
Mini Médicis
ミニメディチ
バカラのビジュウを代表する「メディチ」が、より軽やかで
繊細なデザインに生まれ変わりました。柔らかなフォルム
と上品な輝きが、洗練された装いを演出します。

ロングネックレス VM ピンクミラー

150,120円　2811642

クリスタルパーツ：高さ1.5cm  幅1.5cm
チェーン：首周り110cm

ブレスレット VM  クリアミラー

63,720円　2811656

クリスタルパーツ:高さ1cm  幅1cm
チェーン：手首周り17-19cm

ピアス VM ピンクミラー

45,360円　2811650

クリスタルパーツ：高さ1cm  幅1cm

You&Me リング VM ピンクミラー

52,920円　2811624

13号：高さ2.6cm  幅2.1cm
サイズ展開 9、11、13、15、17号

※価格は2018年9月現在の本体価格に消費税を加えた税込価格を表示しています。

Lighting

Bijoux

金属素材　YG（イエローゴールド）：K18 イエローゴールド ／ VM（ヴェルメイユ）：スターリングシルバー（K18 イエローゴールドコーティング）

火・水・砂・空気、そして人の叡智が作り出す錬金術のようなバカラクリスタルは、
それ自体が比類ない輝きを放つだけでなく、照らす物すべてに特別な価値をもたらします。
シャンデリアが煌めく空間、グラスが並ぶテーブル、そしてバカラとともにある時間も
代えがたい特別なものとなる。そんなバカラの魔法をお見せします。

会期：2018年10月2日（火）～8日（月・祝）
会場：仙台三越 本館７階ホール

バカラコレクション  2018

Marengo
マレンゴ
ダイナミックにいななく馬の姿を写実的に表現した作品。動物彫刻家
アリソン・ホークスによるデザインです。マレンゴは、ナポレオン1世
の愛馬であったアラブ種の馬の名。現在のイタリア北部にあるマレ
ンゴという土地での戦いで勝利をおさめたナポレオンが、その名を
馬につけたと言われています。

438,480円　2812275│高さ37.5cm

2018 NEW COLLECTION

Lucky Cat
まねき猫 レッド&レッドオクトゴン セット
福を招くラッキーモチーフとして愛されている「まねき猫」。金彩で描か
れた愛嬌のある表情は見る者を幸せな気持ちにさせてくれます。商売
繁盛を願う贈り物に、また福を招く我が家のお守りにお勧めです。

123,120円　2810001、2613002│高さ10.5cm

Bon Jour Versailles
ボンジュール ヴェルサイユ ランプ
バカラと世界的なクリエイターであるフィリップ・スタルク、照明ブランド「フロス」との新たなコラボ
レーション作品。19世紀よりバカラのアイコンとして輝き続けるキャンドルスティック「ヴェルサイユ」
と、照明ブランド「フロス」が手がける「ボンジュール」ランプが出会い生まれました。職人技と最新技
術が融合したライティングコレクションの誕生です。

S　129,600円　2812199

高さ27.2cm│直径13cm│重さ1.1kg│最大電力量2.5W（LED2.5W×1個）

L　302,400円　2812207

高さ42.3cm│直径31.6cm│重さ3.1kg│最大電力量13W（LED13W×1個）

2018 NEW COLLECTION

Champagne
シャンパーニュ シャンパンクーラー
ボリュームのあるクリスタルにゴールドの装飾
が施された華やかなシャンパンクーラー。食卓
にラグジュアリーな輝きを添え、特別なシーンを
演出してくれます。

691,200円　1893681│高さ23cm

Noël
スノーウィーツリー

クリスマスコレクションとして人気の高いツリーのオーナ
メント。今年のツリーは、雪がたっぷりと積もった様子が
表現された、温かみのあるデザインです。

クリア 32,400円　2812247

レッド 46,440円　2812411

ゴールド 46,440円　2812729

高さ13cm

2018 NEW COLLECTION

Baccarat par
Marie-Hélène de
Taillac
バカラ パー マリーエレーヌ・ドゥ・タイヤック
グット・ドゥ・クルール
バカラとフランス人デザイナー、マリーエレーヌ・ドゥ・タイ
ヤックとのコラボレーションにより誕生したコレクション。
色鮮やかなクリスタルに繊細なカットが施され、美しい輝
きを放ちます。

ペンダント YG ルージュ

56,160円　2812116

ペンダントトップ：高さ1.9cm  幅1.5cm
紐：首周り33-66cm

ピアス YG ルージュ

172,800円　2812124

高さ4.2cm  幅1.5cm

リング YG ルージュ

151,200円　2812084

13号：高さ2.5cm  幅2cm
リングサイズ展開 9、11、13、15、17号



2018 NEW COLLECTION

Paraison
パレゾン バーウェアセット
1931年にジョルジュ・シュヴァリエによってデザインされたバーウェアセット。インドー
ル（イギリスが植民地統治していた当時のインドの藩王国のひとつ）のマハラジャが、
自身が建造したマニック・バーグ宮殿で使うグラスセットとしてバカラへ特別注文した
作品です。磨きあげられたステンレススチールのホルダーからクリスタルを外して手に
持つスタイルは斬新で、モダンデザインの先駆けと言えるでしょう。

