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Boutonniere
ブートニエルとは、「花飾り」。
結婚式で、新婦はブーケを持ち、新郎はブーケと同じ花
を１輪ジャケットの左襟上部にあるホールに挿します。
元々、軍服をもっと楽に着るためにと現在の襟付き
の形になったのですが、このホールは第１ボタン
穴の名残だそうです。そこに花を挿す様になり
現在では「フラワーホール」と呼ばれています。
近年この「花飾」は、フエルトなどの色んな
素材で表現されています。

現在「ブートニエル」という名称で、メンズアクセサリー
として毎日の着こなしに定着し、皆様のファッション
をより楽しく、よりハイセンスに着飾ります。

PINCTADAでは、真珠の母貝である
白蝶、黒蝶、茶蝶貝を中心に水牛、
コロッゾナット、黒檀など天然素材で
作成した、世界唯一のブートニエル
を皆さまにご提供しております。

生花を挿すほど気取らず、さりげなく、
日常使いから使い始めてください。

クールビズが定着し、メンズファッ
ションはネクタイを外しただけの
スーツ姿からジャケット、パンツ、
シャツと色華やかにコーディネー
トする時代となりました。

そこに、PINCTADAのアクセサリー、
カシミアスカーフ、シェルボタンで更に
グレードアップをしていただけますよう
満足いく商品をご提案いたします。
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＊本製品は、真珠の母貝である白蝶、黒蝶、茶蝶貝を切り出し１つずつ手加工

＊その他、ご質問は販売店へお問い合わせください。
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　で仕上げてます。また、天然素材ですので、色艶に違いがあります。

20MM

#PIC1-WW

#PIC2-WB

#PIC3-WB #PIC4-WB

#PIC5-WB

#PIC1-BW

#PIC2-BW

#PIC3-BW #PIC4-BW

#PIC5-BW
ブートニエル ラペルピン

#PIC1-WB #PIC1-WBR #PIC1-BB #PIC1-BBR

#PIC1-BRW #PIC1-BRB #PIC1-BRBR

白蝶貝

黒蝶貝＊上記貝パーツをブートニエルかラペルピンに加工して提供いたします。

Real Shell Boutonniere & Lapel-Pin
シェル・ブートニエル＆ラペルピン

All items are made by Mother of Pearl shell, White,Black,Brown. Please select item number and 
choose whether you like Boutonniere or Lapel-Pin style

#PIC2-BRW

#PIC3-BRW #PIC4-BRW

#PIC6F-W #PIC6F-B #PIC6F-BR #PIC6C-W #PIC6C-B #PIC6C-BR

#PIC6-WW #PIC6-WB #PIC6-WBR #PIC6-BW #PIC6-BB #PIC6-BBR

#PIC6-BRW #PIC6-BRB #PIC6-BRBR

#PIC7-BW #PIC7-BB #PIC7-BBR

#PIC7-WW #PIC7-WB #PIC7-WBR

#PIC7-BRW #PIC7-BRB #PIC7-BRBR
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＊本製品は、真珠の母貝である白蝶貝を切り出し１つずつ手加工で仕上げてます。また、天然

＊その他、ご質問は販売店へお問い合わせください。
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　素材ですので、色艶に違いがあります。

Real Shell Boutonniere+Semi-Precious Stone
20MMシェル・ブートニエル +パワーストーン

＊All items are made by White Mother of Pearl shell with Semi-Precious stones 
  Koyoto Opal is synthetic opal produced by Kyocera in Kyoto.

