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クリスタルコレクション ～晴れ姿～　300SQ 

表紙仕様　　レザー表紙　+　着物生地印刷　+　金盛加工
表紙色　　　白　カーキ
サイズ　　　305（H)　×　305（W)
ページ数　　10面　12面　14面　16面
　　　　　   Vマット製本

※着物生地に全てオリジナル印刷します。
　素材は高解像度にて撮影してください。

晴れ姿
□NEW

□NEW

絵柄の処 に々は盛り金彩の加工をあしらっております。
京都の伝統工芸技術が詰まった、
唯一無二の価値のある商品です。

※京都伝統の金盛加工

FUJI
CRYSTAL
PAPER ルナ ジャパン　300SQ

表紙仕様　　アクリル　+　Vマット　+　レザー
表紙色　　　白
サイズ　　　300（H）　×　300（W)
ページ数　　6P～60P

LUNA  JAPAN

注目！の新作アルバム2選！

Attention !  DESIGN ALBUM NEW LINE UP
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クリスタルコレクションⅠ ～アニバーサリー～　四切縦 

表紙仕様　　レザー表紙
表紙色　　　茶
サイズ　　　298（H)　×　240（W)
ページ数　　10面 Vマット製本
 

クリスタルペーパー仕様の高級ラインナップが登場

※デジタルアルバム・面種の変更はお問い合わせください

クリスタルコレクション シリーズCRYSTAL COLLECTION series

CRYSTAL COLLECTION 
-Anniversary-

-HANATABA-

-HIYORI-

Ⅰ

クリスタルコレクションⅢ ～花束～　四切横

表紙仕様　　アクリル　+　合板ウッド
表紙色　　　白
サイズ　　　250（H)　×　300（W)
ページ数　　10面 Vマット製本
 

CRYSTAL COLLECTION Ⅲ

クリスタルコレクションⅡ ～日和～　四切縦

表紙仕様　　アクリル　+　布
表紙色　　　黒
サイズ　　　298（H)　×　240（W)
ページ数　　10面 Vマット製本
 

CRYSTAL COLLECTION Ⅱ

-leather-
クリスタルコレクションⅡ ～レザー～　四切縦

表紙仕様　　アクリル　+　レザー
表紙色　　　白　　黒
サイズ　　　298（H)　×　240（W)
ページ数　　10面 Vマット製本
 

CRYSTAL COLLECTION Ⅱ□NEW

FUJI
CRYSTAL
PAPER

FUJI
CRYSTAL
PAPER

FUJI
CRYSTAL
PAPER

FUJI
CRYSTAL
PAPER



表紙仕様　　アクリル　+　レザー
表紙色　　　白　　黒
サイズ　　　300（H)　×　300（W)
ページ数　　10P～60P
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シャインエレガンス　300SQ

※表紙レザーにイニシャル印刷が可能です。

ご好評につき黒レザー追加！

※表紙にイニシャル印刷が可能です。

SHINE ELEGANCE

シャインオネスティ　300SQ

表紙仕様　　アクリル　+　レザー
表紙色 白　　黒
サイズ　　　300（H)　×　300（W)
ページ数　　10P～60P
 

表紙仕様　　アクリル　+　レザー
表紙色　　　黒
サイズ　　　210（H)　×　297（W)
ページ数　　10P～60P
 

SHINE HONESTY

シャインフォース　300SQ

表紙仕様　　アクリル　+　レザー
表紙色　　　白　黒
サイズ　　　300（H)　×　300（W)
ページ数　　10P～60P
 

SHINE FORCE

□NEW

□NEW

シャインシンプル　A4

SHINE SIMPLE
□NEW



表紙仕様　　アクリル　+　合板ウッド
表紙色　　　木製ブラウン
サイズ　　　305（H)　×　254（W)
ページ数　　10P～60P

シャイン　ウッド　4切縦

SHINE WOOD
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※アクリル部分に着物柄をデザインする事ができます。

