カシケイブラウンダイヤモンドからのスタイル提案
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オフのカジュアルも

ネイキッドを効かせ

さりげなくお洒落に仕上げて。

さあ、お散歩に出かけよう。

ネイキッドが長く愛される理由。

理 由 01

ほど良いモード感漂う

カシケイブラウンダイヤモンド“ネイキッド”。
デビューから 15 年、たくさんの人々に愛されて

タイムレスなフォルム。

今やブラウンのシグネチャーともいえるシリーズになりました。
なぜ、そんなにもネイキッドに惹きつけられるのか？

大小クロスネックレスのレイヤードで T シャツ

ブラウンと暮らすひと時に、時代も世代も超えて愛されるその理由を探ります。

＆デニムも華やぎ、こなれた大 人のスタイル
［BNA010］
K18BG BD0.30ct ¥143,000
［BD074］
K18BG BD1.00ct ¥407,000

着用（表紙・上）
：リング 右手 人差し指［BD050］K18BG BD1.00ct ¥374,000、薬指［BNA013］K18BG BD0.40ct ¥198,000 ／左手 人差し指［BD073］
K18BG BD1.00ct ¥462,000、小指ピンキーリング［BD099］K18BG BD0.35ct ¥176,000 ／ピアス［BNA015］K18BG BD0.48ct ¥198,000

に。プリント T シャツにも映える遊び心を持ち
つつトレンドに流されないフォルムだから、
デイ
リーに活躍。時を超えたパートナーに。
着用（右下）
：ネックレス［BD074］ピアス［BNA011］K18BG/Pt900 BD0.30ct D0.05ct
¥220,000 リング［BNA013］バングル［BL009］K18BG BD1.30ct ¥770,000

理 由 02

香り高い珈琲とともに、
凛とした輝きを纏う。

肌に馴染みながら輝く、

これがわたしの切り替えスイッチ。

埋もれない煌めき。

ネイキッド×ネイキッド コーディネート
どちらも不変の人気を誇る、クロスとストレートのコーディネートで変化をつけ
て。あえて存在感のあるアイテムを選ぶことで、自然と背筋が伸びる気持ちに。

BNA016

BD055

BNA007

爽やかな一日の始まり。背中を押してくれる
頼れるパートナーにネイキッドを選んで。ブ
ラウンならではの優しい煌めきと、肌に馴染
むブラウンゴールドが 確かな存 在感を放つ。
さっと纏うだけで“ON”の気分に。

K18BG BD0.45ct
¥198,000

K18BG
BD1.00ct
¥374,000

K18BG BD0.10ct
¥198,000

リラックスできるひとときに、さりげなくわたしの一部になる。
ネイキッド×ネイキッド コーディネート

理 由 03

おうち時間をナチュラルに彩る、愛らしい組み合わせ。
ふと目に留まるたび、笑顔がこぼれだす。

BNA012

BNA015

nt

Poi

ピアスをもうひとつ。
K18BG BD0.23ct
¥110,000

BD099 ピンキーリング

K18BG BD0.35ct
¥176,000

K18BG BD0.48ct
¥198,000

マスク姿や画面を通したリ
モート会議が日常的になっ
た今、耳元を飾るピアスの
注目度が急上昇中。
思うようにメイクを楽しめ
ない今こそ新しいピアスを
迎えて、顔まわりに華やぎ
をプラスしてみませんか？

肌に寄り添う

ナチュラルも、着飾る時も、コーディネートのアクセントに。
ネイキッド MIX コーディネート
クロスのピアスを中心に、ブラウンゴールドのアイテムで揃えたコーディネート。
リングの重ねづけも、シリーズを越えた新たなハーモニーが生まれる。

BD076

KASHIKEY MUKU series＋ LINE series
［BMU005］
K18BG BD0.50ct
¥286,000

しなやかさ。

［BL008］
K18BG BD0.10ct
¥187,000 ※

ネイキッドのベースは肌馴染み
の良いブラウンゴールド。フォ
ルムの美しさを追求し、ダイヤ
を留める爪も一体化。引っかか
りのない丁寧な仕 上げで 普段
使いにも、おうち時間にも◎。

理 由 04

コーデを引き締める

エッジ感。
流 行のゆるやかなシルエット
や、鮮やかなカラーの装いで
も、素肌にさりげなく添えるだ

K18BG
BD0.40ct
¥198,000

［BMU001］
K18BG
BD0.55ct
¥264,000

けでコーデのアクセントに。合
左 ［BL007］K18BG BD0.18ct ¥220,000 ※
右 ［BL006］K18BG BD0.33ct ¥242,000 ※
※サイズにより価格と石目が異なります