#PIC1-AMETHYST

#PIC1-ROSE-Q

#PIC1-FLOURITE

#PIC1-LAPIS

#PIC1-CARNELIAN

#PIC1-TIGER EYE

（白蝶＋アメジスト）

（白蝶＋ローズ・クオーツ）

（白蝶＋フローライト）

（白蝶＋ラピス・ラズリ）

（白蝶＋カーネリアン）

（白蝶＋タイガー・アイ）

#PIC1-KOP-YEL #PIC1-KOP-GRN #PIC1-KOP-PIK #PIC1-KOP-NVY

高貴な色を表す紫色をしたアメジストは霊性の高い石とされ、

マイナスのエネルギーをプラスに変える効果があるといわれ

ています。第六感を高めて、邪悪なものから身を守るお守り

としての効果も期待でき、「愛の守護石」として大切な人との

心の絆を深め、真実の愛を守り抜く強さを育むともされます。

無条件の愛をテーマにした、愛と美の星「ヴィーナス」を象徴

し、女性の美を輝かせ、恋の成就に絶大な効果を発揮するとさ

れます。新しい出会いとチャンスを与えてくれ、精神的な潤い

をもたらし、愛を大切に育てるパワーを吹き込んでくれるで

しょう。結婚へと発展させたいと願う人にもおすすめの石です。

洞察力や決断力を養い、最良の決断へと導き、仕事運や金運を

高めて願望の成就をサポートしてくれる効果があるといわれて

います。物事の本質を見極める力を与えるとされ、新規に事業

をはじめる人や、拡大を考えている人、新しいことにチャレン

ジしようとする人に豊かな実りをもたらしてくれるでしょう。

「幸運を招く石」といわれ、邪気を退け、正しい判断力を高め、

最高の幸運を呼び寄せてくれるとされる最古のパワーストーン

です。運が落ちていると感じたとき、進むべき道に迷いが生じ

たときなどに身につけるとよいでしょう。目先の結果にこだわ
らず、持ち主にとって正しい方向へ導いてくれるでしょう。

精神を集中させ、直感力を高め、問題を抱えて出口が見えない

人に、未来への指標を示してくれる希望のパワーをもつといわ

れます。集中力や記憶力を高め、理解力を深めて学習すること

をサポートしてくれるでしょう。特に、グリーンは思考力を

アップさせ、精神面での成長をサポートしてくれるといいます。

カーネリアンは、達成したい目標があるとき、積極性を高めて

迷いを振り切り、希望を達成するための勇気を授けてくれるで

しょう。新規に事業をはじめようとする人や、転職を決意して

いる人に力強いサポートをしてくれるとされ、新たなことを始

めるときに遭遇するトラブルや不安を突破させるといいます。

＊パワーストーンに記載されている石の持つ効力については、一般的に謳われているもので、
必ず効果があるというものでありません。

京の都で産声をあげ、55年余りの企業の匠の技と、古都の水と空気を見事に融合させることで、
七彩の輝きを放つ京都オパールはそうっと静かに育まれます。PINCTADAの白蝶ブートニエルと
京都オパールのコラボ商品です。

※京都オパールは、京セラが装飾用素材として展開しているカラーオパールなどの合成オパールを総称した愛称です。
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木製ブートニエルWood+Shell Boutonniere 

水牛の角に蝶貝を施しています。ベースの水牛はマーブル調の色目が混ざり合ったものとなり、混ざりが少ないか

水牛 +シェル・ブートニエルBuffalo Horn + Shell Boutonniere

#PWB1-SW #PWB1-SB #PWB1-SBR

#PWB1-KBR#PWB1-KB#PWB1-KW

All items are made by Ebony and Nyatoh wood with White/Black/Brwon MOP Shell. 
木製ブートニエルは、黒檀（焦茶）と南洋桜（赤褐色）をベースに、白／黒／茶蝶貝を中心に添えて作られています。

size:20mm

#PWB2-SW #PWB2-SB #PWB2-SBR

#PWB2-KBR#PWB2-KB#PWB2-KW

size:20mm

#PHR1-WW
#PHR1-WB

(White Horn + White MOP Shell)

(White Horn + Black MOP Shell)

#PHR1-WMW
#PHR1-WMB

(White Marble Horn + White MOP Shell)

(White Marble Horn + Black MOP Shell)

#PHR1-BW
#PHR1-BB

(Black Horn + White MOP Shell)

(Black Horn + Black MOP Shell)

#PHR1-BMW
#PHR1-BMB

(Black Marble Horn + White MOP Shell)

(Black Marble Horn + Black MOP Shell)

#PHR1-WW

#PHR1-WB

#PHR1-WMW

#PHR1-WMB

#PHR1-BW

#PHR1-BB

#PHR1-BMW

#PHR1-BMB

多いかで品番分けしております。写真にある各品番 10 個の違いが発生いたしますのでご了承ください。

Buffalo horn Boutonnieres are decorated with Mother of Pearl shells. The base horns are a mixture of marble 
pattern, and are classified by product number depending on whether the mixture is small or large. Please note
that there will be 10 differences between each part number in the picture.

