とこだわ
りが垣間見えます。大人の余裕と
エレガンスが香るジュエリーです。

メランジェ
星の瞬きのような輝きと、
ブラウンの豊かな色味。

オフタイムにも、華やぎのエッセンスを。
知的な印象のホワイトゴールドと、優しく華やかなピンクゴールドの2
色展開。遊び心のある重ね着けで、よりラグジュアリーな雰囲気を纏
わせてみて。リラックスした瞬間にも、ひとさじの“自分らしさ”をプラス。

カラーバリエーション

［BMB009W］K18WG  BD0.45ct  ¥352,000、［BMB009P］
  K18PG  BD0.45ct  ¥330,000、アンフォゲタブル ドッツ ピアス
［BDZ009P］K18PG  BD0.40ct  ¥220,000

個性あふれる光の粒。輝きの競演。
色合いも大小もさまざまなブラウンが輝きあう繊細な煌めき。ペンダン
トの裏も表も驚くほどなめらかで、気軽に着けられるのもうれしいポイ
ントです。存在感たっぷりに輝くチェーンの大人の愛らしさにも注目。

［BMB009W］K18WG  BD0.45ct  ¥352,000
メランジェバンド ピアス［BME005］K18PG/K18WG  BD0.50ct  
¥308,000、アンフォゲタブル モティーフ リング［BMO003W］
K18WG  BD0.40ct D0.40ct  ¥572,000※サイズにより価格と石目が異なります

知性漂う、エレガンス。
日常を格上げする、たおやかな煌めき。
本格ジュエリーらしいラグジュアリーな存在感を放ちながら、カジュアル
なアイテムにも調和する懐の深さ。まさに経験を重ねた大人の女性に
こそ纏ってほしい、まろやかなフォルムも魅力です。



サイズ、色調、ダイヤモンドの向
きに至るまで、異なる表情の 3 粒
が寄り添い煌めくカシケイムク。
グラデーションになった色味とそれ
ぞれの向きの違いが立体的な輝
きを生み出します。シンプルで永
く愛せる上質さ、こだわり抜いた
つくりも魅力。ブラウンダイヤモン
ドとブラウンゴールドのやわらかな
色味が奏でる大人の愛らしさと淑
やかさをまとって。

カシケイムク
個性豊かな3粒の魅力
を存分に表現。

お家のわたし、働くわたし、趣味のわたし…。まるで自分自身を映す鏡のように、
それぞれに違う顔を持ちながら、輝き続けるわたしでいたい。違う個性を持ちな
がら、可憐に寄り添う姿がチャーミング。

小粒こそ、美しき日常に。
飾らず自然体でいたい日には、プチサイズの「ムク」をチョイス。
愛らしいサイズ感ながら、確かな品質と輝き。このデザインが天然
ダイヤモンドで叶うのは、ブラウンダイヤモンドならではの愉しみです。

サイズバリエーション

［BMU002］K18BG  BD0.30ct  ¥192,500
ミル ピアス［BMI016］K18BG  BD0.20ct  ¥115,500

可憐さに秘めた奥深さに、心躍らせて。
華やかなコーディネートの日には、ジュエリーは引き算で。シンプ
ルに見えながら、どこかミステリアスな煌めきを放つネックレスが装
いのアクセント。“わたしの分身”を胸に抱いて、素敵な一日を。
[BMU001]  K18BG  BD0.55ct  ¥286,000
ネイキッド ピアス［BNA015］K18BG  BD0.48ct  ¥220,000、
カシケイバンド リング［KBB002RHWG］K18WG  BD1.00ct  
¥572,000※、カシケイバンド バングル［KBB002BWG］K18WG  
BD2.70ct  ¥1,265,000  
※サイズにより価格と石目が異なります

Model: Matsunaga Chisato  Photographer: Tanaka Alei  Stylist: Tanimoto Kiyomi  Hair&Make-up: Nakagawa Kumi 



シック トゥーラインズ ピアス［BCI002］
K18BG  BD0.04ct  ¥115,500
メランジェバンド ペンダント［BMB008W］
K18WG  BD0.90ct  ¥495,000
メランジェバンド リング［BMB005W］
K18WG  BD1.50ct  ¥858,000 ※
カシケイバンド バングル［KBB002BWG］
K18WG  BD2.70ct  ¥1,265,000
※サイズにより価格と石目が異なります

ピアス上から シック ツイン［BCI001］K18BG  BD0.04ct  ¥69,300
シック ハニカム［BCI004］K18BG  BD0.03ct  ¥104,500
ネイキッド ペンダント［BNA009］K18BG  BD0.10ct  ¥176,000




