




A Tiffany Christmas 
Photographs by Roe Etheridge



Some gifts are big.  
Some gifts, quite small. 
Some are a kind gesture. 
Others, a declaration. 

But anything that arrives 
in a Blue Box makes  

the holiday brighter, 
more beautiful and 

definitely more exciting.

If you’re going to  
dream in color, it should 

always be blue.

 プラチナ ピアス [ダイヤモンド] 



 ティファニー ソレスト ピアス、ティファニー ビクトリア™
ピアス [ダイヤモンド、プラチナ] 

  ティファニー ボックス [スターリングシルバー]、
プラチナ リング [ダイヤモンド]



  ティファニー T Tw o ペンダント [ダイヤモンド、
18 K イエローゴールド、18 K ホワイトゴールド]

  ティファニー T Tw o リング [ダイヤモンド、
18 K イエローゴールド、18 K ローズゴールド]



 ティファニー T スクエア ブレスレット 
 [ダイヤモンド、18Kローズゴールド] 





  ティファニー T バングル、ティファニー メトロ バングル [ダイヤモンド、
18 K イエローゴールド、18 K ホワイトゴールド、18 K ローズゴールド] 



ティファニー T スマイル ペンダント [18 K イエローゴールド、
18 K ローズゴールドにダイヤモンド]



ティファニー フルール ド リス ピアス、リング 
[ダイヤモンド、18 K ローズゴールド、プラチナ] 



パロマ・ピカソ™ グラフィティ ペンダント [18Kローズゴールド、 
18Kローズゴールドにダイヤモンド] Original  

designs copyrighted by Paloma Picasso.



パロマ メロディ バングル、リング [ダイヤモンド、18 K ローズゴールド、
18 K ホワイトゴールド] Orig inal desig ns copyrig hted 

by Paloma Picasso. 



ティファニー ハードウェア トリプル ドロップ ピアス 
[18 K イエローゴールド] 

ティファニー ハードウェア ボール リング [スターリングシルバー、
18 K イエローゴールド、18 K ローズゴールド、18 K ホワイトゴールドにダイヤモンド]



ティファニー ハードウェア グラジュエイテッド 
リンク ネックレス [18 K イエローゴールド]

ティファニー ハードウェア ボール ペンダント 
[スターリングシルバー、18 K イエローゴールド、18 K ローズゴールド]



ティファニー ハードウェア ラップ ブレスレット 
[18Kイエローゴールド] 





  エルサ・ペレッティ™ ダイヤモンド バイ ザ ヤード™ スプリンクル ネックレス、
ペンダント [18 K イエローゴールド、18 K ローズゴールド、プラチナ] 

Orig inal desig ns copyrig hted by Elsa Peretti. 



エルサ・ペレッティ™ コレクション オープンハート ペンダント 
[ダイヤモンド、スターリングシルバー、18 K イエローゴールド、18 K ローズゴールド] 

ダイヤモンド フープ リング [18 K ローズゴールド、プラチナ] 
Orig inal desig ns copyrig hted by Elsa Peretti.



ティファニー インフィニティ、ティファニー ボウ、ティファニー フルール ド リス、
ティファニー メトロ バングル [ダイヤモンド、18 K ホワイトゴールド]  



ティファニー シュランバージェ™ 16 ストーン リング 
[ダイヤモンド、プラチナ、18 K イエローゴールド] 



ティファニー ビクトリア™ ネックレス、リング 
[ダイヤモンド、プラチナ] 



  ティファニー ビクトリア™ リング [ダイヤモンド、プラチナ]、
ティファニー ソレスト、ティファニー エンブレイス™ ダイヤモンド 

  バンド リング  [プラチナ、18 K ローズゴールド] ティファニー ソリティア ダイヤモンド ピアス [プラチナ]



ティファニー ビクトリア™、ティファニー フルール ド リス、
ティファニー ソレスト、ティファニー ソリティア、

ハート ペンダント [ダイヤモンド、プラチナ]



 ティファニー ビクトリア™ キー ペンダント [ダイヤモンド、ルビー、 
 プラチナ] 、プラチナ チェーン、チェーンは別売りです。





  ティファニー ビクトリア™、ティファニー ジャズ™、
ティファニー プリンセスカット ダイヤモンド ブレスレット 

[ダイヤモンド、プラチナ]



  エルサ・ペレッティ™ カラー バイ ザ ヤード ペンダント、
ピアス [ダイヤモンド、カラー ジェムストーン、スターリングシルバー] 

Orig inal desig ns copyrig hted by Elsa Peretti.  フープ ピアス [ダイヤモンド、プラチナ]



 フープ ピアス [ダイヤモンド、プラチナ]
  ティファニー ソレスト リング [ダイヤモンド、 

イエローダイヤモンド、カラー ジェムストーン、プラチナ]





ティファニー レター ペンダント [ダイヤモンド、プラチナ]
  ティファニー ソレスト リング [ダイヤモンド、

イエローダイヤモンド、カラー ジェムストーン、プラチナ]



