
※取り扱い商品は店舗によって異なります。店舗販売スタッフまでお問い合わせください。
※素材価格の変動などにより、商品価格が変更となる場合がございます。
※記載価格はすべて税込です。 
※価格はすべて 2022 年6月現在のものです。   

www.bloom.co.jp/

My story,  My jewelry.

bloom_o�cial_jp

#bloom_jewelry

パールジュエリーをぐっと身近に、日常に。
Fashionable Pear l

冠婚葬祭のイメージが強かったパールも、今やデイリージュエリーのひとつ。
最近ではカットソーやジーンズ、スニーカーなどに合わせる
“カジュアルなパール使い” が人気を集めています。

私を悩ますパール使い。
しかし、いつものパールジュエリーをカジュアルなコーディネートに合わせてみても、パールのまわりだけがかしこまった印象に見えて、
結局はずしてしまう ... なんて経験がある方も多いのではないでしょうか。 

COCHET からはじめるパールのおしゃれ。
そんな悩める方におすすめなのが、パールジュエリーをもっと楽しんでほしいという思いから生まれたブランドCOCHET（コシェ）。カジュ
アルに舵を切りやすくしてくれる存在感を見せつつ、主役のパールを引き立てるため、カジュアルなコーディネートにぴったり。ひとつ
合わせるだけで、いつものコーディネートを洗練された印象に仕上げてくれる、頼れるデザインが揃います。まずはひとつ、ファッショ
ナブルなパールを手にとってみませんか？

価格は税込です。（加工代込）
K10・K18 素材はWG/YG/PGからお選びいただけます。（同価格）

※素材とオーダー価格

K10
K18
Pt850

¥38,500
¥60,500
¥66,000

NECKLACE

¥27,500
¥44,000
¥49,500

BRACELET

〈NECKLACE〉 K10YG,AKOYA PEARL ¥38,500
〈BRACELET〉 K10YG,AKOYA PEARL ¥27,500

left to right　K10YG,AKOYA PEARL,DIAMOND〈NECKLACE〉  ¥16,500 〈PIERCED〉 ¥19,800 
〈NECKLACE〉¥16,500 〈RING〉 ¥19,800  〈PIERCED〉¥19,800

PEARL COLLECTION

  〈NECKLACE〉 
K10YG,AKOYA PEARL

￥14,300 

  〈NECKLACE〉 
K10YG,AKOYA PEARL

￥16,500 

 〈PIERCED〉 
K10YG,AKOYA PEARL

￥19,800 

 〈NECKLACE〉 
K10YG,AKOYA PEARL,

DIAMOND
￥13,200 

 〈PIERCED〉 
K10YG,AKOYA PEARL

￥14,300 

  〈NECKLACE〉 
K10WG,AKOYA PEARL,

DIAMOND
￥19,800 

 〈PIERCED〉 
K10WG,AKOYA PEARL,

DIAMOND
￥22,000 

 〈RING〉 
K10WG,AKOYA PEARL,

DIAMOND
￥22,000 

私らしいスタイルを楽しむあなたへ、TSUNAGU で
つくるマイジュエリーをご提案。お手持ちのジュ
エリーを新たなデザインに変えるジュエリーリ
フォームから、お好みのデザインと宝石を組み合わ
せるセミオーダージュエリーまで、選んだ時間も思
い出になる特別なマイジュエリーづくりをおまか
せください。
ジュエリーコーディネーターがお客様のお好みに
合うデザインを立体的なイメージ画像とともにご
提案します。
デザインや費用・納期などお気軽にご相談ください。

お客様の真珠を使ってTSUNAGUシステムセミオーダーで、オーダーも可能です。
チェーン種類もカスタマイズ可能。詳しくはスタッフへお問合せください。

ペタル
人気の定番デザイン。

スーノペタル
細かな光が反射する
デザイン。

リーフペタル
角度によって放つ光が
木の葉が舞うような印象のデザイン。

ツイストペタル
らせん状に流れる
輝きが特徴のデザイン。

【カスタマイズについて】
※真珠：５～10ミリサイズ対応　※チェーン 全て同一価格

オーダー期間 :約40日

BLOOM ONLINE STORE
https://bloomonline.jp

BLOOMアプリ



ビビッドカラーや大胆な柄物、シースルートップス、
映えブラウスなどエネルギッシュなアイテムが大豊作
な今季。だんだんと取り戻しつつある日常への喜びか
ら、トレンドアイテムを取り入れたファッションを楽
しんでいる方も多いのではないでしょうか。そんなト
レンド感あふれる、自由な着こなしにジュエリーを合
わせるなら？おすすめは、トレンド感を添えつつ大人
の落ち着きも与えてくれるシンプルなパールジュエリ
ー。

