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想いを、　ブランドに。

創業から120年余、私たちは印鑑をとおして

多くの方の人生に寄り添い、

お一人おひとりの声や、家族を想う絆に触れながら

刻まれた名前にその想いを込めてきました。

そして名前に刻まれた想いは、比類なき物語となって

後世へと永く、深く、受け継がれています。

すべての方が自分らしく前向きな人生を切り開いていけますように。

それが創業以来変わらぬ私たちの願いです。

Rose stone policy
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名前はパパとママからの最初の贈りもの

そして、あなたがあなたであることの証

そのつぶらな瞳に映る世界が、輝きに彩られたものであってほしい

やがて歩みだす道のりが、まっすぐ力強いものであってほしい

この小さな手で触れるものが、ぬくもりに満ちたものでありますように

名前に込められた家族の愛を「しるし」に刻んで

—“守り続けたい命に、ROS   STONE”—

Rose stone  story “BABY”
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まだ子どもだと思っていたのに

いつの間にか家族の誰よりも大きく成長したあなた

これから立ちはだかる幾つもの困難を乗り越えてゆける強さと

輝かしい未来を自らの力で切り開いてゆける勇気を

この「しるし」が、広い世界へ旅立つあなたの

一歩一歩の歩みを照らす、希望の光となりますように

—“迷いなき強さを、ROS   STONE”—

Rose stone  story “FUTURE”
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彼女に人生をかけた愛と決意を伝える時。

彼と同じ苗字が刻まれた贈り物は、

ふたりがこれからずっと一緒に生きていくという証。

そして、祖先が脈々と受け継いできた命を

ふたりで紡ぎ育んでいこうという深いメッセージ。

家族となり共に幸せな人生を歩んでいこう。

—“踏み出す一生の愛と誠意に、ROS   STONE”—

Rose stone  story “PROPOSE”
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人生をともに歩む伴侶に出会い、嫁いでゆくあなた

手を取り合い、いたわり、支えあって生きることの意味

家庭を築くということの自覚や責任

娘から妻、やがて母となってゆくあなたにとって

かけがえのない毎日が、幸せと喜びに満ちたものでありますように

幸せへの願いを、新しい名とともに刻んで

—“新しい人生の門出に、ROS   STONE”—

Rose stone  story “WEDDING”
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いよいよ人生の新たなステージへ

自分が経営者としてどこまで通用するかは分からない

未知なる道への“挑戦” は

いかなる逆境も力に変えて前へ前へと突き進み、

常に高みを目指し続ける、私の人生そのものだ

どんな時も決して迷わない強い決意を印に刻んで

—“挑戦を強さに、ROS   STONE”—

Rose stone  story “NEW LIFE”
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Ametrine
［アメトリン（プレミアムストーン）］ 
愛情と調和・金運・財運

アメジストとシトリンが混じりあうアメトリン
は、愛情と豊かさ、癒しと輝く生命力をもち、
凛と輝く女性を守護する、調和と繁栄のス
トーンです。女性経営者の方におすすめです。

女性の幸せを願う可憐なピンクのローズ
クォーツは「愛の守護石」。中でも透明度が高
く美しさが際立つ秀逸なものだけを「スペシャ
ルハイクォリティクラス」として厳選しました。

Rose Quartz special high quality
［ローズクォーツスペシャルハイクォリティ

（プレミアムストーン）］
愛情・女性の幸福・優しさ
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Rutile Quartz 
［ルチルクォーツ（プレミアムストーン）］
金運・幸運・商売繁盛・成功

新たなステージへ、自分の感性を活かしてさら
に上昇したい方に。上へ上へと伸びゆく黄金
色のルチルがアンテナのように直観力を高め、
仕事や勝負事で大きな成果をもたらします。

ビジネスチャンスを呼び、金運財運をアップさ
せる頼れるストーン。ここぞという勝負どころで
潜在力を発揮させてくれます。放射状に広が
るルチルは、インスピレーションを喚起します。

Rutile Quartz 
［ルチルクォーツ（プレミアムストーン）］

金運・財運・商売繁盛・成功
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Rose Quartz high quality ［ローズクォーツ ハイクオリティ（紅水晶）］
愛情・女性の幸福・優しさ

Rose Quartz basic［ローズクォーツ ベーシック（紅水晶）］
愛情・女性の幸福・優しさ

優しさや愛情を育み幸せな人生へと導く、女性のための守護
石。「愛情の石」として当店で女性に一番人気のストーンです。
透明度が高いハイクオリティクラスは明るい輝きが魅力です。

自分を大切にし、幸せに満ちた笑顔あふれる人生をもたら
す愛の守護石。美をサポートする可憐なミルキーピンクの
石は、大切な女性への贈り物としても喜ばれています。
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Amethyst ［アメジスト］
家族運・交友運・愛情運

