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特典

ラッピング
無料

http://biblehouse.jp
へアクセスしてご希望商品をお選び下さい。
代金のお支払いは
　●クレジットカード

●Amazon Pay

●楽天Pay

●代金引替便

●コンビニ振込（前払い）

●後払い（コンビニ・郵便局・銀行）
　の6種が選べます。代金引替便は宅配業者のドライバーへ商品代金に加え
て手数料330円をお支払い下さい。また、コンビニ振込の場合は入金確認
後の発送となります。

バイブルハウス南青山（通信販売専門店）

  
インターネットでのお申込み

●掲載商品は品切れまたはお取り寄せになる場合があります。●一部輸入商品などは予告なく仕様･価格が変わる場合がございます。その際はご連絡確認の上、同等品をもって製品を発送させていただく場合がございます。
●商品の不良以外での返品、交換は出来ません。お申し込み前に良くお確かめ下さい。また不良品交換の場合は必ず前もってご連絡下さい。●季節商品は品切れとなる場合がございます。予めご了承ください。
●このカタログは2022年10月現在のものです。商品価格、仕様、在庫等が変更になる場合がございます。

お求め商品の合計金額が5,000円（税込）以上の場合、送料は無料です。
（但し代金引替便ご利用の場合は330円が加算されます。）
商品代金5,000円未満の送料は国内配送（ヤマト便・ゆうパック）の場合、
全国一律770円（税込）です。また、インターネット注文の場合には、レター
パックライト（A4サイズで厚さ3cm以内）370円（税込）も選択できます。

お申込みについて

（日本聖書協会直営）
同封の「FAXオーダーシート」にご希望商品のカタログNo、商品名、お送り先ご住所、
お名前、お電話番号をご記入の上FAXにてお申込下さい。お支払い方法は代金引替、郵
便振替から選べます。

お電話の際にはお間違いの無いようかならずご注文商品名をお控え下さい。お支払い方
法は代金引替、郵便振替から選べます。お電話の受付時間は、以下の通りです。
　
■月～金曜日：10時～16時 ■土曜・日曜・祝日は休業

直接お電話でもご注文を承ります。

FAXでのお申込み

お電話でのお申込み

FAX：03-3567-4435

TEL：03-3567-1995

子羊Ⅲ
壁掛タイプ♯004

バイブルハウス南青山 オリジナル

【栃木レザーとは？】

ブラック チョコ グリーン

イクトゥスロゴ

イクトゥスロゴ

レッド キャメル

●素　材：栃木レザー
●サイズ：縦10×横10×厚み1cm
●イクトゥスロゴつき
●「栃木レザー赤タグ(素材証明書)」付属

●素　材：栃木レザー
●サイズ：縦8×横10×厚み1cm
●イクトゥスロゴつき
●「栃木レザー赤タグ(素材証明書)」付属

聖母子Ⅰ
壁掛タイプ♯021

ペンダントクロス
しずく型
（ライトコバルトブルー）

ペンダントクロス
しずく型
（レッド）

●素材：ガラス
●大きさ：縦1.9×横1.2cm
●製法：フュージング（板ガラスを、電気炉で溶解） 
●金具：チェーン【41cm（アジャスター含）、金色、真鍮製、ゴールドメッキ加工】

税込価格1,980円  

Tree / 
ツリー
（Brooch）

税込価格1,045円  

Christmas
Catalog

CL3631 CL3632 CL3633 CL3634 CL3635
ブラック チョコ グリーン レッド キャメル
CL3636 CL3637 CL3638 CL3639 CL3640

レザーカードケース トライアングルレザーコインケース

栃木レザー赤タグ

栃木レザー赤タグ

素材証明書

素材証明書

各色共通
税込価格2,970円  

各色共通
税込価格2,860円  

「エイジング～経年変化を楽しむ！」愛用して育てる牛革素材です。当店がオススメする国内最高峰フルベジタブルタンニングレザー牛革素材です。
これはハイグレード牛革素材で、主にフルオーダーメイドや10年以上使用し続けたい革製品をお求めの方に向けた国内最高峰の牛革素材となります。
胸を張ってオススメできる点は、キレイに変化する色艶～圧倒的エイジングスピードで「素晴らしい経年変化！」が約束できる牛革素材です。

【イクトゥスとは？】 ギリシア語で「魚」の意味。ギリシア語の「イエス・キリスト・神の子・救い主」の頭文字5文字を並べたもの。
弧をなす2本の線を交差させて魚を横から見た形に描いたシンボルです。初期のキリスト教徒が隠れシンボルとして用いました。
英語では、イクサス(ichthys, ichthus）のほか、ジーザス・フィッシュ（Jesus Fish）やクリスチャン・フィッシュ（Christian Fish）とも呼ばれています。

栃木レザー 栃木レザー

イクトゥスロゴつきイクトゥスロゴつき

■メーカー：＋クリスチャンレザー■メーカー：＋クリスチャンレザー

北海道のGlass工房「ぶどうの実」から。
金箔の十字架をガラスの中に配置した、繊細な作り。
祈りを込めて一つ一つ手作りしています。

聖書を題材にした、タイル製アート壁掛けです。

壁掛タイプ

tch146 tch110

CRS004CRS021

●素材：クルミ材、柿渋、蜜蝋
●留め金：真鍮／ニッケル
●サイズ：縦3.5×横3.5×厚み1cm

国産のクルミ材にレーザーで緻密な
彫刻をほどこし、天然の塗料である
柿渋と蜜蝋を手作業で塗って、
ひとつひとつ丁寧に仕上げています。

木tch（コッチ） ブローチ

●サイズ：
縦約20×横約9.8cm

クリスマスにおすすめ！！

ペンダントクロス

ブローチ

クロスタイル

税込価格2,860円  

東京芸術大学日本画科を
卒業し、画家の夫、故久住
三郎とともに、1990年～
NYで暮らす。
その頃から、クロスの制作
を始め、現在は、日本在住。
クリスチャン。

