メッセージリングのご説明

リング幅、表面仕上げが豊富な
リング幅、表面仕上げが豊富なパターンから選べるリングです
豊富なパターンから選べるリングです
guru2(グルグル)ではあなただけのメッセージを 無料で刻印致します。スタッフが一文字一文字心を込めて、
ご希望の刻印を打ち込んで製作します。今までに 1 万個以上のメッセージアクセサリーがグルグルから誕生
いたしました。ヨーロッパでは、はるか昔からメッセージを刻んだリングを愛する人に贈るという習慣があった
といいます。そんな想いを込めて、短い詩 や言葉を刻んだオリジナルリングをつくってみませんか。

ハンドメイドなので製作に少しお時間をいただいております
ハンドメイドなので製作に少しお時間をいただいております
ご注文後にハンドメイドで製作いたしますので、お届けまでに 1 週間～2 週間をいただいております。
プレゼントなどご指定の日があればお早めにご注文をお願い致します。

刻印メッセージのオーダー方法
希望のメッセージは、ご注文時、ショッピングカートの備考欄へ記入して下さい。
もしくは、ご注文説明書に添付の FAX 注文用紙にご記入下さい。
例えば、リング外側に、HAPPY BIRTHDAY TO YOU

と刻印して、リング内側に、2008．7．7 を入れたい場

合のショッピングカートの刻印欄への記入例です。

※事前に、下記のようなデザインイメージをメールまたは FAX で確認出来ます。お気軽にお申し付け下さい。

シルバーリングの表面仕上げタイプが選べます（3
シルバーリングの表面仕上げタイプが選べます（3 種類）
フラットタイプ（鏡面仕上げ）

マットタイプ（つや消し仕上げ）

鎚目タイプ（ハンマー仕上げ）

艶がありシルバー本来の

梨地のざらざらしたような感覚 表面をハンマーでたたいた、

輝きが美しい仕上げです

の仕上げです。艶が消してある

凹凸の表面仕上げです。光が

ので落ち着いた輝きです。

当たるときらきら光ります。

メッセージリングのご説明

文字加工タイプが選べます（
文字加工タイプが選べます（2 種類）
プレーンタイプ

いぶしタイプ

シルバーにそのまま刻印した

刻印された文字にいぶし加工

タイプです。プレーンタイプの

をして文字を黒くさせます。い

刻印はリング製作費用に含ま

ぶし加工費用として 210 円かか

れます。

ります。

もしリングのサイズが合わなかったら？
注文後のサイズ直しはいつでも無料で行なっております。返信用切手（￥120～￥140）を同封の上
〒690－
690－0887
島根県松江市殿町 43 カラコロ工房内 グルグル

までお送り下さい。ご購入後何日でも大丈夫です。
ただし以下の点にご注意下さい。
サイズ直しは１～２号程度の範囲内でしたら可能です。
リングに石が入った物や、デザインによっては出来ないものもございます。
サイズ直しを何度もされますとリングの表面が荒れたり、刻印が薄くなることがございます。
いぶし加工がしてあるリングはいぶし加工が取れてしまいますので、いぶし加工代￥210 も同封（切手
でも可）して下さい。

メッセージペンダントトップのご説明

メッセージペンダントトップについてのご説明
メッセージペンダントトップについてのご説明
1 つ 1 つ銀（silver950）を溶かして作っておりますので、同じ形はありません。
素朴なペンダントに優しいメッセージを入れてお届けします。
表、裏面にメッセージを入れることが可能です。

※

写真はメッセージペアペンダントトップです。

ハンドメイドなので製作に少しお時間をいただいております
ご注文後にハンドメイドで製作いたしますので、お届けまでに 1 週間～2 週間をいただいております。
プレゼントなどご指定の日があればお早めにご注文をお願い致します。

メッセージペンダントトップの種類
メッセージペンダントトップの種類
メッセージペンダントトップ
四角タイプ￥2,940～

丸タイプ ￥4,095～

（silver950 を使用、

（ silver1000 ピ ュ ア

厚さ約 3mm）

シルバーを使用、厚
さ M 約 20mm、S 約
16mm）

メッセージペアペンダントトップ
2 つのペンダントトップを組み合わせてひとつのメッセージが現れるペンダ
ントです。（※2 枚以上の組み合わせも出来ます）大切な恋人へのプレゼ
ントはもちろん、家族、友人、サークルなど大切な仲間に感謝の気持ちや
あなたの想いを込めて絆を深めませんか？記念品としてもおすすめで
す。