Citrine ［シトリン（黄水晶）］
幸運・金運・希望

気品に満ちた高貴な輝きを放ち、家族・夫婦・友人など、縁
ある人との絆を深めます。真実の愛や若さ、優しさ、癒し、ス
トレス解消や厄除けの効果も期待できます。

明るさ・生命力・希望を象徴し、人間関係の調和をサポート
します。富と財産の石として金運を引き寄せ、独立や学力向
上、商売繁盛を願う方におすすめです。
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Ruby ［ルビー］
勝利・繁栄・カリスマ性

ルビーが放つ毅然とした美しさと凛とした華やかさは、持つ
人の情熱や意志を高め、成功へと導きます。厄災から身を守
り、富と平和をもたらし、「宝石の女王」ともよばれます。

Jade ［翡翠（ヒスイ）］
人生の成功・人徳・人望・長寿

全てを叶えたいと願う方に。人生の成功を守護する石とい
われ、平和・長寿・健康・徳を呼び込みます。持つ人の内面
的な徳を高め、あらゆる幸運と繁栄をもたらします。
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gene ［ジェーネ（クラッドメタル）］
決意・誇り・不変

確固たる決意と、大いなる誇りを象徴するクラッドメタル印鑑。
熟練の鍛造技術から生まれる「欠けない」「朽ちない」金属製
高級印鑑は、上質を求める方にふさわしい特別な逸品です。

Tiger Eye ［タイガーアイ（縦目）］
仕事運・金運・目的達成

すべてを見通す「心の眼」が先見の明をもたらし、判断力や
決断力を高めます。ビジネスの成功や事業発展を目指す方
におすすめの、金運や勝利をもたらす万能な印鑑です。
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Lapis Lazuli 
［ラピスラズリ］
幸運・魔除け・願望成就

Aventurine 
［アベンチュリン（インド翡翠）］ 
健康・洞察力・家庭円満

魔除けと強運を招く力を合わせ持ち、古来より
お守りとして珍重されてきました。目標へと挑む
前向きな努力をあと押しし、勇気を与えてくれ
るでしょう。

神秘的なモスグリーンが魅力で、健康と安らぎ
をもたらす癒しの石。チベットでは「先見の明
の石」として崇められてきました。真実を見極め
る洞察力を高めてくれるでしょう。

Crystal ［クリスタル（天然・人工）］
開運・無垢・幸せの万能薬

神秘的なクリスタルは、「幸せの万能薬」として、持つ人の総
合的な運気をアップさせます。透き通る無垢な輝きは、新た
なスタートや大きな挑戦への一歩を踏み出す人を支えます。
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Bluelace Agate ［ブルーレース］
人間関係・友情・人脈

穏やかな感情を呼び起こし情緒を安定させ、円滑で思いや
りに満ちた人間関係を築けるといわれています。また、知性
や芸術的な才能を伸ばし、魅力を引き出す力を持ちます。

Purple Agate［紫メノウ］
絆・家族愛・信頼

大切な人との絆を深め、家族への愛を象徴する紫メノウは、
家族愛・夫婦愛をもたらします。淡く上品な薄紫色は、心を穏
やかにし、優しさ、おおらかさ、互いに信じあう心を育みます。
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Titanium ［チタン］
活力・向上心・信念

事業の発展・繁栄に力を発揮し、向上心や揺るぎない信念
を持つ男性の力をさらに高みへ誘います。逆境をも乗り越え
る精神的な強さ、それを支える固い絆をサポートします。

Red Agate ［赤メノウ］ 
健康・長寿・家族愛

White Agate ［白メノウ］ 
家族愛・夫婦愛・安泰

家族への愛を象徴し、大切な人との絆を深め
ます。自然愛の守り神として、開運・縁起・財運
や、才能開花・繁栄をもたらします。落ち着きの
ある赤色は、心身を健康的に保ちます。

家族への愛を象徴し、大切な人との絆を深め
ます。何色にも染まらぬピュアな乳白色の輝き
は、神秘的な癒しの力。素直さや誠実さ、可憐
さを引き出し、穏やかな日 を々もたらします。
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Rose Quartz
ローズクォーツ ハイクオリティ

Rose Quartz Special
ローズクォーツ スペシャル

Citrine
シトリン

Ruby
ルビー

Citrine
天然シトリン

White Agate
白メノウ

Jade
翡翠

Christal
白水晶

Red Agate
赤メノウ

Amethyst
アメジスト

Rose Quartz
ローズクォーツ ベーシック

Lapis Lazuli
ラピスラズリ

Titanium
チタン

Bluelace Agate
ブルーレース

Christal
クリスタル

Tiger Eye
タイガーアイ（縦目）

gene
ジェーネ

Purple Agate
紫メノウ

Stone
Collection
印材一覧

Aventurine
アベンチュリン
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Standard Package