製作者
久住友理

jingle bells / 
ジングルベル
（Brooch） クリスマスカタログ 2022

バイブルハウス南青山オンラインショップの 

クリスマス向け製品から、選りすぐりをご紹介。

ショップにはこの他にも多くの品をご用意しています。

クリアケースに入れて
お届けいたします。
そのままプレゼントにも
お使いいただけます。



いろいろなデザインのカードが
合計36枚入ってお得です。
色柄はおまかせ。

絵柄2種×2枚ずつ、合計4枚のセットになっています。

クリスマスカード
バーゲンBOX
（36枚入り）

クリスマスカード
S200-134

クリスマスカード
2つ折りセット 2×2

●素材：紙
●カード・封筒各36枚入り
●聖句入り
●販売：いのちのことば社

税込価格1,980円  

●カードサイズ：縦16.3X横11.4cm、２つ折り ●封筒サイズ：横12.0X縦17.0cm、白
●中紙：縦15.7X横10.8cm、白 ●販売：オランダ、Quire(クワイヤー)  税込価格605円  

●幅12.5×奥行き13.7×高さ4.8cm  税込価格7,766円  ●幅12.2×奥行き4.1×高さ8.8cm  税込価格4,653円  

WAV31V

写真のリースの
洋風クリスマスカードです。

●素材：紙
●聖句入り  ルカ2:14
●販売：チキュウグリーティングス

税込価格220円  

S200-134

XQR2868 XQR2886

おでかけバッグとして持ち歩くのはもちろん、
プレゼントを入れたり飾ったりと大活躍してくれます。

クリスマスのよろこびを
メッセージカードとともに

オリジナルハンドメイドのドイツ直輸入のかわいいオーナメント

キャンドルを灯して回転する仕組みの、
クリスマスピラミッド。素敵な聖夜を。

クリスマスツリーを飾る、オーナメントをドイツから直輸入。

クリスマスツリーに飾る
ドイツ直輸入のオーナメント

ドイツからのオリジナル直輸入品も
続々入荷しています

キャンドルホルダー「降誕」

降誕セット

クリスマスピラミッド キャンドルホルダー

フェルトバッグ

Candle holder 'The Nativity'
クリスマスピラミッド 3段
Pyramid 
'The Nativity', 3 tiers

木製オーナメント 赤い天使
wooden red angel hanger
10cm

クリスマスピラミッド
Pyramid  'The Nativity', 1 tealight

17900

ツリー 小 （赤）

※写真は、ツリー 小 （赤） ※写真は、ツリー【大】（緑）

ツリー 小 （緑）

ツリー 大 （赤）

ツリー 大 （緑）

各色税込価格737円  

11-3220

11-1085

各色税込価格924円  

11-3225

11-1086

16300
70500

●サイズ：
高さ30×幅35×奥行き30cm

税込価格29,381円  

49410

ブーツ型オーナメント
天使のクッキング
Boot 'Angel baking'

●サイズ：縦2.7×横6.3×高さ7cm  税込価格2,310円  ●サイズ：縦7.2×横8×高さ12cm  税込価格2,937円  

●サイズ：10cm  税込価格418円  ●サイズ：12cm  税込価格363円  

●サイズ：12cm  税込価格231円  

●サイズ：
19cm  税込価格1,936円  

ミニチュア フィギュア
オーナメント付きリング
Ring with angel

■メーカー：Graupner

■メーカー：Graupner
■メーカー：BREITNER

■メーカー：BREITNER

22-1034

木製オーナメント 白い天使
wooden angel white hanger
12cm

73-9946

木製オーナメント ツリー
wooden tree nature hanging
6×6×10cm

●サイズ：縦6×横6×高さ10cm  税込価格363円  

53-1107F

木製オーナメント ピラミッド型
wooden tree with pyramide hanger
12cm

53-5071G

メタルオーナメント 天使
metal angel hanger ass. 
19cm

46510

ドイツ・エルツ山地のオリジナル民芸品。丁寧な仕上がりの木製ハンドメイドをお楽しみください。

ドイツ・エルツ山地のオリジナル民芸品。丁寧な仕上がりの木製ハンドメイドをお楽しみください。

●素材：樹脂製  ●大きさ：高さ5～15cm  ●メーカー：ドイツ

税込価格10,000円  
●化粧箱入り ●木製台付き ●着色磁器 
●幅25×奥行き11.5cm（台寸法） 2.8cm（像寸法） 
税込価格3,760円  

丸みを帯びた、樹脂製の９ピース降誕セット。
ほっこりと幸せな気持ちに...

NIK454

A10512

スペースを取らない、
和風テイストが人気の降誕セット。

豆ご降誕12点セット

●サイズ【小】：高さ20×幅18×マチ4.5cm

【小】
【大】

●サイズ【大】：高さ25×幅22×マチ5.5cm

オーナメント

クリスマスカード

ぽっちゃり降誕セット（9ピース）

■レーザー
　カット加工

■レーザー
　カット加工

クリスマスカード
スター

クリスマスカード
ツリーオーナメント

●カードサイズ：10.5X15cm、２つ折り
●封筒サイズ：縦17.0X横12.0cm、白 ●販売：アバコ  税込価格440円  

10027 10028

10027

クリスマスを彩る、選りすぐりの品を

10028

3-1622

ブローチなどの
アクセサリーもドイツから直輸入。
詳しくはウエブサイトをご覧ください