size:20mm
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ビンテージナット・ブートニエル

＊本製品は、コロッゾ・ナットから製品を加工しております。天然素材のため色艶がそれぞれ異なります。
＊その他、ご質問は販売店へお問い合わせください。
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Vintage Corozo Nut + Shell Boutonniere

コロッゾ・ナットは、南米エクアドル原産タグア椰子の種子で、別名「象牙椰子

い商品として PINCTADAのみがご提供するアイボリーナットの究極の逸品です。
も数十年という年月を経過して自然に色がついたビンテージナットは他国にも無

（アイボリーナット）」と呼ばれるほど採れたての種子は象牙色をしており、その

自然の風合い、手触りがよく古くからボタンや装飾品に加工されています。中で

経年 50年

経年 30 年

経年 10 年

#PCN1-50W #PCN1-50B #PCN1-50BR

#PCN1-30W #PCN1-30B #PCN1-30BR

#PCN1-10W #PCN1-10B #PCN1-10BR

Corrozzo Nut is a seed of Tagua palm native originating in Ecuador, South America.

10 Years

30 Years

50 Years

Also it is known as "ivory palm, freshly picked seeds are ivory colored. It has been
used for buttons and accessories for a long time cause for natural texture and handiness.
Vintage Nuts naturally colored after years of decades are the ultimate gem of ivory nuts
as 50, 30, and 10 years provided only by PINCTADA as products not found in others.

＊This product is made by Corrozzo and colors are different for natural materials.
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#PCN1-C01W

Corozo Nut + Shell Boutonniere コロッゾナット・ブートニエル

Using natural Corozo Nuts, it has some diffrence finishing for color, polish,and grain design.

＊コロッゾ・ナットから製品を加工しております。天然素材のため、色艶、木目がそれぞれ異なります。

＊その他、ご質問は販売店へお問い合わせください。

#PCN1-C01B #PCN1-C01BR #PCN1-C06W #PCN1-C06B #PCN1-C06BR

#PCN1-C68W #PCN1-C68B #PCN1-C68BR #PCN1-C46W #PCN1-C46B #PCN1-C46BR

#PCN1-C155W #PCN1-C155B #PCN1-C155BR #PCN1-C170W #PCN1-C170B #PCN1-C170BR

#PCN1-C275W #PCN1-C275B #PCN1-C275BR #PCN1-C425W #PCN1-C425B #PCN1-C425BR

#PCN1-C545W #PCN1-C545B #PCN1-C545BR #PCN1-C550W #PCN1-C550B #PCN1-C550BR

#PCN1-C635W #PCN1-C635B #PCN1-C635BR #PCN1-C875W #PCN1-C875B #PCN1-C875BR

#PCN1-C950W #PCN1-C950B #PCN1-C950BR #PCN1-C955W #PCN1-C955B #PCN1-C955BR
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フエルト・ブートニエル

P.07

BUTO-25mm

BUTO-20mm

#25-1W

#25-1B

#25-5W#25-4W#25-3W#25-2W

#25-5B#25-4B#25-3B#25-2B

#20-6W #20-7W #20-8W #20-9W #20-10W

#20-11W #20-12W #20-13W #20-14W #20-15W #20-16W

#フエルト＋白蝶

navy/brownish navy/pink beige/olive navy/grey pink/light blue

#20-6B #20-7B #20-8B #20-9B #20-10B
navy/brownish navy/pink beige/olive navy/grey pink/light blue

dark green/green yellow/light green blue/light blue rose pink/pink white/prussian bluebordeaux/off-white

#20-11B #20-12B #20-13B #20-14B #20-15B #20-16B
dark green/green yellow/light green blue/light blue rose pink/pink white/prussian bluebordeaux/off-white

#25-1BR #25-5BR#25-4BR#25-3BR#25-2BR

#20-6BR #20-8BR #20-9BR
navy/pink pink/light blue

dark green/green yellow/light green blue/light blue rose pink/pink white/prussian bluebordeaux/off-white

