
あなたが過ごす笑顔溢れる毎日 

きっかけのひとつであるように・・・ 

そんな想いを込めて僕らはものづくりをしています 

こころへ届けるJewelry & Accessories  Spring-of-Heart/スプリングオブハート 

  

これはひとつの【きっかけ】にすぎない ここから先はあなたの物語へと繋がってゆく・・・ 



本差しは【高楊枝】 

脇差は【スティックタイプの耳かき】となっている 

蒼き魂の志を表現。侍=武士は喰わねど高楊枝と 

ことわざがあるがそれは、決してやせ我慢や見栄を 

張るという意味ではなく貧しい境遇にあっても気位を 

高く持ち泰然としている 侍＝武士の姿をイメージ。 

己の志の向こう側へ到達し激しさ厳しさが消え 

こころ穏やかになった時 和：なごみ、へいわが 

訪れるのではないだろうか・・・ 

そんな想いをカタチにした高楊枝でござる。 

もちろん爪楊枝としても使用できるが果物を食べる 

程度がよきにてでござる。脇差はスティック 

タイプの耳かきとなり申しているでござる。 

この作品を身につけることによって 

侍=武士のこころを身に纏い 新たな志と共に 

一歩を踏み出し笑顔溢れる毎日の「糸口＝きっかけ」 

のひとつに ならるる事をこころより願うでござる。 

おぬしの身近にいるサムライ魂を持つ仲間への 

贈りものにも最適でござるよ。 

SAMURAI～誇り高き和の魂～ 

◆Body : silver＋brass 

◆item : Pendant/strap 

◆stone : – 

◆51,000【tax included /postage included 】 

◆最長：約66ｍｍ 最幅：約25ｍｍ 

首飾りとして身につける事はもちろんの事 

キーホルダーとして身につける事も可能でござる。 

また、鞘に戻す際は向きに注意が必要でござる。 

ちょっとキツイくらいで納めるでござるよ。 

【 現代を生きるサムライに捧ぐ 】 
い  ま 

※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。 



幼い無邪気なこころがこの作品を産んだ 

ある雨の降る深夜、窓辺にかかった子供たちのつくったてるてる坊主がふと目に入った。 

「それ」を作ることで「雨が止む」と 信じてやまない幼い無邪気な「こころ」 

（これできっと 明日はいい天気♪♪）と思いながら作ったであろう 

その”想いと行動”の姿を想像すると思わず笑顔になりました。そんな想いをカタチにしました。 

TellBell坊主～晴れわたるこころ模様～ 

◆Body : silver925 

◆item : Pendant/strap 

◆stone : – 

◆31,000【tax included /postage included】 

◆最長：約41.5ｍｍ 最幅：約18ｍｍ 

※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。 



silver925 

蒼い羽根は日本の伝統工芸、七宝を使用。七宝表面はマットな質感に仕上げており 

アロマ(エッセンシャル）オイルまたはマッサージオイルと併用して身につけ、 

香りも愉しめるよう現在試行を繰り返している。 

silver925+七宝 

七宝は一点一点色をのせて制作するため 

似た雰囲気にすることは出来るが 

同じものは存在しない一点ものとなっている。 

すべては真心と感謝の気持ちから始まる・・・ 

あなたが在るのはあたり前のように居てくれる 

家族・仲間・毎日の出来事が在るから 

幸運やこころの平和は 

足元に、目の前に、あなたの傍に在る 

今を、いまからを大切に、大切に過ごしてゆく 

そんな想いをカタチにしました。 

 

【大切なひと】と聞かれて想い浮ぶ人は誰ですか？ 

【 真心と感謝の気持ちを忘れない 】 

Breeze～幸運とこころの平和を運ぶ羽根～ 

◆Body : silver925+七宝焼き 

◆item : Pendant/strap 

◆stone : – 

◆38,000【tax included /postage included】 

◆最長：約55ｍｍ 最幅：約13ｍｍ 

※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。 



[ こころに宿った想いは声となって届けてくれる・・・ ] 

 

あの時 産まれてきたひとつの命 

僕らは産声をあげ ここに在る 

さぁ鳴らそう 届けよう その声を 

笑顔で届ける その想い 

そんな想いをカタチにした作品です。 

 

スポーツ・運動教室などの合図に♪ 

災害時などのお守りに 

汗を流しグランドを駆け回る 始まりの合図に♪ 

 

山登り などなど・・・ 

あなたの毎日のワンシーンに ”声” というホイッスルを 

加えてみてはいかがでしょう？ 

 

