Bracelet
ブレスレット

男性
向け

男性

676699

向け

男性

676639

向け

676733

676625

女性
向け

アイアンクロス・ブレスレット
"Strong and Courageous"/
Joshua 1:9

ネオシルバー・ブレスレット
"His Strength"/
Philippians 4:13

MLXブレスレット
"His Strength"/
Philippians 4:14

GLXブレスレット
"Faith, Hope, Love"/
1 Corinthians 13:13

●素材：ステンレススチール
●サイズ：
長さ190mm×幅15mm
●重さ：78g

●素材：ステンレススチール
●サイズ：
長さ190mm×幅15mm
●重さ：78g

●素材：ステンレススチール
●サイズ：
長さ200mm×幅20mm
●重さ：74g

●素材：ステンレススチール
●サイズ：
長さ180mm×幅10mm
●重さ：32g

税込価格 8,690円

税込価格 8,910円

税込価格 7,260円

税込価格 6,380円

アメリカ直 輸 入クリスチャンアクセサリー
米国クリスチャン・アクセサリー業界の大手メーカー Spirit & Truth
その洗練されたデザインは、
クリスチャンのみならず広く人々に愛されています。
長く美しさを保つステンレス製のアクセサリーには、
一つ一つに「みことば」が刻印されています。
好きな「みことば」をいつも身につけていたいあなたに、
お勧めです。

パッケージ

女性
向け

み ことば を身 に つ ける
Wea r t he Word of G od

676745

ベストフレンド・ブレスレット
Jeremiah 29:11
●素材：ステンレススチール
●サイズ：長さ67mm×幅8mm
●チェーン：160mm
税込価格 5,830円

パッケージ
（トゥルースクロス）

パッケージ
（シンプルクロス）

−ネックレスは画像のパッケージ（台紙：紙、OPPパック掛け）にてお届けいたします。
−

お申込みについて
バイブルハウス南青山（通信販売専門店）
（日本聖書協会直営）

FAXでのお申込み
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

インターネットでのお申込み

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

便振替から選べます。

FAX：03-3567-4435
お電話でのお申込み
直接お電話でもご注文を承ります。

●クレジットカード

TEL：03-3567-1995

●Amazon Pay

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

●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。

全てのアクセサリーはステンレス製です。
一部、
ジルコニア等を使用しています。

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

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370円（税込）も選択できます。

●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。●輸入商品のため予告なく仕様･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。予めご了承ください。●このカタログは2022年4月現在のものです。

日本聖書協会 オリジナル輸入アクセサリー

ステンレスアクセサリー「三つのいいね！」

❶錆に強い

男性
向け

Necklace
ネックレス

み ことば を身 に つ ける
Wea r t he Word of G od

男性
向け

676637

女性
向け

676613

男性
向け

676747

男性
向け

676633

❸アレルギーに強い

男性

676731

向け

男性
向け

女性

676635

向け

676742

アイアンクロス・ネックレス
"By His Blood"/
Romans 5:9

トゥルースクロス・ネックレス
"Strong and Courageous"/
Joshua 1:9

ケーブルクロス・ネックレス
"Strong and Courageous"/
Joshua 1:9

ミニケーブルクロス・ネックレス
"Christ My Strength"/
Phillippians 4:13

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦43mm×横28mm
●重さ：30g
●チェーン：490mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦37mm×横26mm
●重さ：23g
●チェーン：490mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦45mm×横32mm
●重さ：23g
●チェーン：490mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦32mm×横20mm
●重さ：6g
●チェーン：440mm

税込価格 6,380円

税込価格 5,830円

税込価格 6,380円

税込価格 5,830円

男性

676746

❷キズに強い

向け

676740

女性
向け

676606

676611

女性
向け

女性
向け

676609

アイアンクロスブラック・ネックレス
"Alpha and Omega"/
Revelation 22:12

ミニブラッククロス・ネックレス
"Love Never Fails"/
1 Corinthians13:4-8

シルバーガーディアン・ネックレス
"Fear No Evil"/
Psalm 23:4

ブラックガーディアン・ネックレス
"Soldier Of Christ"/
2 Timothy 2:3

ソードクロス・ネックレス
"Armour of God"/
Ephesians 6:11

カネルクロス・ネックレス
"Amazing Grace"/
Ephesians 2:8

ツーピースシールドクロス・ネックレス
"Believe"/
Romans 10:9

ツインクロス・ネックレス
"Love Never Fails"/
1 Corinthians13:4-8

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦42mm×横28mm
●重さ：28g
●チェーン：490mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦32mm×横20mm
●重さ：6g
●チェーン：440mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦34mm×横22mm
●重さ：28g
●チェーン：490mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦34mm×横22mm
●重さ：28g
●チェーン：490mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦45mm×横32mm
●重さ：23g
●チェーン：490mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦29mm×横19mm
●重さ：6g
●チェーン：440mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦29mm×横19mm
●重さ：6g
●チェーン：440mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦25mm×横20mm
●重さ：6g
●チェーン：440mm

税込価格 6,380円

税込価格 4,950円

税込価格 6,380円

税込価格 6,380円

税込価格 6,380円

税込価格 4,950円

税込価格 4,950円

税込価格 5,390円

女性
向け

男性

676705

676741

女性
向け

女性
向け

676738

676734

男性
向け

シンプルクロス・ネックレス
"Christ My Strength"/
Phillippians 4:13

ストライプクロス・ネックレス
"Delight In The Lord"/
Psalms 37:4

アングルクロス・ネックレス
"Faith, Hope, Love"/
1 Corinthians 13:13

アングルクロス・ネックレス
"Armour of God"/
Ephesians 6:11

●素材：ステンレススチール ●サイズ：縦30mm×横25mm
●重さ：30g ●チェーン：490mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦32mm×横20mm
●重さ：6g
●チェーン：440mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦32mm×横20mm
●重さ：6g
●チェーン：440mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦30mm×横17mm
●重さ：6g
●チェーン：440mm

●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦45mm×横32mm
●重さ：23g
●チェーン：490mm

税込価格 6,380円

税込価格 3,960円

税込価格 5,830円

税込価格 4,180円

税込価格 6,380円

向け

676696

シルバーR2・ネックレス
"The Lord Is My Shepherd"/Psalms 23

スウィート・ハートネックレス
"Fear Not"/Isaiah 41:10
●素材：ステンレススチール
●サイズ：縦18mm×横18mm
●重さ：6g ●チェーン：440mm
税込価格 4,180円

女性
向け

676601