トレンドアイテムにさらにトレンドを足していくので
はなく、落ち着いた印象のパールを合わせることで、
地に足のついたコーディネートに仕上げるのです。
BLOOMでは、リング、ネックレス、ピアスがお揃い
になったデザインもご用意しているので、全身のコー
ディネートも上手に仕上がります。自由な着こなしに
は、パールの輝きを添えてみて。

いま、ファッショニスタがこぞって選んでいる、 
シンプルなパールネックレス。カラーレスでシン
プルなデザインが、コーディネートを邪魔するこ
となく、やわらかな輝きとアクセントを与えてく
れると人気を集めています。また、そのコーディ
ネートにもポイントが。あえてボーダートップス
やリネンシャツなどカジュアルな装いに合わせる
とよりトレンド感のある印象に仕上がります。 

BLOOMからは、パールを引き立てたネックレス
をご紹介。やわらかな輝きをたしてくれるのはも
ちろんのこと、ゴールドがアクセントとなり洗練
感のある印象にしてくれます。また、パールだか
らこそフォーマルな日にも活躍してくれるのが嬉
しいポイント。注目アイテムでありながら、シー
ンや年齢を気にすることなく長く愛用できる一本
です。

Trendy I tem

パールの輝きを
たすだけで決まる
首元の最旬
おしゃれ。

a.〈EAR CUFF〉 K10YG, AKOYA PEARL ￥11,000
b.〈EAR CUFF〉 K10WG, AKOYA PEARL ￥11,000
c.〈EAR CUFF〉 K10YG, FRESHWATER PEARL ￥11,000
d.〈EAR CUFF〉 K10YG, AKOYA PEARL ￥16,500    
e.〈EAR CUFF〉 K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND ￥16,500  
f. 〈EAR CUFF〉 K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND ￥19,800
g.〈EAR CUFF〉 K10WG, AKOYA PEARL,DIAMOND ￥19,800

マスクが手放せない３回目の夏。チークやリップなどで艶感のあるメイクを楽
しみたいところですが、マスクで見えない日々が続きます。そんないま、艶た
しアイテムとしておすすめしたいのがイヤーカフ。地金をたっぷり使っていな
がら、ノンストレスなつけ心地のものが多く、さっと身につけるだけでお顔ま
わりを艶やかにしてくれる、強い味方です。 

また、そのつけ心地の良さも大きなポイント。耳のくぼみにひっかけたり、軟
骨にはめこんだりして着けるため、耳たぶをはさむ痛みやストレスなく、耳ま
わりを飾れます。ピアス派さん、イヤリング派さん問わずお楽しみいただける
ため、ギフトとしてもおすすめのアイテムです。 

ピアスやイヤリングといったイヤージュエリーは“耳たぶを飾るもの”だという
認識の方が多かったと思いますが、イヤーカフは耳たぶ以外を飾る新たなアイ
テム。ひとつつけたすだけで、耳まわりのコーディネートは新しく、楽しく変
化します。おすすめは、立体的で動きのあるデザインや、シンプルでありなが
ら存在感のあるデザイン。お顔まわりに艶をたすだけでなく、アクセントとな
り旬な印象に仕上げてくれます。ニューノーマル時代の定番品として、取り入
れてみてはいかがでしょうか。 

Trendy I tem

私たちの強い味方
イヤーカフ。

Pearl  sty l ing

自由な着こなしを支える
パールの輝き。

宝石の選び方は人それぞれ。好きな色を
選んだりフィーリングで選んだり。最近
ではパーソナルカラー診断をもとに自分
に似合う色を選ぶといった新しい方法も。
選び方に正解も不正解もありませんが身
につけていると幸せが訪れたりお守りと
なってくれると言われる“誕生石”は一つ持
っておきたいもの。ここでは、６月の誕生
石２つをご紹介します。
はじめにご紹介するのは『パール』。自然の
産物であるパールは一粒一粒が個性的で
あり、そのすべてが一点もの。今回着用
したのは三日月モチーフでパールを包み
込んだシリーズ。シンプルでありながら
印象的なデザインです。