贈りものにもオススメです❤ 

Voice～ここに在る～ 

Voice～ここに在る～ 

◆Body : silver925 

◆item : Pendant/strap 

◆46,000【tax included /postage included 】 

◆最長：約43ｍｍ 最幅：約14.5ｍｍ 

しっかり銜え強く吹くと ピィッーと 

清々しい音色がする♪ 

数年前のある日のこと、家の前で遊んでいた子供たち、 

上の子は道路にチョークで落書きしたり、自転車乗ったりと楽しそうに遊んでる♪ 

そしてまだ歩くこともままならない 

ちいさな命が、シャボン玉を吹き、タンポポの種を”ふーっ”と飛ばした時 

あたりは歓声に包まれた♪♪ 

まだうまく身体を動かせない、うまく喋れない、そんなちいさな命がしている呼吸 

その呼吸でシャボン玉を吹き、タンポポの種を『笑顔』で飛ばす。 

ちいさくも輝くその姿は「命はここに在る」と高らかに証明している、そう思わせてくれた瞬間でした。 

【ちいさな命の呼吸が産んだのは ”声” という名の作品でした。】 

※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。 



贈りものにもオススメです❤ ◆最長：約43ｍｍ 最幅：約14.5ｍｍ 

【愛するひとはいますか？ 自分自身を愛していますか？】 

愛は与えるんじゃなくどれだけ受け取ってもらえるかだよね♪ 

たくさんの愛を与えても 

受け取ってもらえなければ伝わらないけれど 

たったひとつの愛だとしても 

受け取ってもらえたら 

最高に嬉しい♡ 

きっと永遠のテーマである” 愛 “は 

歳月を重ねるごとに 

その想いやカタチは 

あなたと共に常に変化し続ける♪ 

One Love～歩み寄り分かち合う～ 

アロマ(エッセンシャル）オイルまたは 

マッサージオイルと併用して身につけ、 

香りも愉しめる。 

オイルを一滴♪ 

One Love[Big Maria]～歩み寄り 分かち合う～ 

◆Body : silver925 

◆item : Ring 

◆stone: Blue Moon stone 

◆size: #5～#30 

◆32,000【tax included /postage included 】 

◆最長：約11ｍｍ 最幅：約11ｍｍ（薔薇） ♥共に肩を並べ歩んできた自分自身とも歩み寄り分かち合って欲しい♥ 

ブローチタイプも展開している 

花の名は【 Big  Maria 】 

※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。 

※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。 



【こころに誓った信念は傷つくことのない鉄壁の盾となる】 

 

これはその昔少数ながらも圧倒的な強さを誇る 

とある国の十二支騎士団の団長が 

嵌めていたとされる指環。 

彼らは何故それほどに強かったのか？ 

古き文献を辿り解ったこと・・・ 

彼らの強さの根源は ”信念=こころ” だった！！ 

こころに誓った願い事や目標、また夢をかなえる為に、 

また守るべきものを守ると誓った “こころの証” に身に着けてはいかかがですか？ 

信念とは、正しいと信じ、堅固に守る自分の考えで、 

目標や夢を実現、叶えるために大切な事だと言われています。 

信念が曲がると人生も曲がる、 

だから信念を真っ直ぐにすると人生も真っ直ぐになる。なんて話も耳にします。 

そして信念は貫いてゆくものです。 

目の前に壁が出来たとして、壁を避けようと右に左にと曲がったら、道も曲がって 

ゆく、だから少しづつでもいいから、その壁を貫いて進んでゆくのです。♪ 

そうすることで道は真っ直ぐに繋がってゆく。 

 

そんな素敵な信念を守るべきものにつかったら 

紛れもなく鉄壁の盾になるとSpring-of-Heartは思います。 

  