※【製作例】写真は四角タイプＬを 2 つあわせたペンダントトップ（クローバー）と、
四角タイプ M を 2 つあわせたペンダントトップ（ハート）

メッセージペンダントトップのご説明

ペンダントトップのご希望のサイズ（形）をお選びください
ペンダントトップのご希望のサイズ（形）をお選びください
※1 つ 1 つ溶かして作っておりますので同じ形はありません。ご希望に近い形をお届けします。
四角タイプ（silver950 を使用、重さ約 15～20g、厚さ約 3mm）
タイプ

サイズ

価格

ロングタイプ(L)

約 30mm×約 12mm

3,465 円（税込み）

直方形タイプ(M)

約 26mm×約 15mm

2,940 円（税込み）

正方形タイプ(S)

約 18mm×約 18mm

2,940 円（税込み）

丸タイプ（silver1000 ピュアシルバーを使用、重さ約 8～12g、厚さ約 2.5mm～3mm）
タイプ

サイズ

価格

M

直径約 20mm

4,725 円（税込み）

S

直径約 16mm

4,095 円（税込み）

表面仕上げが選べます（3
表面仕上げが選べます（3 種類）
フラットタイプ（鏡面仕上げ）

マットタイプ（つや消し仕上げ）

鎚目タイプ（ハンマー仕上げ）

艶がありシルバー本来の輝きが

梨地のざらざらしたような感覚の

表面をハンマーでたたいた、凹

美しい仕上げです。

仕上げです。艶が消してあるの 凸の表面仕上げです。光が当た

※写真はいぶしの文字加工

で落ち着いた輝きです。

るときらきら光ります。

※写真はプレーンの文字加工

※写真はいぶしの文字加工

文字模様加工のタイプが選べます（2
文字模様加工のタイプが選べます（2 種類）
プレーンタイプ

いぶしタイプ

シルバーにそのまま刻印したタイ

刻印された文字にいぶし加工をして

プです。

文字を黒くさせます。いぶし加工費
用として２１０円かかります。

ブレスレット のご説明

ブレスレットについてのご説明

※写真は皮ひもマットタイプです。

サイズについて
ご注文の際、メジャーなどで計ってください。サイズは下記の 4 種類です。
手首周りより（
（+）2cm がちょうどよい仕上がりサイズです。
●完成サイズ ［ S：15cm ・ M:17cm ・ L:19cm ・ LL:21cm ］

表面仕上げが選べます（3
表面仕上げが選べます（3 種類）
フラットタイプ（鏡面仕上げ）

マットタイプ（つや消し仕上げ）

鎚目タイプ（ハンマー仕上げ）

艶がありシルバー本来の輝き

梨地のざらざらしたような感覚 表面をハンマーでたたいた、凹凸

が美しい仕上げです。

の仕上げです。艶が消してある

の表面仕上げです。光が当たると

ので落ち着いた輝きです。

きらきら光ります。

文字模様加工のタイプが選べます（2
文字模様加工のタイプが選べます（2 種類）
プレーンタイプ

いぶしタイプ

シルバーにそのまま刻印したタ

刻印された文字にいぶし加工をして

イプです。

文字を黒くさせます。いぶし加工費
用として２１０円かかります。

皮ひもタイプが選べます （5 種類）
上から
編みこみの黒
編みこみのこげ茶
編みこみの茶
※写真は編みこみの茶色

黒
ヌメ

チェーンタイプが選べます （3 種類）
※写真は

上から

左が大

大 5,775 円

右が小

中 5,250 円
小 4,575 円

バングル のご説明

バングルについてのご説明
シルバー素材（silver950 使用）で作るバングルです。お好きな文字や絵柄を選んで
いただきそれを刻印いたします。
加工はフラット、マット、槌目（つちめ）の 3 タイプからお選びいただけます。

※写真はフラットタイプのプレーン文字加工

バングルの幅と価格について
バングルの幅

価格

4mm

8,925 円（税込み）

5mm

9,450 円（税込み）

6mm

10,500 円（税込み）

8mm

13,650 円（税込み）

10mm

16,800 円（税込み）

バングルのサイズ
ご注文の際、メジャーなどで計ってください。サイズは下記の 4 種類です。
手首周りより（－）
（－）2cm
（－）2cm がちょうどよい仕上がりサイズです。
● 完成サイズ ［ S：12cm ・ M:14cm ・ L:17cm ・ LL:19cm ］

