
SANKO STEAM
accessories



SSG-004 SS-103

SSG-005 SS-104

SSG-002 SS-101

SSG-003 SS-102

商品コード 商品コード

SSG-001 SS-100

価格（税抜） 価格（税込）

¥30,000 ¥32,400

SSG-010 SS-109

SSG-011 SS-110

SSG-008 SS-107

SSG-009 SS-108

SSG-006 SS-105

SSG-007 SS-106

¥30,000 ¥32,400

¥30,000 ¥32,400

SSG-016 SS-115

SSG-017 SS-116

SSG-014 SS-113

SSG-015 SS-114

SSG-012 SS-111

SSG-013 SS-112

¥30,000 ¥32,400

¥30,000 ¥32,400

SS-121

SS-122

SS-119

SS-120

SSG-018 SS-117

SSG-019 SS-118

¥18,000 ¥19,440

SS-127

SS-128

SS-125

SS-126

SS-123

SS-124

価格（税抜） 価格（税込）

¥30,000 ¥32,400 ¥10,000 ¥10,800

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥6,500 ¥7,020

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥6,500 ¥7,020

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥6,500 ¥7,020

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥6,500 ¥7,020

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥6,500 ¥7,020

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥30,000 ¥32,400 ¥6,500 ¥7,020

¥3,500 ¥3,780

¥12,000 ¥12,960 ¥3,500 ¥3,780

¥3,500 ¥3,780

¥3,500 ¥3,780

¥3,500 ¥3,780

¥3,500 ¥3,780

¥3,500 ¥3,780

¥3,500 ¥3,780

¥3,500 ¥3,780

¥3,500 ¥3,780

¥3,500 ¥3,780

¥3,500 ¥3,780

SS-129 ¥3,500 ¥3,780

SS-130 ¥3,500 ¥3,780

SS-131 ¥3,500 ¥3,780

SS-132 ¥3,500 ¥3,780

SS-133 ¥3,500 ¥3,780

SS-134 ¥3,500 ¥3,780



￥30,000(税抜）　\32,400（税込）

SSG-001 / ヘアクリップ

￥30,000(税抜）　\32,400（税込）

SSG-002 / ヘアクリップ

￥30,000(税抜）　\32,400（税込）

SSG-003 / ネクタイピン

￥30,000(税抜）　\32,400（税込）

SSG-005 / ヘアクリップ

SSG-004 / ネクタイピン

￥30,000(税抜）　\32,400（税込）

真鍮色　特殊コーティング 無色　塗装なし
SSG-006 / ネクタイピン

￥30,000(税抜）　\32,400（税込）

真鍮色　特殊コーティング 真鍮色　特殊コーティング

真鍮色　特殊コーティング 真鍮色　特殊コーティング



無色　塗装なし
SSG-007 / ネクタイピン SSG-008 / ネクタイピン

無色　塗装なし
￥30,000(税抜）　\32,400（税込） ￥30,000(税抜）　\32,400（税込）

SSG-009 / ヘアクリップ SSG-010 / ヘアクリップ

￥30,000(税抜）　\32,400（税込） ￥30,000(税抜）　\32,400（税込）

SSG-011 / ヘアクリップ

無色　塗装なし 無色　塗装なし

無色　塗装なし 真鍮色と無色の混合
SSG-012 / ネクタイピン

￥30,000(税抜）　\32,400（税込） ￥30,000(税抜）　\32,400（税込）



￥30,000(税抜）　\32,400（税込） ￥18,000(税抜）　\19,440（税込）

￥30,000(税抜）　\32,400（税込） ￥30,000(税抜）　\32,400（税込）

SSG-017 / ネックレス SSG-018 / ネックレス
無色　塗装なし 真鍮色と無色の混合

真鍮色と無色の混合 真鍮色と無色の混合

真鍮色　特殊コーティング 真鍮色　特殊コーティング

SSG-013 / ネクタイピン SSG-014 / ヘアクリップ

￥30,000(税抜）　\32,400（税込） ￥30,000(税抜）　\32,400（税込）

SSG-015 / ネックレス SSG-016 / ネックレス



無色　塗装なし
￥12,000(税抜）　\12,960（税込）

SSG-019 / イアリング



￥6,500(税抜）　\7,020（税込）

SS-100 / ネックレス SS-101 / ネックレス
￥10,000(税抜）　\10,800（税込） ￥6,500(税抜）　\7,020（税込）

SS-102 / ネックレス SS-103 / ネックレス
￥6,500(税抜）　\7,020（税込）

SS-104 / ネックレス SS-105 / ネックレス
￥6,500(税抜）　\7,020（税込） ￥6,500(税抜）　\7,020（税込）



↑SOLD OUT

SS-106 / ネックレス SS-107 / ネックレス
￥6,500(税抜）　\7,020（税込） ￥6,500(税抜）　\7,020（税込）

SS-110 / ネックレス SS-111 / ネックレス

SS-108 / ネックレス SS-109 / ネックレス
￥6,500(税抜）　\7,020（税込） ￥6,500(税抜）　\7,020（税込）

￥6,500(税抜）　\7,020（税込） ￥6,500(税抜）　\7,020（税込）



￥6,500(税抜）　\7,020（税込） ￥6,500(税抜）　\7,020（税込）

SS-112 / ネックレス SS-113 / ネックレス
￥6,500(税抜）　\7,020（税込） ￥6,500(税抜）　\7,020（税込）

SS-114 / ネックレス SS-115 / ネックレス

SS-116 / ネックレス SS-117 / ネックレス
￥6,500(税抜）　\7,020（税込） ￥3,500(税抜）　\3,780（税込）



SS-118 / ネックレス SS-119 / ネックレス

￥3,500(税抜）　\3,780（税込） ￥3,500(税抜）　\3,780（税込）

￥3,500(税抜）　\3,780（税込） ￥3,500(税抜）　\3,780（税込）

SS-123 / ネックレスSS-122 / ネックレス
￥3,500(税抜）　\3,780（税込） ￥3,500(税抜）　\3,780（税込）

SS-120 / ネックレス SS-121 / ネックレス



SS-126 / ピアス SS-127 / ピアス

SS-128 / イアリング SS-129 / ピアス
￥3,500(税抜）　\3,780（税込） ￥3,500(税抜）　\3,780（税込）

￥3,500(税抜）　\3,780（税込） ￥3,500(税抜）　\3,780（税込）

SS-124 / ピアス SS-125 / ピアス
￥3,500(税抜）　\3,780（税込） ￥3,500(税抜）　\3,780（税込）



↑SOLD OUT

SS-134 / ヘアゴム
￥3,500(税抜）　\3,780（税込）

SS-132 / ヘアゴム SS-133 / ヘアゴム
￥3,500(税抜）　\3,780（税込） ￥3,500(税抜）　\3,780（税込）

SS-130 / ヘアゴム SS-131 / ヘアゴム
￥3,500(税抜）　\3,780（税込） ￥3,500(税抜）　\3,780（税込）






