誰もが日々いろんな事と闘い、傷つき、疲れ果てても、それでも前へ、明日へと進んで行く。 

家族、仲間、大切な存在や想いを胸に立ち向かうその「信念」に傷ひとつない。 

そんな想いを騎士団長に重ね合わせカタチにしました。 

Faith Zero～とある国の騎士団長の指環～ 

◆Body : silver925 

◆item : Ring 

◆stone: - 

◆size: #6～#30 

◆9,800【tax included /postage included 】 

◆最長：約21ｍｍ 最幅：約20ｍｍ 
※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。 



【 あなたのこころの扉を解き放つ魔法の鍵  】 

さぁこころの扉を解き放つんだ！！扉のむこうに広がる 無限の可能性と好奇心 

その先には笑顔溢れる毎日が待っている♪新たなあなたの物語の扉を解き放て！！ 

鍵モチーフは古くから魔除けや幸福の扉を開くラッキーアイテムとして 

親しまれてきたモチーフで 

愛・冨・健康の象徴で、「希望への道を開く」「心の扉を開く」などの意味を持ち、 

ヨーロッパでは「私の鍵を預かって！」という意味でプロポーズにもよく使われるアイテムです。 

また鍵は「家」の入り口を示し、 

その家の富や健康、繁栄を呼び込むともいわれています。 

さらに１個の鍵は生活の道を開き、２個の鍵は富と健康の門を開くとの言い伝えがあります。 

お気に入りの鍵チャームを組合せて身につけたり、 

またユニセックスで使えるデザインなのでペアで持つのもオススメです。 

鍵は生活の中で様々な意味を持っています。 

玄関を開けたり、鍵のかかった何かを開けたり、安全にしまっておきたい大切なものを鍵をかけ 

保管したり、車、自転車の鍵を開けたり、閉めたりもしますね。 

ファンタジーの物語では 

宝箱を開ける為の鍵を探す長い旅に出掛け、鍵の存在抜きでは、 

物語が完結する事は出来ないでしょう。 

また、「成功へ導く鍵は一生懸命にやる事だ！」 

「この困難を打開する鍵は貴方が握っている！」とこんな言葉を耳にする事もあるでしょう。 

様々な用途や目的で鍵は使用されています。 

そして 鍵の歴史は非常に古く、紀元前2000年ごろに描かれた 

エジプトの壁画にも鍵が描かれているそうです。 

今作はそんな歴史から学びつつ【こころの扉】【可能性の扉】【笑顔溢れる毎日の扉】を 

開くなど、色や宝石などを用い想いをカタチにした作品になっています。 

Unleash～解き放たれるこころの扉～ 

◆Body : silver925+K18Gold parts 

◆item : Pendant/strap 

◆36,000【tax included /postage included 】 

◆stone : Garnet /ガーネット（勇気と挑戦の扉） 

◆最長：約57ｍｍ 最幅：約13ｍｍ 

※チェーン付き 

45.50.55ｃｍから

長さ選べます 

魅力と愛の扉 

希望と癒しの扉 

意志の強さと好機の扉 

感性と創造の扉 

始まりと調和の扉 

不屈と吸収の扉なども展開予定 

※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 



Silhouette～映しだされる命と証～ Pair set 

◆Body : silver925 

◆item : Pendant/necklace 

◆stone: CZ 7石 + Garnet 1石 

◆31,000【tax included /postage included 】 

◆最長：約35ｍｍ 最幅：約19ｍｍ 

【そして今 ふたりのシルエットが浮かび上がる 】 

【 様々な経験と成長の年月を経てふたりは出逢った 】 

【別々の場所に産まれ落ちた ふたつの雫は】 

homme femme 

影が映しだされるということは今、存在しているという証。 

そして影は光を受けないと現れないよね 

ほら あなたが居るから私も在るというように 

僕らの関係にも似た光と影の存在。 

ふたりを映すシルエットは  

命を灯す炎、互いを思いやる温かな光によって 

映しだされるんだ・・・ 

あなたが居るかわたしも在る。そんな想いをカタチにかえて 

※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 

※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。 



あなたが居るかわたしも在る。そんな想いをカタチにかえて 

【あなたの花を咲かせて欲しい】 

Bulb～こころの球根～ 

◆Body : silver925 

◆item : Pendant/necklace 

◆16,000【tax included /postage included 】 

◆stone : - 

◆最長：約10ｍｍ 最幅：約8ｍｍ 

【あなたも持っている  ”こころの球根”  】 

花は 太陽や空や大地などから恵みをもらい 

芽をだし花を咲かせるように 

それは ひとも同じことだろうと・・・ 

ちいさな球根は 

家族や仲間たち 自分に関わる 

すべての人物 すべての出来事から 

恵みをもらって花を咲かせるんだ！！ 

 

咲く花はそれぞれに違うだろうけど、僕らは日々たくさんの恵みをもらって 

大切な毎日を過ごしている。繰り返えし訪れる毎日が 

今以上にかけがえのない毎日に 

感じることが出来たならそれがこころの糧になってこころに花を咲かすことができる！！ 

Spring-of-Heartの 

symbol markにもなっている 

※仕様・価格などは予告なく変更する場合があります。 



  

◆Spring-of-Heartオフィシャルサイト 
http://spring-of-heart.com/ 

◆オンラインショップ 

https://kokoronoharu.handcrafted.jp/ 

◆こころ日記 
http://www.heart-diary.spring-of-heart.com/ 

◆Beans/想いの豆知識 
http://spring-of-heart.com/beans.html 

◆インスタグラム 

https://www.instagram.com/springofheart/ 
 

others 



こころへ届ける Jewelry & Accessories Spring-of-Heart 

Spring-of-Heartの作品をご覧いただきありがとうございます。 

いかがでしたか？そこに存在する物語や想い 

これらの物語や想いは身につけるあなたの物語へと繋がってゆきます。 

 

あなたの物語は、歳月を経て、次の世代へと受け継がれてゆきます。 

その際にあなたの想いを受け継ぐ方へ 想いと一緒に贈って頂ける指環・首飾り・装身具で在りたいと切に願います。 

 

Spring-of-Heartは千年後にも語り受け継がれる想いや物語をカタチにしたいと日々モノづくりをしています。 

今回紹介した作品も、そうでないものも、また今後うまれてくる作品もどうぞよろしくお願い致します。 

 

そして Spring-of-Heartの作品があなたの笑顔溢れる毎日の【きっかけのひとつ】になれることをこころより願っています。 


