!!

N

¥168,000
K18WG ダイヤモンド
ペンダント。D4.60ct 。
13.5g 。今人気のブラ
ックダイヤを贅沢に
あしらった逸品

¥258,000
PT900 フルエ
タニティーダイ
ヤモンドリング。
D3.204ct 。
「永
遠に変わらない
愛」を象徴する
ステキなリング

オススメアイテム
取材した厳選アイテムを紹介します。
早く買わないと売り切れ必至。

オリジナルデザインが
目を引く
安価で質の良いジュエ
リーがたくさん

101

ゆっくりとショッピングを楽しめるフロア。商品を探しやすいレイアウトにユーザ
ーへの気配りが感じられる。

N

A

住所／神奈川県横浜市中区
伊勢佐木町1-6-5
TEL／045-250-1155
FAX／045-261-5513
営業時間／10:30〜19:30
定休日／無休

¥2,680,000
K18ダイヤモン
ドネックレス。
D47.71ct 。22
8.3g 。胸元を華
やかに彩ってく
れる至高のネッ
クレス

¥288,000
PT900 ダイヤモンドリ
ング。D0.87ct 。H-VS1VG 。D0.40ct 。心奪わ
れるハイセンスなルッ
クスに周囲の視線も釘
付けに

N

¥21,800
K18WG マルチピアス。
D0.02ct × 2 。ローズのモチ
ーフが大人可愛いコーデのサ
ポートに

関内店

A

6/23
（火）
より
サマーセールが
スタートします。
今からチェック!!

A
¥68,000
ラブリング。#51 。PG 。1P
ピンクサファイア。かなりレ
アなアイテムなので売切れ必
至（カルティエ）

宝石をメインに品揃え。ベ
テランスタッフも常駐して
おり、細やかな接客が地元
でも評判。

隠れた名店ついに登場!

在の場所に本店を

3

N
¥62,800
K18WG ダイヤブレスレット。
D0.96ct 。ハート & キューピ
ット。キュートに手元を演出

キネヤ で
至福の
ショッピングを

構えました︒ その

年に自社ビル完成と同時に︑現

伝をする訳でもなくユーザーの口

時に﹁ ジュエリーKINEYA ﹂

に横浜駅西口にオープンし︑昭和

から口へとその良さが伝わってい

が世にお披露目となり︑平成 年

をはじめとするデザインジュエリ

きました︒その甲斐あってか︑今

に関内店︑ 年に伊勢佐木町店が

8

ーが安いと評判を呼び︑派手な宣

では知る人ぞ知る﹃ 隠れた名店 ﹄

19

54

日本全国から毎日入荷するジュエリーは最高のコンディションと
最良の価格で販売される︒横浜に 店舗を構える
﹁ジュエリーKINEYA﹂は大満足のショッピングを満喫できるスポットなのです

ジュエリーでは
決して他店に負けない

口コミというのは恐ろしく効率

良く効果を生み出すもの︒
ここ
﹁キ

となっています︒

2

ネヤ﹂は地元横浜にしっかりと根

36

を下ろしビジネスを展開してきた

さらに宝石類の買取り・販売を強

固なものにし︑地元では絶対に負

けない店作りに日々力を注いでい

ます︒

﹂の自慢は何と言っても宝石類

そんな﹁ジュエリーKINEY

に関しては︑全てのユーザーを満

足させられると言っても過言では

ない品揃え︒リュクスなアイテム

を求める人から 万円台の買いや

すい価格帯を求める人まで︑幅広

く対応できる販売力は他にはあり

ません︒そして︑他店を凌ぐ圧倒

的な高額買取りは噂通りで︑購入

した時の価格と細やかな目で鑑定

を行ったその品質から︑適正な買

取り金額を出してくれます︒です

から︑一度訪れた人は必ずと言っ

ていい程リピーターになるのもう

なずけます︒

自社で工房も持ち︑リフォーム

やメンテンナスも行っているので︑

宝石に於いては全ての面でサポー

トしてくれる﹁ジュエリーKIN

EYA ﹂
︒ あなたも今からレギュ

ラーユーザーとして新たに加わっ

てみてはいかが︒

1

A

オープンし︑代表も昨年 代目へ

2

質部の入口と店内カウンター。入りやすさと清潔感はさすが。

と世代交代をしました︒現代表も

1

そのようにじっくりと熟成を重

住所／神奈川県横浜市西区
岡野1-13-1
TEL ／ 045-311-7007
FAX／045-311-0176
営業時間／10:30〜19:30
定休日／無休

ねてきたキネヤの歴史は昭和 年

本店

老舗の質屋さんとしてその名を知

にスタート︒地元でも 〜 番目

KINEYA の情報発信基地
本店。全ての歴史はここか
ら始まった。工房はこちら
に所属。

られています︒宝石類の買取り金

額が高く︑そして質の良いダイヤ

見やすい店内はと
ってもキレイ︒
ディスプレイもキレイで見やすい

http://www.kineya.jp

N

A

¥54,800
K18WG ダイヤモンドリング。
D0.34ct 。目を引くベルトの
モチーフにダイヤを添えたユ
ニークなデザイン

¥49,800
カメリア長財布。さり
N
げないカメリアの模様
が大人のオシャレを演
¥42,800
K18WG ブルートパーズペン 出。ピンク（シャネル）
ダント。D0.23ct 。夏らしい
デザイン。ボリューミーにデ
コルテを飾って

N
¥98,000
K18WG ダイヤネッ
クレス。D1.40ct 。3
連のハートが存在感
大。ハートのフレー
ムのダイヤが◎

伊勢佐木町店
N
¥88,000
K18WG ダイヤモンドリング。
中石 D2.02ct 。D0.67ct 。デ
ィテールに至るまで拘りを追
求したデザインが魅力的

A
¥2,131,500
→ ¥780,000
タンクアメリカン
SM 。WG 。 リュク
スなアイテムで手元
を演出してみてはい
かが（カルティエ）

フロア面積も一番大きく集
客力は3店舗中 No.1 。ブラ
ンドバッグや時計も豊富に
扱っている。

A
¥117,600
→ ¥95,000
N51186/ サレヤ PM 。 売れ
筋アイテムなので即買い。ダ
ミエ。アズール。W36× H22
× D16（ルイ・ヴィトン）

N

N

A

¥148,000
PT900ダイヤモンドリング。
D2.04ct 。シンプルでスタ
イリッシュさも併せ持つ
リングは贈り物にぴったり

¥54,800
K18WG ダイヤモンドピアス。
D0.50ct × 2 。良質で気品高
いダイヤのピアスは耳元をゴ
ージャスに演出してくれる

¥148,000
K18WG ダイヤネッ
クレス。D0.72ct 。
良質なダイヤがこの
プライスなら即買い。
オススメ

住所／神奈川県横浜市中区
伊勢佐木町3-104
TEL／045-262-2500
FAX／045-262-2501
営業時間／10:30〜19:30
定休日／無休
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