シャイン　ホワイトウッド　4切縦

表紙仕様　　アクリル　+　合板ウッド
表紙色　　　白
サイズ　　　305（H)　×　254（W)
ページ数　　10P～60P

表紙仕様　　アクリル　+　レザー
表紙色　　　黒　白　青　ピンク + ベース黒
サイズ　　　297（H)　×　210（W)
ページ数　　10P～60P

SHINE WHITE WOOD

シャイン　エッジ　 A4

SHINE EDGE

表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー
表紙色　　　黒　茶

サイズ　　　254（H)　×　305（W)
ページ数　　10P～60P

シャイン　ストライプ　4切横

SHINE STRIPE

プレートのスワロフスキーを
12色の誕生石カラーからお選び頂けます。

1月

2月

3月

4月

5月

6月

ガーネット

アメジスト

アクアマリン

ダイアモンド

エメラルド

ムーンストーン

ルビー 

ペリドット

サファイア

オパール

トパーズ

タンザナイト

7月

8月

9月

10月

11月

12月

シャイン　プレミアム　300SQ

表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー
表紙色　　　黒　白
サイズ　　　300（H)　×　300（W)
ページ数　　10P～30P

SHINE PREMIUM

※レザー箱付き
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表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー、パネルウッド
表紙色　　　レザー黒、レザー赤、レザー黄

サイズ　　　305（H)　×　254（W)
ページ数　　10P～60P

シャイン　スタイリッシュ　4切縦SHINE STYLISH

シャイン　クリスタルツリー　300SQ

表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー
表紙色　　　黒　白
サイズ　　　300（H)　×　300（W)
ページ数　　10P～60P

SHINE CRYSTAL TREE

表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー
表紙色　　　黒　赤　橙
サイズ　　　250（H)　×　250（W)
ページ数　　14P～30P

表紙仕様 アクリル　+　合皮レザー
 タイプⅠ　タイプⅡ
表紙色 黒　茶　白
サイズ ①　300（H)　×　300（W)
 ②　250（H)　×　250（W)
ページ数 10P～60P

シャイン　トライアングル　300SQ　250SQ

シャイン　カラーコレクション　250SQSHINE COLOR COLLECTION

SHINE TRIANGLE

タイプⅠ タイプⅡ

シャイン 四切横

シャイン 

表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー
表紙色　　　黒　白
サイズ　　　254（H)　×　305（W)
ページ数　　14P～30P

SHINE YOTSUGIRI-YOKO
表紙仕様 アクリル　+　合皮レザー
表紙色 黒　茶
サイズ　 ①　305（H)　×　254（W）
 ②　250（H)　×　250（W)
 ③　297（H)　×　210（W)
ページ数 14P～30P

SHINE 



プライム Ⅳ　 A4

表紙仕様　　アクリル　+　Vマット　+　レザー
表紙色　　　黒
サイズ　　　300（H）　×　210（W）
ページ数　　10P～60P

PRIME Ⅳ

プライムⅠ　250SQ

表紙仕様　　アクリル　+　Vマット
表紙色　　　黒　青　赤　ピンク　ベージュ
サイズ　　　250（H）　×　250（W)
ページ数　　10P～30P

表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー
表紙色　　　白　ピンク　グリーン

プライムⅢ　250SQ

サイズ　　　250（H）　×　250（W)
サイズ　　　210（H）　×　297（W)
ページ数　　10P～30P

ⅠPRIME 

ⅢPRIME 

プライムV　250SQ

表紙仕様　　アクリル　+　Vマット
表紙色　　　白
サイズ　　　250（H）　×　250（W)
ページ数　　10P～30P

VPRIME 

13 14
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はなやぎ　雅　B5

表紙仕様　　アクリル　+　ちりめん
表紙色　　　黒　ピンク　紺
サイズ　　　245（H)　×　195（W)
ページ数　　8面(右はじまり)
 10面(左はじまり)

hanayagi  -MIYABI-
はなやぎ　結　4切縦

表紙仕様　　アクリル(固定)　+　ちりめん
表紙色　　　黒　白
サイズ　　　305（H)　×　254（W)
ページ数　　6P～16P

hanayagi  -YUI-

はなやぎ　華　A4

表紙仕様　　アクリル(固定)　+　ちりめん
表紙色　　　白　紺
サイズ　　　300（H)　×　210（W)
ページ数　　6P～16P

hanayagi  -HANA- はなやぎ　寿　300SQ

表紙仕様　　アクリル(固定)　+　ちりめん
表紙色　　　黒　白
サイズ　　　300（H)　×　300（W)
ページ数　　6P～16P

hanayagi  -KOTOBUKI-
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四季　 
表紙仕様　　友禅
表紙色　　　四季別 4種(季節ごとのデザインが選べます)
サイズ　　　300（H）　×　300（W)
ページ数　　10P・20p