わ せる服を選ばないオールマ
イティーさも魅力。

理 由 05

どこから見ても美しい

ネイキッド MIX コーディネート

nt

スマートな存在感を放つストレートのペンダントと、ふくよかなフォルムのカシケイ
モア。女性が持つ強さと柔らかさを、しなやかに表現。

BNA014

KASHIKEY MORE series

品格を高める存在感。
意外と見られている横顔も、

本当に美しいものは、どこから見ても美しい。

いつだって美しくありたい。

ネイキッドには、側面や裏側、細部に至るま

些細な瞬間に美意識を添えて。

職人が生み出す洗練されたフォルムは、纏う

で決して気を抜かない美しさが宿る。熟練の
人の品格と知性を引き立ててくれる。

K18BG
BD0.40ct
¥198,000

［BMR007］K18BG
BD0.20ct D0.10ct
¥187,000

［BMR006］K18BG
BD0.25ct D0.09ct
¥308,000

新鮮、ブローチづかい。

Poi

ブローチを使いこなせばお 洒落もランク
アップ。ジャケットやシャツの襟にはもちろ
ん、ハットやスカーフ、カットソーの襟元に
留めれば洗練された雰囲気に。いつものス
タイリングをぐっと格上げしてくれます。

［BD077］K18BG BD0.50ct ¥198,000
［BD078］K18BG BD0.35ct ¥154,000
［BD079］K18BG BD0.20ct ¥121,000

家 で 、仕 事 で 、旅 先 で 。 今 の “ 好 き！ ”を 選 べ る し あ わ せ 。
ネイキッド MIX コーディネート
アクティブで楽しい予定に合わせて、小ぶりで可憐なミルやラインとコーディネート。
さりげないけど上質で、気持ちの上がるひとときに。

BNA003

MILL series ＋ LINE series

選べる豊富な

［BL003］
K18BG
BD0.38ct
¥209,000

K18BG
BD0.30ct
¥143,000

理 由 06

バリエーション。
［BMI012］
K18BG
BD0.20ct
¥143,000
[BMI002］K18BG BD0.30ct ¥209,000
［BL007］K18BG BD0.18ct ¥220,000 ※
※サイズにより価格と石目が異なります

人気シリーズだからこ
そ、小ぶりなものから
華やかなものまでサ
イズバリエーションが
豊富。今の自分らしい
“好き”
をチョイスして。

ネイキッドの輝きを支える緻密
な分類と豊かなルースストック。
ブラウンダイヤモンドは色調もサ
イズも多 種 多 様。 そのため、
専任のスタッフにより一粒ずつ
厳しく分類管理されている。ネ
イキッドの場合、同色・同一の
輝きで、さらにサイズグラデーシ
ョンになるよう選別される。

［BNA010］
［BNA010］
K18BG BD0.30ct ¥143,000
［BD074］
［BD074］
K18BG BD1.00ct ¥407,000

［BNA015］
［BNA015］
K18BG
BD0.48ct
¥198,000
［BNA013］
［BNA013］
K18BG BD0.40ct ¥198,000

先駆者の誇りを持って
ブラウン独自のカットを追求。
裸石の多くは原石から調達し、
カシケイが求める輝きを放つよう
カットされている。 経験に基づ
いた、世界でも類を見ない細や
かなこだわりが、ブラウンダイヤ
モンドならではの美を紡ぎ出す。

瞬く輝きを生むセッティング。
ダイヤモンドのテーブル面は、リ
ーフ型に沿いゆるやかな弧を描
いてセッティングされている。ダ
イヤモンドの向きのわずかな違
いから、瞬く輝きが生まれる。

浮かび上がるダイヤモンド。
［BNA005］
［BNA005］
K18BG
BD0.48ct
¥242,000

鏡のように磨かれたブラウンゴー
ルドの側 面に肌の色が 映り込
み、まるでダイヤモンドだけが浮
いているように…。馴染むけれど
埋もれない、ネイキッドマジック。

［BD071］
［BD071］
K18BG
BD1.00ct
¥495,000

デザインを先端まで。
ダイヤモンドの連なりから続く地
金の膨らみが、端まで流れをつ
なぐ。チェーン接続部もあくまで
フォルムの延長上に。デザイン
を壊さない技が細部に宿る。

［BD050］
［BD050］
K18BG
BD1.00ct
¥374,000

［BNA011］
［BNA011］
K18BG/Pt900
BD0.30ct D0.05ct
¥220,000

ブラウンダイヤモンドが瞬き、
あふれる幸福感。
時にデザインを壊しかねない爪
をフォルムと一体化し、こぼれる
ような贅沢なダイヤモンドの連な
りを実現。ブラウンダイヤモンド
そのものを纏う幸せを感じて。

上質な定番ジュエリーに
不可欠な仕上げの美しさ。

厚みが醸し出すジュエリー感。
正面だけでなく、横から見られる
ことも多いジュエリー。エッジの
効いた正面に対し、贅沢なボリ
ュームを持つ側面の高さが、ジ
ュエリーらしさを湛える。

こだわりはエンドパーツにも。
ペンダントのエンドパーツも、ネ
イキッドモティーフ。 細部にわた
るこだわりが、身に着ける喜び
につながる。

ブラウンダイヤモンドに合わせて
つくられたブラウンゴールド。 淡
色系のダイヤモンドを美しくセッ
ティングすることで、ヌーディに
一体化。 華美にならない自然さ
と、見えない部分まで磨かれた
なめらかさは、毎日つい手にとり
たくなる心地良さ。

シックなキラキラの正体。
チェーンが敷き詰められたベース
や縁の彫り。 地道で手間のか
かる工程を経て、美しく仕上げ
られる職人の技。

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

［BD073］
［BD073］
K18BG
BD1.00ct
¥462,000