#20-7BR #20-10BR
navy/brownish beige/olive navy/grey

#20-11BR #20-12BR #20-13BR #20-14BR #20-15BR #20-16BR

Felt+Shell Boutonniere

#FELT+WHITE MOP

#フエルト＋黒蝶
#FELT+BLACK MOP

#フエルト＋茶蝶
#FELT+BROWN MOP

#フエルト＋白蝶
#FELT+WHITE MOP

#フエルト＋黒蝶
#FELT+BLACK MOP

#フエルト＋茶蝶
#FELT+BROWN MOP
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フエルト・ブートニエル＋ゴムカフス

＊P-07のフエルトブートニエルにゴムカフス３型を同等の配色でセットしました。

＊その他、ご質問は販売店へお問い合わせください。

P.8

C-CH3/10x10mm

CH4/14x10mm

CH6/20x10mm

BOUTO-20-6 BOUTO-20-7 BOUTO-20-8

BOUTO-20-9 BOUTO-20-10 BOUTO-20-11

BOUTO-20-12 BOUTO-20-13 BOUTO-20-14

BOUTO-20-15 BOUTO-20-16

＊上記品番にセンターパーツの白蝶 (W)、黒蝶 (B)、茶蝶 (BR)を選び、右下のゴムカフス３型
(C-CH2, CH4, CH6)から１型お選びください。P-07品番＋C-CH3/CH4/CH6 でも結構です。

Felt Boutonniere with Crest Cuff-Links

＊Select Felt Boutonniere from page 07 and choose Crest Cuff-Links from above 3 types
(C-CH#/CH4/CH6). Suppling setting color boutonniere and cuff-liks.
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カラーカスタマイズセット

P.09

Color Custmaize Boutonniere

#BUTO-20-8

#BUTO-20-16

#BUTO-20-24

24 色からお好きな 8色のフエルトパーツと

Select 8 colors from 24 colors felt and

2 色の貝パーツをお選びいただけます。全部 

select 2 colors center shell parts. Total

24 色からお好きな 16 色のフエルトパーツと

Select 16 colors from 24 colors felt and

全 3 色の貝パーツがセットされています。全部

set full 3 colors center shell parts. Total

全 24 色のフエルトパーツと全 3色の貝パーツ

All 24 colors felt and 3 colors center 
shell parts set.Total 1,656 pattern color

がセットされています。全部で 1,656 パターン

で 112 パターンの色合わせを楽しめます。

112 pattern color cordinate you can enjoy!

で 720 パターンの色合わせを楽しめます。

720 pattern color cordinate you can enjoy!

の色合わせを楽しめます。

cordinate you can enjoy!

24 FELT COLORS

#300W

#63

#42

#M08

#52

#75(Ai-Navy)

#300B(Black)

#3100 #3101 #3108#3109#3110 #3120

#3204 #3208(Navy)#3212

#3306 #3400 #3502 #3507

#3601#3603#3608

#BMIX

3 SHELL COLORS WHITE MOP
白蝶貝

BLACK MOP
黒蝶貝

BROWN MOP
茶蝶貝
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＊センターパーツの貝にレイーザーで刻印を施し、オリジナルのブートニエルが作成できます。

＊その他、ご質問は販売店へお問い合わせください。

Semi-Order Boutonniere

＊小口手数料が必要ですが、１個から作成可能です。

The laser logo can be engraved on the center shell part to create an original boutonniere.
It can be create from one piece with small handling charge.

Display Kit

商品番号：DSP-28 商品番号：DSP-50 商品番号：DSP-100
(20〜28pcs) (30〜50pcs) (50~100pcs)

＊ディスプレイ用として３サイズのケースにお好みのブートニエルをセットできます。

Prepare 3 sizes of display box that you can select your favorite boutonniere.

　通常、PINCCTADA ロゴ入り化粧箱に商品を

All boutonniere is put in the PINCTADA

お入れしますが、ロゴなしをご希望の場合、
左にある３色のケースもお選びできます。

original box, but you can choose the 
case with 3 colors on the left picture
if you want no logo case



シャツ、 ブラウスボタンの裏に U 字形のパーツを差し込み、 その上に HUGRACE を被せ、 カチッ！と音がしたら装着完了です。

今までにない新たなアクセサリーです。 既存のシャツ、 ブラウスのボタンに簡単に取り付けられて、 より素敵に貴方を着飾ります。

Put a U-shaped part in the back of the shirt or blouse button, cover HUGRACE on it, 
When it gets sound click it! , installation is completed.