職人の手作業で、柄を丁寧に描いていく手書きの友禅染め。
生地には正絹(シルク)を使い、
絵柄の処々には盛り金彩の加工をあしらっております。
京都の伝統工芸技術が詰まった、
唯一無二の価値のある商品です。

京都手描き友禅

春 夏

秋 冬

古都友禅

ティアラ

表紙仕様　　ベロア
表紙色　　　白　ネイビー
サイズ　　　215（H)　×　215（W)
ページ数　　10P～60P

TIARA

レース

表紙仕様　　レース　+　リボン
表紙色　　　青　白　茶 
サイズ　　　250（H)　×　250（W)
ページ数　　10P～60P

LACE
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ルナ ラティス　300SQ

表紙仕様　　アクリル　+　Vマット　+　レザー
表紙色　　　白
サイズ　　　300（H）　×　300（W)
ページ数　　6P～60P

LUNA  LATTICE

ルナ ラティス センス　300SQ

表紙仕様　　アクリル　+　Vマット　+　レザー
表紙色　　　白
サイズ　　　300（H）　×　300（W)
ページ数　　6P～60P

LUNA  LATTICE SENSE

ルナ 桜　300SQ

表紙仕様　　アクリル　+　Vマット　+　レザー
表紙色　　　白
サイズ　　　300（H）　×　300（W)
ページ数　　6P～60P

LUNA  SAKURA

ルナ グランデ　300SQ

表紙仕様　　アクリル　+　Vマット　+　レザー
表紙色　　　白
サイズ　　　300（H）　×　300（W)
ページ数　　6P～60P

LUNA  GRANDE

表紙仕様　　アクリル　+　Vマット
表紙色　　　Vマット和柄印刷 　黒　白
サイズ　　　300（H)　×　300（W)
ページ数　　6P～20P

ルナ　300SQLUNA

□NEW
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表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー　
　　　　　　中面マット、超光沢ラミピュアクリスタル仕様
表紙色　　　赤　黒

サイズ　　　305（H)　×　305（W)
ページ数　　10面、12面、14面（黒表紙は10面のみ）

表紙仕様　　合皮レザー
表紙色　　　黒　白　赤

サイズ ①　250（H)　×　250（W)
 ②　297（H)　×　210（W)

ページ数 ①　250SQ　8P～30P
 ②　A4　　 8P～30P（白、赤表紙のみ）

スタンダード　KIMONO

表紙仕様 写真くるみ表紙（綿入）
表紙色 写真
サイズ ①　305（H)　×　305（W)
 ②　250（H)　×　250（W)
 ③　297（H)　×　210（W)

ページ数　　10P～60P

※写真くるみ表紙は各サイズ取り揃えております。
　綿入れ、綿入れ無しどちらも対応可能です。
　詳しくは弊社営業まで。

STANDARD KIMONO

花ごころHANA GOKORO

チェリッシュCHERISH

ホワイトドア

表紙仕様　　合皮レザー
表紙色　　　白
サイズ　　　250（H)　×　250（W)
ページ数　　8P～30P

WHITE DOOR



タイプF　押花
※オリジナルも承ります。

F-3c F-3c

F-3d

F-3e

F-3d

F-3e

TYPE F  OSHIBANA

表紙仕様 アクリル　+　レザー　　 
表紙色 白　茶
サイズ 305（H)  ×　254（W）
ページ数 10p～60p

F-3e

表紙仕様 ガラス　+　レザー　　 
表紙色 白　茶
サイズ 305（H)  ×　254（W）
 254（H)  ×　305（W）
ページ数 10p～60p

F-3a
F-3b
F-3c
F-3d

F-4c F-4b

F-3b

F-4a

F-3a

表紙仕様 アクリル　+　レザー　　 
表紙色 白
サイズ 315（H) ×　315（W）
ページ数 10面　12面　Vマット製本

F-4

23 24
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春 夏

秋 冬

w-4s四季　250SQ　300SQ

表紙仕様　　アクリル　
表紙色　　　四季別　4種
　　　　　   (季節ごとのデザインが選べます)
サイズ　　　250（H）　×　250（W)
　　
 300（H）　×　300（W)