宝石印鑑を１本～ご購入いただいた方にお付けするパッケージで、３つのタイプをご用意しております。
オーダー本数（１本～３本）に合わせて無料でお包みし、オリジナルショッパー（手さげ袋）も付属いたします。

Pink Box Black Box Jewelry Box
※在庫がなくなり次第終了

印鑑ケース　※全22種類ご用意しております。

オリジナルボックス
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Option Package Option

誕生石（天然石）ポイント

［誕生石一覧］

オーナーズプレート

さざれ石

お使いになられる方のこれからの人生に寄り添うお守
りとして、誕生月や記念日のポイントをお付けいたしま
す。それにより印鑑が転がるのを防ぎ、文字の上位が分
かりやすくなります。
※ルビー、翡翠（ひすい）、天然シトリン、geneには、加工が難
しくポイントをお付けすることができません。

大切な人との思い出や幸せを願う想いをかた
ちにできるパッケージです。オーナーズプレー
トまたは浄化ストーンが付属しています。

ストーンの種類やケースの色、贈りたい方のイ
メージに合わせて１点１点オーダーメイドで
コーディネートいたします。

宝石印鑑そのものの力と美しさ、そこに秘めた
想いを最もシンプルに伝えられるパッケージで
す。別途朱肉と印鑑ケースが付属いたします。

メモリアルボックス プリザーブドフラワーボックス プレミアムボックス ジルコニア（人工石）一覧

メッセージ刻印

※最大20文字以内（数字・ローマ字）
※刻印できない印材もあります

印鑑本体 印鑑ケース

※最大35文字以内
※数字・ローマ字・漢字・ひらがな・
　カタカナで刻印可

※オプションは、それぞれ別料金となります。※オプションは、それぞれ別料金となります。

1月
ガーネット

5月
エメラルド

9月
サファイア

2月
アメジスト

6月
ムーンストーン

10月
トルマリン

3月
アクアマリン

7月
ルビー

11月
トパーズ

4月
ダイヤモンド

8月
ペリドット

12月
タンザナイト

①ラベンダー
②ローズピンク 
③グリーン
④シャンパンゴールド
⑤ホワイト（無色透明）
⑥イエロー
⑦ブルー

④②

⑥⑤ ⑦

③①
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「オプション」であなただけの1本に。 「ご注文」を承ります。「運気」を選びます。

— お客様 —Order Step

「書体」を選びます。3 5 64「印材」を選びます。1

宝石印鑑には、古代から信じられてき
たその石（ストーン）が持つパワーや
いわれがあります。まずは自分の好き
な石を直感で選んでください。たくさ
んある石の中から自分を呼んでいる
ように感じられる、そんな石に出会え
たなら、それがあなたの人生に寄り添
い、そっとあと押ししてくれる守護石
となってくれることでしょう。

①印相体（吉相体）
八方に広がる縁起の良い書体。吉
相体ともよばれ、昔から大切な印
鑑の文字として用いられている伝
統的な書体です。8つの運気から
ご希望の運気を強調しておつくり
いたします。

②こころ書体
女性のお名前に特化した当店オリ
ジナル書体。

「愛する人を優しく想う心」を柔ら
かな曲線で表現し描く書体です。8
つの運気からご希望の運気を強調
し「お名前よこ書き」にておつくり
いたします。

古代中国から伝わる八方位をもと
に、８つすべての運気が開くよう強
調して字入れした上、ご希望の運
気３つをさらに強く太く伸ばしま
す。実印・銀行印・認印それぞれ別々
の運気を入れることもできます。

下記いずれかの方法でご注文くだ
さい。旧字・外字でのご注文も可能で
す。お急ぎの場合は、希望の運気や
印影デザインをお任せいただくな
ど、ご希望の期限内に発送できるよ
う、お打合せをさせていただきます。

電話 0778-52-8811
午前9時～午後6時

FA X 0778-53-1133

①成功運
人生の成功・前向きな生き方

②金   運
金運、仕事運、才能開花

③希望運
希望・発展、目標達成、再起

④家族運
家族・家庭円満、病気平癒

⑤住居運
住居・不動産の安定

⑥健康運
健康・長寿、貯蓄・相続

⑦交友運
人間関係、出会い・良縁

⑧愛情運
愛情・優しさ、魔よけ・守護

※P37参照

誕生月を守護する天然石ポイントは、使用する方のお
守りとしての意味をプラスし、より一層深い想いを込
めたあなただけの１本に。人工石ジルコニアもご用意
しています。