P.11



Real Shell Collection

PHB-01
c/#WW

PHB-01
c/#BW

PHB-01
c/#BRW

PHB-02
c/#WB

PHB-02
c/#BW

PHB-02
c/#BRB

PHB-03
c/#WB

PHB-03
c/#BW

PHB-03 PHB-04
c/#WB

PHB-04
c/#BW

PHB-04
c/#BRW

PHCV-01

PHB-06F
c/#W

PHB-06F
c/#B

PHB-06F
c/#BR

PHB-06C
c/#W

PHB-06C
c/#B

PHB-06C
c/#BR

PHB-06
c/#WW

PHB-06
c/#BW

PHB-06
c/#BRW

c/#BRW

PHB-01
c/#WB

PHB-01
c/#BB

PHB-01
c/#BRB

PHB-01
c/#WBR

PHB-01
c/#BBR

PHB-01
c/#BRBR

PHCV-02 PHCV-03 PHCV-04 PHCV-05 PHCV-06 PHCV-07 PHCV-08 PHCV-09

PHB-06
c/#WB

PHB-06
c/#WBR

PHB-06
c/#BB

PHB-06
c/#BBR

PHB-06
c/#BRB

PHB-06
c/#BRBR

Tie Covered Collection

P.12Pinctada

Metal + Shell Collection

PHM-SW PHM-GW PHM-BWPHM-SB PHM-SBR PHM-GB PHM-GBR PHM-BB PHM-BBR

PHM-PW PHM-PB PHM-PBR Original Logo by Metal Coating+Laser 
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かぎ爪タイプ・シェルブートニエルアクセサリー
Shell Boutonniere Claw Type Accessories

白蝶貝ベース +黒蝶 (White MOP base+Black MOP)

黒蝶貝ベース +白蝶 (Black MOP base+Whtie MOP)

#PIC-TB-WB

All items are made by Mother of Pearl shell and Brass metal with rhodium plated finish 
全ての商品は、真珠の母貝である白・黒・茶蝶貝とロジウムメッキを施した真鍮金属パーツで作られています。

#PIC-TB-BRW

#PIC-TB-BW

 size: 55mm x 5mm Shell size: 18mm

#PICM1-WB

size: 18mm

#PICM1-BW

#PICM1-BRW

#WM17-PIN

#WM17-CUFF
WHITE MOP BLACK MOP BALCK-SIDE DESIGN

白蝶貝 黒蝶貝 裏面金属面

#BL17-PIN

#BL17-CUFF

#BR17-PIN

#BR17-CUFF
BROWN MOP
茶蝶貝

#PIC-CUFF-WB#PIC-CUFF-BW

CUFF LNKS カフスボタン

SHELL BOUTONNIERE シェル・ブートニエル

SHELL TIE BAR

#PIC-CUFF-WB

#PIC-CUFF-BW

シェル・タイバー

鳥足デザイン・シェルアクセサリー
Shell & Bird Feet Design Accessories

SHELL PINS シェル・ピンズ

 size: 15mm

SHELL CUFF-LINKS シェル・カフスリンクス
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＊ブレンド・エッセンシャルオイル（ベルガモット、ラベンダー、ローズマリー、シネオール使用）

＊その他、ご質問は販売店へお問い合わせください。

シェルブートニエル＋アロマShell Boutonniere+Aroma
商品番号：ARM2+Shell Boutonniere

3ml を専用ボトルにお入れして、アロマ用特殊パーツにオイルを２〜３滴垂らしご使用ください。

＊通常のシェル・ブートニエルのアロマ用（付属パーツ +不織布３枚付）もご準備しております。

It has 3ml Brend essential oil (Bergamot, Lavender, Rosemary, and Cineol)in bottole,
and fall a few drops in aroma special part in back side of Boutonniere.
Reguler type of shell boutonniere with aroma part available also.

Sterling Sliver Hand Made Bangle (Silver 925)

＊Silver 925 を使用。メッキを施さずシルバーの無垢な状態で仕上げました。表面はサテン仕上、

Use Sterling Silver (Silver 925). Finished in a reckless state of silver without plating. 