ページ数　　10P～60P

W-4S -SHIKI-

表紙仕様　　アクリル
表紙色　　　ステンドグラス調
サイズ　　　305（H)　×　210（W)
ページ数　　10P～60P

タイプLTYPE L

タイプN　フェザー

表紙仕様 アクリル
表紙色 黒　白　
サイズ ①　305（H)　×　210（W)
 ②　265（H)　×　265（W）
ページ数 10P～60P

TYPE N

タイプD

表紙仕様 アクリル
表紙色 黒　白　ピンク
サイズ ①　305（H)　×　210（W)
 ②　265（H)　×　265（W）
ページ数 6P～60P

TYPE D

COVER

COVER

COVER

タイプM　ミラー

表紙仕様　　アクリル
表紙色　　　ミラー
サイズ　　　265（H)　×　265（W)
ページ数　　10P～60P

※発光台は別途販売

TYPE M
COVER
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表紙仕様　　合皮レザー　ミニ付セット
表紙色　　　ブルー　ピンク

サイズ　　　本体　250（H)　×　250（W)
　　　　　　ミニ　100（H)　×　100（W)
ページ数　　6P～20P

i-スタイル SQ　

表紙仕様　　合皮レザー　ミニ付セット
表紙色　　　白　黒　茶
サイズ　　　本体　250（H)　×　250（W)
　　　　　　ミニ　150（H)　×　150（W)
ページ数　　6P～20P

i-スタイル プラス SQ　

i STYLE 

i STYLE +

レコーディア　4PW3面　ミニ付セット

Aタイプ

 Bタイプ

Cタイプ

RECORDIA
COVER

表紙仕様　　A 合皮レザー
　　　　　　B・C 合皮レザー　+　アクリル

表紙色　　　黒　茶　ブルー　ピンク
サイズ　　　本体　350（H)　×　250（W)
　　　　　　ミニ　182（H)　×　130（W)

ページ数　　3面



アルバ
ムケー

ス蓋を
取り外

せば

おおき
なフォ

トフレ
ームに

変形

①アルバム

4つの構成からなるアルバムです。
①アルバム　②フォトフレーム　③CDケース　④アルバムケース　

②フォトフレーム ③アルバムケース

④CD-ROMケース
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表紙仕様 ウッド
表紙色 白木
サイズ 305（H)　×　210（W)
ページ数 6P～20P

タイプT　753　A4

TYPE T   753

表紙仕様 壁紙
表紙色 茶
サイズ 250（H)　×　250（W)
ページ数 6P～10P

ウォールP　753　 250SQ

TYPE WP 753

表紙仕様 ウッド
表紙色 白木
サイズ 305（H)　×　210（W)
ページ数 6P～20P

タイプT　ZERO & 1ST　A4

TYPE T   ZERO Omiya-Mairi

TYPE T   1st Birthday

パルフェⅡ

表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー　+　フレームボックス
表紙色　　　ブルー　ピンク
サイズ　　　250（H)　×　250（W)
ページ数　　6P～12P

PARFAIT   Ⅱ

パルフェⅢ

表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー
表紙色　　　ブルー　ピンク　オレンジ
サイズ　　　250（H)　×　250（W)
サイズ　　　300（H)　×　210（W)
ページ数　　6P～12P