つぎにご紹介するのは、６月の誕生石に
仲間入りした『アレキサンドライト』。
光に含まれる色を反射するため、昼間の
太陽光では青緑に、夜の人工照明では赤
に変色する神秘的な宝石です。少し大人
な印象のカラーですが、プチサイズのピ
アスなどを選べばどんなコーディネート
にも合わせやすく、普段使いにもばっち
りです。
BLOOMではこの他にも12ヶ月それぞれの
誕生石ジュエリーや、誕生花をあしらっ
たジュエリーをご用意しています。豊富
なラインナップの中からあなただけの特
別な宝石を選んでみて。

〈PIERCED〉
K10WG,ALEXANDRITE ¥8,800

〈PIERCED〉
K10WG,ALEXANDRITE ¥8,800

私にとって、特別な宝石。
Birthstone

-小さめタイプ-
step1.耳たぶを軽く引っ張り、耳のフチの薄い部分
　　　からイヤーカフを差し込みます。
step2.耳の軟骨あたりのフィットする位置まで
　　　スライドさせます。
　
-大きめタイプ-
step1.耳たぶを軽く引っ張り、耳のフチの薄い部分
　　　からイヤーカフを差し込みます。
step2.耳の下部内側にあるくぼみまでスライドさせます。

Wearing lesson | イヤーカフ�タイプの着け方
今季のトレンドである、イヤーカフ、パール、
ゴールドネックレスすべてをおさえた最旬コー
デはいかが？繊細でシンプルなデザインだから
使いやすさは抜群。ベーシックなお洋服に合わ
せて、ほんのり今っぽく。トレンドのお洋服に
合わせて、完璧な最旬コーデに。いつもの装い
に合わせるだけで、トレンド感をプラスしてく
れます。 

Trend coordinate | 最旬コーデにトライ

left to right
〈NECKLACE〉 K10PG, AKOYA PEARL,
DIAMOND ￥16,500
〈RING〉 K10PG, AKOYA PEARL,
DIAMOND ￥22,000
〈PIERCED〉 K10PG, AKOYA PEARL,
DIAMOND ￥19,800  
〈NECKLACE〉 K10YG, AKOYA PEARL,
DIAMOND ￥16,500
〈RING〉K10YG, AKOYA PEARL,
DIAMOND ￥19,800
〈PIERCED〉 K10YG, AKOYA PEARL,
DIAMOND ￥16,500 

left to right
〈NECKLACE〉K10YG, AKOYA PEARL ￥16,500
〈NECKLACE〉K10WG, AKOYA PEARL,DIAMOND ￥16,500
〈NECKLACE〉K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND ￥22,000
〈NECKLACE〉K10WG, AKOYA PEARL ￥14,300
〈NECKLACE〉K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND ￥16,500

a

b

c

d

e

f
g

K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND
〈PIERCED〉 ￥24,200 〈NECKLACE〉 ￥19,800 〈RING〉 ￥22,000

K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND
〈PIERCED〉 ￥24,200 〈NECKLACE〉 ￥19,800 〈RING〉 ￥22,000

K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND
〈RING〉 ¥19,800 〈PIERCED〉 ¥19,800

K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND
〈RING〉 ¥19,800 〈PIERCED〉 ¥19,800

K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND
〈EAR CUFF〉￥16,500
〈NECKLACE〉¥16,500

K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND
〈EAR CUFF〉￥16,500
〈NECKLACE〉¥16,500

〈EAR CUFF〉 K10YG, AKOYA PEARL,
DIAMOND ￥19,800

 〈PIERCED〉 K10YG,AKOYA PEARL ￥14,300

〈EAR CUFF〉 K10YG, AKOYA PEARL,
DIAMOND ￥19,800

 〈PIERCED〉 K10YG,AKOYA PEARL ￥14,300

K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND
〈NECKLACE〉¥16,500

 〈PIERCED〉  ¥19,800

K10YG, AKOYA PEARL,DIAMOND
〈NECKLACE〉¥16,500

 〈PIERCED〉  ¥19,800

-小さめタイプ- step2-小さめタイプ- step1

-大きめタイプ- step2-大きめタイプ- step1