サイドと裏は鏡面仕上です。

＊日本の工房で１本ずつハンドメイドで作成しています。

The surface is satin-finished, and the side and back are mirror-finished.All made handmade 
one by one in Japan factory.
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ブートニエル +ポケットチーフ

商品番号 #PC1N +ブートニエル品番

＊ポケットチーフは日本製です。

＊その他、ご質問は販売店へお問い合わせください。

Setting Boutonniere + Pocket-Square

商品番号 #PC1W +ブートニエル品番
Item No.#PC1N + Boutonniere Item No. Item No.#PC1W + Boutonniere Item No.

Silk(シルク） 100% - 34 x 34cm Square（正方形）

Linen(麻） 100% - 42 x 42cm Square（正方形）

商品番号 #PC2W +ブートニエル品番 商品番号 #PC2B +ブートニエル品番
Item No.#PC2W + Boutonniere Item No. Item No.#PC2B + Boutonniere Item No.

商品番号 #PC2N +ブートニエル品番
Item No.#PC2N + Boutonniere Item No.

＊お好きなブートニエルを選んでセットできます。
＊複数のブートニエルセットも可能です。

Both pocket squares are made in Japan.
Select your favorite boutonniere to set them.
A few boutonnieres sets are also possible.
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商品番号 #SHOEHORN11C-D（水牛部分色濃・Dark brown to black shoehorn）

＊シューホーン部分は天然素材のため色にばらつきがありますので、細かい色のご希望には添いか

　ねますのでご了承ください。

＊PINCTADA ロゴ無しもご提供できますのでご注文時のその旨お伝えください。

P.16

#SHOEHORN11C-L（水牛部分色薄・Beigd to light brown shoehorn）

サイズ：革ハンドル約 10cm+ シューホーン部分約 11cm

＊その他、ご質問は販売店へお問い合わせください。

Buffalo Shoehorn  水牛製シューホーン

Size : Leather Handle about 10cm + Shoehorn about 11cm

Item No.

Select 3 color (D-dark, M-middle, L-light) and customize your favorite 6 colors Italian 

It has some color difference as natural handcraft shoehorn.
Available without logo “PINCTADA” in case inform when order without logo.

＊別料金で個人のお名前、ロゴの刻印も可能です。

Possible to engrave your own name or brand logo on shoehor as extra charge.

#SHOEHORN11C-M（水牛部分色中・Light to middle brown shoehorn）

#ITALIAN NAPPA LEATHER（イタリアンナッパレザー）

Nappa leather handle.

LIGHT

DARK

BURGUNDY RED MUSTARD BLUE NAVY BLACK

MIDDLE

＊シューホーンを D(Dark), M(Middle), L(Light) と皮ハンドル６色からの組み合わせができます。
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　真鍮という素材は、経年変化おすることによって、独特の深い味わい・色に

育っていきます。毎日使うものだからこそ、自分好みに育てられるアクセサリー

P.17

Brass Accessories  真鍮アクセサリー

「真鍮を育てる」という楽しみ
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FULL LINE UP
KHK-001-B

クリップ型チャーム

KHK-002-B

クリップ型チャーム

KCB-001-B

S 字カラビナセット

KCB-002-B

穴あきカラビナセット

KCB-003-B

小カラビナセット

KCB-004-B

変形カラビナセット

KSC-001-B

シャックル付き
スナップフックセット

KSC-002-B

シャックルセット

KSC-003-B

馬蹄シャックルセット

KKH-001-B

キーホルダーセット

KKH-002-B

キーホルダーセット

KKH-003-B

キーホルダーセット

KKH-004-B

キーホルダーセット

KKH-005-B

キーホルダーセット

KKR-001-B

28MM 鋳物丸カンセット

KKR-002-B

キーチャームセット

KKR-00-B

イカリチャームセット

KBG-001M-B

ドロップヘッド
バングル Mサイズ

KBG-001S-B

ドロップヘッド
バングル Sサイズ

KBG-002M-B

コラムヘッド
バングル Mサイズ

KBG-002S-B

コラムヘッド
バングル Sサイズ

KBG-003L-B

コラムヘッド
バングル Mサイズ

KMC-001-B

マネークリップ

KMC-002-B

マネークリップ

KMC-003-B

マネークリップ

KSH-001-B

シューホーン
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