※レザー箱付き

PARFAIT   Ⅲ

表紙仕様 ウッド
表紙色 白木
サイズ ①　305（H)　×　210（W)
 ②　265（H)　×　265（W）
ページ数 6P～12P

TYPE T タイプT

① エンジェル ② 虹

表紙仕様　　アクリル　+　合皮レザー
表紙色　　　白ベース 赤青ライン
サイズ　　　250（H）　×　250（W)
ページ数　　6P～12P

PARFAIT  パルフェ

□NEW
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マタニティ　2面3面

表紙仕様　　布生地
表紙色　　　ブルー　ピンク　イエロー　
サイズ　　　250（H)　×　250（W)
ページ数　　2面　3面

MATERNITY

マタニティ　210SQ

表紙仕様　　合皮レザー　
表紙色　　　黒
サイズ　　　210（H)　×　210（W)
ページ数　　右始り 6面　左始り 7面
　　　　　　2Lマット仕様

MATERNITY
COVER

マタニティ　250SQ

表紙仕様　　レザー
表紙色　　　ブルー　ピンク　イエロー　
サイズ　　　250（H)　×　250（W)
ページ数　　6P～16P

MATERNITY

表紙仕様　　エナメル合皮
表紙色　　　黒　赤　黄
サイズ　　　250（H)　×　250（W)
ページ数　　4P～10P

ランドセルRANDSEL

表紙仕様　　合皮レザー
表紙色　　　ベージュ　茶　ピンク

サイズ　　　210（H)　×　148（W)
ページ数　　10P～16P

ミニョン　A5　    MIGNON

表紙仕様　　合皮レザー
表紙色　　　白　茶　ピンク

サイズ　　　250（H)　×　250（W)
ページ数　　14P～30P

リーブルLIVRE

サロペット

※アルバム向き

表紙仕様 布　+　金具
表紙色 ライトピンク　ブルー　グレイ　グリーン　ピンク
サイズ　 250（H)　×　250（W)
ページ数 6P～12P

SALOPETTE
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表紙仕様　　合皮レザー
表紙色　　　ブルー　ピンク

サイズ　　　305（H)　×　305（W)
ページ数　　2P～8P　+　キャビネマット付

アニーバーサリー　七五三ANNIVERSARY 753

表紙仕様　　和柄布生地
表紙色　　　黒（市松模様）赤（花柄）
サイズ　　　305（H)　×　305（W)
ページ数　　2P～8P　+　キャビネマット付　+　小窓（89mm×89mm）

ANNIVERSARY SEIJIN WAGARA アニーバーサリー　成人和柄

アニーバーサリー　七五三和柄

表紙仕様　　和柄布生地
表紙色　　　ブルー　ピンク
サイズ　　　305（H)　×　305（W)
ページ数　　2P～8P　+　キャビネマット付　+　小窓（89mm×89mm）

ANNIVERSARY 753 WAGARA

表紙仕様　　合皮レザー
表紙色　　　ライトグリーン　ライトピンク

サイズ　　　305（H)　×　305（W)
ページ数　　2P～8P　+　2穴マット付

アニーバーサリー　お宮参り

アニーバーサリー　成人

ANNIVERSARY OMIYA MAIRI

表紙仕様　　合皮レザー
表紙色　　　赤　　茶

サイズ　　　305（H)　×　305（W)
ページ数　　2P～8P　+　キャビネマット付

ANNIVERSARY SEIJIN



マカロン

タイ～結～

クノーテ

表紙仕様　　スウェード
表紙色　　　オレンジ　アイス　ベリー　シナモン　ミント　グレープ 

サイズ　　　230（H)　×　230（W)
ページ数　　10P～60P

MACARON

※オプション　CDケース

表紙仕様　　レザー　+　ウォールナット
表紙色　　　黒　白　シルバー 
サイズ　　　270（H)　×　270（W)
ページ数　　10P～60P

Tie

表紙仕様　　本革レザー
表紙色　　　レッド  ベージュ　グリーン　ネイビー
サイズ　　　245（H)　×　185（W)
ページ数　　10P～40P

knot-e

COVER

表紙仕様　　レザー
表紙色　　　ブラウン
サイズ　　　310（H)　×　310（W)
ページ数　　18P～30P

エタニティETERNITY
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表紙仕様　　布生地
表紙色　　　エンジ　黄土　白　ピンク
サイズ　　　297（H)　×　210（W)
ページ数　　2面

オールマイティALMIGHTY

表紙仕様　　レザー
表紙色　　　白　黒　茶
サイズ　　　297（H)　×　210（W)
ページ数　　2面

オールマイティ プラス

ALMIGHTY PLUS

表紙仕様　　レザー
表紙色　　　ベージュ
サイズ　　　297（H)　×　210（W)
ページ数　　2面
※UV印刷で着物柄・名前印刷が可能です

オールマイティ プレミアム

ALMIGHTY PREMIUM

赤ちゃん等身大台紙 メリー

表紙仕様　　布生地
表紙色　　　ブルー　ピンク
サイズ　　　305（H)　×　900（W)
ページ数　　2面

AKACHAN SIZE MERRY

タイプH

表紙仕様 アクリル印刷
サイズ ①　305（H)　×　210（W)
 ②　250（H)　×　250（W）
ページ数 10P～60P

TYPE H
COVER

表紙仕様 アクリル
表紙色 写真
サイズ ①　300（H)　×　300（W)
 ②　250（H)　×　250（W)
 ③　297（H)　×　210（W)
 ④　257（H)　×　182（W)
ページ数 6P～60P