大切な方への言葉や記念日、我が子の生年月日や出生
時刻などを刻印できます。ケースを開くたびに伝わる
想い。幸せを願うメッセージを届けます。

誕生石・ジルコニアポイント

メッセージ刻印

「用途」と「大きさ」を選びます。

実　印

銀行印

認　印
 （仕事印）

2

市区町村役場へ印鑑登録を行
い、印鑑証明書の交付を受けた
印鑑。ローン契約や土地・建物の
売買契約時などに使用

銀行や郵便局などで口座を開設
する時や、保険や証券などの契
約時に捺印するもの。銀行への
登録が可能

印鑑登録や金融機関への登録を
しない、日常や仕事で使用する
印鑑。簡単な契約書や受験票、届
け出書などに使用

文字の入れ方
「苗字よこ書き／名前よこ書き」
※お金がたてに流れないようにといういわれです

大きさ：男性13.5mm以上・女性12mm以上

大きさ：男性12mm以上・女性12mm以上

文字の入れ方
「苗字たて書き」

木
村

拓
二

木
村

美直

「フルネーム／名前のみ」
※女性の場合「下の名前をよこ書き」が吉
※よこ書きは右から左となります

大きさ：男性15mm以上・女性13.5mm以上

美直川市

文字の入れ方

印鑑本体 印鑑ケース

メモリアルボックス

プリザーブドフラワーボックス

プレミアムボックス

https://www.
rosestone.co.jp

toiawase@
rosestone.co.jp

メール

WEB

LINE
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— 小林大伸堂 —Order Step

「発送」します。9「画数判断」をします。7
完全に吉数の画数をお持ちのお名前はありま
せん。むしろ吉数ではない画数の部分が人と
しての個性。この個性を活かしながら、印鑑の
字体や接点数を熟慮して最良の吉相印をデザ
インします。姓名を５つの格に分け、それぞれ
の画数から吉凶を判断いたします。

10日間～２週間で発送 
印影の完成見本をメール等でお客様にご確認
いただき、了解のお返事をいただくと彫刻作
業に入ります。通常はヤマト便にてお申込み
後10日間～２週間で発送いたします。

アフターフォロー10年保証 
ご注文いただいた宝石印鑑には、当店発行の

「ご印章鑑定書／保証書」をお付けいたします。
また、当店は全日本印章業組合加盟店です。お
買い上げいただいた商品はすべて当店保証規
定に則り、10年間の保証をさせていただきます。

接点数を吉数に調整
印鑑の外枠と文字が接する点を「接点」といいま
す。この接点の数が吉数になるよう調整します。

希望の運気を八方位の方向に強調
８つすべての運気が開くよう字入れし、さらに
ご希望の運気３つを強く太く強調いたします。

接点数を吉数の17に
なるように調整

〇太く字入れ
したところ

［成功運、金運、希望運を上げたい場合］

「字入れ」をします。8

〇画数を増やしたところ

28▲+3画＝31画◎
総格28を吉数の31に

Other Service
こまもり箱

しるし結びボックス

命名に込めた想いを桐箱に刻み、時を越えて成人する我が子に贈るタ
イムカプセルのような宝箱です。これからの日々の一瞬一瞬を閉じ込
めておけるお守りのような存在となってくれます。

2人の名前を１つに結んで作る印「しるし結び」と、互いへの想いをつ
づった誓いの証。結婚式の思い出などを詰め込み、共に年を重ねながら
も見るたびに当時の気持ちを思い出すことができるでしょう。

苗字が変わったり、印鑑が欠けてしまったりした時は、表面を数ミリ
削って新たに字入れし、お彫り直しすることができます。将来的に結婚
等でお名前が変わることがあっても安心です。印鑑の状態によっては
お彫り直しが難しい場合もありますので、まずはお問合せください。

お彫り直し

印材にヒビが入ったり、折れたりしてしまった場合、「金継ぎ」によっ
て修復することができます。金継ぎとは、割れ目を漆でつなぎ、継ぎ目
に金属粉で装飾して仕上げる日本ならではの修復技法です。新品とは
また違った趣をお愉しみいただけます。

破損等の修繕

へその緒や母子手帳、写真
や手紙、さらにこれから必
要になる印鑑や通帳など
をひとつにまとめて。

結婚式で家族や友人に書い
てもらったメッセージカー
ド、通帳や印鑑、二人の想
い出の写真などを保管。

（旧姓）吉田 （名前）美咲https://www.nameand
wish.jp/c/komamori-bako

https://www.nameandwish.
jp/c/scene/sirusi-musubi
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produce by （株）小林大伸堂

〒916-0022  福井県鯖江市水落町2丁目28-29   営業時間／ AM10：00〜PM6：00   

Tel.0778-52-8811  Fax.0778-53-1133
定休日／毎週水曜

Website Instagram