スターリングシルバー ペーパー カップ 2個セット、ボーンチャイナ 
ペーパー カップ 2個セット、ティファニー サークレット 

  ネックレス [ダイヤモンド、プラチナ]、文字入れの詳細については、
Tiffany.comでご覧ください。



ティファニー インフィニティ ペンダント [18 K ローズゴールド]、
リング [18 K ローズゴールドにダイヤモンド]



 Tiffany Sav e the W ild ブローチ [18 K ローズゴールドにダイヤモンド、
スターリングシルバーにツァボライト] Tiffany Sav e the W ild ブローチ 

 [パヴェダイヤモンド、18 K ホワイトゴールド]、一部の国・地域のみでのお取り扱いとなります。   
 チャームもご用意がございます。

 
ティファニーは、Tiffany Sav e the W ild コレクションの売上利益の

100%をSav e the Elephantsと野生動物保護ネットワークの
 共同イニシアチブであるエレファント・クライシス・ファンドに寄付いたします。



 ティファニー チャーム [スターリングシルバー、 
18Kイエローゴールド]、クラスピング リンク ブレスレット  

[スターリングシルバー]、ブレスレットは別売りです。





リターン トゥ ティファニー™ ペンダント 
[スターリングシルバー、スターリングシルバーにダイヤモンド]



 ティファニー チャーム：タグ（ミニ&ミディアム） [スターリングシルバー、
18 K イエローゴールド、18 K ローズゴールド]、

チェーンは別売りです。リターン トゥ ティファニー™ ペンダント 
 [スターリングシルバー]、文字入れの詳細については、

Tiffany.comでご覧ください。
 リターン トゥ ティファニー™ ハート タグ ブレスレット

[スターリングシルバー]



 カラー ブロック デザイン [グレイン カーフスキン レザー]、
リターン トゥ ティファニー™ ラブ キーリング [スターリングシルバー]



アワーグラス [マウスブロー グラス、アメリカン 
ウォールナット、スターリングシルバー]



セーフティー ピン キーリング、「 G ood」と「Bad」のカフリンクス 
  [スターリングシルバー] 、パロマ グルーブ ワイド リング [チタン] 、

Orig inal desig ns copyrig hted by Paloma Picasso.
トレッド プレート マネークリップ [スターリングシルバー] 



  エルサ・ペレッティ™ ビーン デザイン カフリンクス [スターリングシルバー]、
エルサ・ペレッティ™ ペン、エターナル サークル キーリング、ハート ボックス 

[スターリングシルバー] 、Orig inal desig ns copyrig hted 
by Elsa Peretti. 



  ハンドウォーブン バードネスト [スターリングシルバー]、
ティファニー ブルーのポーセリン エッグ、プラチナ リング 

[ダイヤモンド、アクアマリン] 



ティファニー メトロ 2-ハンド 28mm ウォッチ 
 [ダイヤモンド、ステンレススチール]





  ティファニー フィグ キャンドル 手彫りガラス容器入り、
  ポーセリン カラーブロック ヴィド・ポシェ 4 個セット、
ティファニー ソリティア ダイヤモンド ピアス [プラチナ]



ティファニー オードパルファム 75ml 限定ボックス入り 



プラチナ リング [ダイヤモンド、カラー ジェムストーン] 



ティファニー® セッティング、ティファニー 
エンブレイス™ ダイヤモンド バンドリング [プラチナ]



 ティファニー アンド カンパニーは、環境保護活動を道徳的義務ならびに社会的責任であると考えます。 
 本カタログには、「森林管理協議会 ® ( FSC ®  )」の認証を受けた用紙が使用されています。 

 用紙の原料には、環境保全基準および社会経済的基準に準拠する、慎重に管理された森林で、 
 適切な方法で採取された繊維が使用されています。

 TIFFANY ®、TIFFANY & CO.®、T&CO.®、リターン トゥ ティファニー ™、ティファニー ビクトリア ™、 
 ティファニー ® セッティング、ティファニー ジャズ ™、TIFFANY EMBRACE ®、TIFFANY & CO. 

シュランバージェ、ティファニー ブルー ボックス ™、ならびにティファニー ブルーの色とマークは米国およびその 
 他の国において、ティファニー アンド カンパニーとその関係会社の商標または登録商標です。 

但し書きのない限り、デザインは全てティファニー アンド カンパニーの著作権です。Elsa Peretti ® 
およびDiamonds by the Yard ® はエルサ・ペレッティの商標です。Elsa Peretti  

はエルサ・ペレッティの商標です。Paloma Picasso ® およびパロマ グルーブは、パロマ・ピカソの 
商標です。Paloma Picasso はパロマ・ピカソの商標です。店舗によっては掲載商品の 

 お取り扱いがない場合がございます。写真技法上、実際のサイズと若干異なる場合があります。

©2017, Tiffany and Company. JPH17