表面仕上げが選べます（3
表面仕上げが選べます（3 種類）
フラットタイプ（鏡面仕上げ）

マットタイプ（つや消し仕上げ）

鎚目タイプ（ハンマー仕上げ）

艶がありシルバー本来の輝きが

梨地のざらざらしたような感覚の

表面をハンマーでたたいた、凹

美しい仕上げです。

仕上げです。艶が消してあるの 凸の表面仕上げです。光が当た

※写真はいぶしの文字加工

で落ち着いた輝きです。

るときらきら光ります。

※写真はプレーンの文字加工

※写真はプレーンの文字加工

文字模様加工のタイプが選べます（2
文字模様加工のタイプが選べます（2 種類）
プレーンタイプ

いぶしタイプ

シルバーにそのまま刻印したタイ

刻印された文字にいぶし加工をして

プです。

文字を黒くさせます。いぶし加工費
用として２１０円かかります。

コンチョ のご説明

コンチョのご説明
コンチョのご説明

※写真は ネジタイプの 4 種類です

表面仕上げ （2 種類）
フラットタイプ（鏡面仕上げ）

マットタイプ（つや消し仕上げ）

艶がありシルバー本来の輝き

マット仕上げのシルバーにプ

が美しい仕上げです。

レーンな刻印が入ったコンチョ
です。

文字模様加工のタイプが選べます
文字模様加工のタイプが選べます （2 種類）
プレーンタイプ

いぶしタイプ

シルバーにそのまま刻印したタイプで

刻印された文字にいぶし加工をして文

す。

字を黒くさせます。（いぶし加工費２１０円）

レザー部分のタイプが選べます
レザー部分のタイプが選べます
ネジタイプ（写真上が平タ
ネジタイプ（写真上が平タイプ・下が編みこみタイプ。色は
写真上が平タイプ・下が編みこみタイプ。色は 5 種類です。）
赤

黒

茶

白

ヌメ

ループタイプ（色が 12 種類より選べます）
写真左より
①ヌメ×ヌメ ②赤色×赤色
③茶色×茶色 ④緑色×緑色
⑤黒色×黒色 ⑥黒色×緑色
⑦黒色×茶色 ⑧黒色×赤色
⑨赤色×ヌメ ⑩茶色×ヌメ
⑪緑色×ヌメ ⑫黒色×ヌメ

① ②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪ ⑫

サイズ（レザー部分）
完成サイズは 4 種類です。

S（約 16cm） ・ M（約 17cm）・ L（約 18cm）・LL（約 19cm）

全商品共通のご説明

ラッピングについて
ラッピングは無料です。プレゼント前に刻印など仕上がりが確認出来るようにラッピング致しますのでお気軽
にお申し付け下さい。お買い上げの際、買い物カゴ で「ギフト」を選択してください。 包装したギフトは直接
贈り先にお届けすることも、いったんご注文者様ご自身にてお受け取り頂き、手渡しすることも可能です。
お支払いについて
銀行振込（前払い）・料金受取人払いがございます。特にご指定のない場合はヤマト代引きにて発送させて
いただきます。代金引換は商品と引換えに配達員の方にお支払いください。
銀行振込（前払い）の場合
下記の口座にお振込み下さい。ご入金確認後発送させていただきます。
山陰合同銀行 北支店
普通

2706768

口座名義: 有限会社シエロ・ペッシェ 取締役 勝谷有希
発送方法
普通郵便・定形外郵便、宅急便、エクスパックにて発送いたします。
返品について
誤納品・不良品・数量違いについては、当店にご連絡をいただいた後に返品ください。当店に到着後、ご注
文の再確認及び在庫確認後、迅速に良品と交換または状況に応じて返金をさせていただきます
お客様のご都合での返品
商品のイメージが違う・お客様による汚れ・破損やキズの付着は、当店にご連絡をいただいた後に返品くだ
さい。この場合は未使用商品に限ります。包装パッケージも一緒に返品してください。お客様のご都合で返
品される場合は送料のご負担をお願いいたします。また返金の金額から振り込み手数料を差し引かせてい
ただきます。あらかじめご了承ください。
※ メッセージリング・オーダーメイド商品に付きましては、不良品・破損以外の返品はお受けできませんの
でご了承下さい。なお、刻印をされた商品は返品の対象外となります。
※お客様のご注文時における、つづりのミスなどは返品の対象とはなりませんのでご注意ください。
返品・交換の期限
商品の受取日を含め 7 日以内に必ず返品の旨のご連絡をお願いします。8 日以上経過した商品については、
いかなる場合も返品・交換できませんのでご注意ください。
免責のお願い
自然災害・交通事情など予測できない理由による商品の延着は免責とさせていただきます。
この場合は配送業者等と協議し最善の方法を取らせていただきます。あらかじめご了承ねがいます。
個人情報の保護
お客様からいただいた個人情報は配送または当ショップを利用された際のみに使用し、その他の目的には
使用いたしません。お預かりした個人情報は個人の承諾が無い限り第三者に開示、提供を一切いたしませ
ん。ただし、裁判所、警察、消費者センターまたはこれらに準じた権限を持った機関から要請がある場合は、
これに応じて情報を開示させていただきます。