アクアAQUA
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画像修正・レタッチサービス

アクア プレート

アクア キューブ

アクリル　フォトスタンド

※縦・横どちらでも製作可能です

※フォトフレーム仕様なのでお写真は変更可能です。

アクリル　フォトスタンド ひのき

UVアクリル印刷
サイズ 130 × 130 × 20  

UVアクリル印刷
サイズ 50 × 50 × 50  

アクリル　+　銀塩プリント
サイズ キャビネ用 120 × 178
 六切用 225 × 199
 横長用 297 × 144 

アクリル　+　銀塩プリント
サイズ 127（H) × 297（W)

※香り豊かな日本の檜を使用しており
　3種類のデザインから選べます。 

～檜～

AQUA PLATE

AQUA CUBE

ACRYL PHOTO STAND

ACRYL PHOTO STAND

HINOKI

アクリル　フォトスタンドサンドイッチ

アクリルフォトフレーム
サイズ 130（H) × 318（W) 

ACRYL PHOTO SANDWICH

アイテム各種ITEM

プランA

プランB

プランC

ご要望にあわせて選べる、３つの画像処理をご用意しております！

内容によっては価格が変更になる場合がございます
詳しくは営業までお問い合わせ下さい。

▶色調整

▶簡易美肌

▶簡易ごみ・よごれ消し

肌をなめらかにします。

ニキビや傷などを目立たなく処理します。

着物、ドレス、小物の修正 
首のシワ / クリップなどの
不要物除去まで行います。

明るさ・色調を整えます。

大きく目立つ床やバック、衣装などの
ごみ・よごれを消します。

▶色調整

▶美肌

▶ごみ・よごれ消し

▶修正

▶色調整

▶美肌

▶ごみ・よごれ消し

ニキビや傷、目立つ毛穴などを
きれいに処理します。

床、バック、衣装、などの
よごれを消します。

After

After

Before

Before

After

Before

処理内容はおまかせになります。

処理内容は事前の打ち合わせ
にて決定いたします。
※内容によっては価格が変更になる場合がございます。

処理内容は事前の打ち合わせにて決定いたします

毎回のカットごとの指示を
反映した修正処理を行います。
※内容によっては追加料金が必要になる場合がございます。
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扱える商品がとにかく豊富！　下記メーカー製品の取り扱いも可能です！

竹野株式会社  http://www.ta-ke-no.co.jp/

様 な々アルバムたちVARIOUS ALBUM

オプションOPTION

ご注文についてABOUT ORDER

※ご希望のテンプレートを当社よりソフト上にアップします。
現在「レコーディア」と「Kスタイルテンプレート」をご利用いただけます。その他テンプレートも随時アップさせて頂きます。
ご利用にあたってはＩＤとパスワードが必要となります。詳しくは営業まで。

専用のソフトを使ってお客様が自由にレイアウト出来るソフトです。
とっても簡単でサクサク作業が進みます。

ミニアルバム各種MINI ALBUM
ご両親やおじいちゃん、おばあちゃんへのプレゼントに最適です。
２冊セット、３冊セットで客単価ＵＰ。
詳しくは営業にお問い合わせ下さい。

オプションの電子アルバムをご利用いただくと、
デザインアルバムの中身の構成を
パソコン・スマートフォン・タブレット端末
などでぱらぱらめくれるアルバムとして
ご覧頂くことができます。

イージーオーダーシステム  「サクサク」イージーオーダーシステム  「サクサク」

電子アルバム電子アルバム

アイテム各種ITEM

※フォトフレーム仕様なのでお写真は変更可能です。
　マット付き、マット無し有。

ホワイトフレーム

木製フォトフレーム
サイズ 320 × 320 

WHITE FLAME