タンブラー 4客＆デカンタ セット

345,600円　2812379

タンブラー 高さ7.3cm
デカンタ 高さ21cm
デカンタにシリアルナンバー入り

タンブラー 2客セット

86,400円　2812380

高さ7.3cm

Iris
イリス ベース
オリジナルは1909年ナンシー国際博覧会に出品された作
品。イリス（アイリス―アヤメ科の植物）の開花した美しい姿
が、伸びやかなタッチのエングレイヴィングで描かれています。
日本の美術工芸品に大きな影響を受けたジャポニスムと呼ば
れるスタイルがヨーロッパで流行したことで、バカラでも自然
のモチーフをありのままに描くために新しいエングレイヴィン
グの技術が開発されました。ギリシャ神話では虹を象徴する
女神の名前として知られる「イリス」。植物を女性の姿のように
描き、その美しさを讃える表現方法は、19世紀末から20世紀
初頭にかけ開花した美術様式「アール・ヌーヴォー」の技法の
ひとつです。

1,296,000円
2812370│高さ30cm
世界限定50ピース│限定ナンバー入り

Serviteur Muet
アンジェロ センターピース
オリジナルは1909年のナンシー国際博覧会に出品されまし
た。この時代におけるバカラの作品の特徴のひとつに、クリス
タルにブロンズを組み合わせた表現が挙げられます。同博覧
会ではその手法を使った作品が多数出品され、高い評価を受
けました。このセンターピースも同様に、金彩が施された輝か
しいブロンズがクリスタルに華を添え、輪に配された愛らしい
４人の天使がセンターピースを運んでいるようなユニークな
趣向が見られます。18世紀のロココ様式を彷彿とさせる優美
なデザインに、フランス流アール・ドゥ・ヴィーヴル（生活美学）
を感じさせる作品です。

4,104,000円
2812374│高さ43cm│直径29.5cm
世界限定18ピース│限定ナンバー入り

Les Oies Célestes
セレッシャル ベース
オリジナルは1878年パリ万博に出品された作品。チューリッ
プや矢車草、そして羽ばたく鳥などのモチーフが描かれたカ
ラフルな装飾はトルコのイズニク陶器や中国の染付を想わ
せ、中東やアジアの美術工芸品の影響をうかがうことができ
ます。高度な技術を持つ職人の手筆によってエナメルと金彩
を使って描かれ、磨きあげられた、高度なクラフツマンシップ
が込められた作品です。エデンの楽園へ導く聖なるメッセン
ジャーと言われる白い鳥のモチーフ、そして金と花々に満ちた
図案は、まさに楽園そのものです。ブルーとグリーンの諧調で
構成され、現代的でシックなテイストの作品として生まれ変わ
りました。

2,268,000円
2812373│高さ30cm│幅10.5cm
世界限定50ピース│限定ナンバー入り

Gingko
ギンコ ベース 570 孔雀
扇形に広がるベースの表面に、羽を広げた
美しい孔雀の姿が精緻に描かれたベース。
1925年に開催されたパリ装飾芸術博覧会
に出品された作品を原型とし、より現代的な
表現にアレンジされたものです。サンドブラス
トとエングレイヴィングによって描かれた繊
細な羽と、美しい金彩のアクセントが、ダイナ
ミックなフォルムのクリスタルに際立ちます。

1,944,000円
2810846│幅57cm

Vase

一流の職人による手仕事を意味する「Haute Couture （オート・クチュール）」。「バカラ オート・クチュール コレクション」は、
バカラが250年を超える歴史の中で発表してきた傑作の数々を、M.O.F. （フランス最優秀職人）に代表される現代の職人
たちが、最高のクラフツマンシップを発揮し再現した復刻コレクションです。作品一つひとつにバカラならではの多様な
創造性が顕れ、このブランドがたどってきたフランスの装飾芸術史を物語ります。

Tableware

Marennes
マレンヌ ワイングラス / シャンパンフルート
1899年に発表された､バカラを代表するグラスのひとつ「マレンヌ」。底部分の星形の装飾、
豪華な意匠はルイ15世時代のスタイルです。M.O.F.（フランス最優秀職人）の称号を持つ職人
のみが行う、極めて高度な技法によって描かれた優美な装飾や、中が空洞になったステムなど、
バカラの技術の枠を尽くした希少性のあるシリーズです。

ワイングラス 270,000円 　4505103 | 高さ14cm

シャンパンフルート 270,000円　4505109 | 高さ19cm

Juvisy
ジュヴィジー ワイングラス / シャンパンフルート
バカラがグランプリを受賞した1867年のパリ万国博覧会に出品されたグラスセットを原形とし
たコレクション。グラス全体に施された菱形のカットが複雑な光の反射を生み出し、テーブルを
華やかに演出します。後の1899年、フランス共和国大統領エミール・ルーベによってエリゼ宮
での公式晩餐会に使われるためのグラスとして選ばれました。

ワイングラス 108,000円　4453103 | 高さ14.8cm

シャンパンフルート 108,000円　4453109 | 高さ17.7cm

TOKYO 1878
TOKYO 1878 タンブラー
「富士」 
バカラにゆかりのある世界の都市とそれにまつわる年号をテーマにしたシリーズ。
バカラがパリ万博でグランプリを受賞した1878年当時の図面をもとにデザインさ
れました。北斎の浮世絵を想わせるダイナミックな構図と、吉兆をあらわすモチーフ
が集められた晴れやかなタンブラーです。

27,000円　2812651 | 高さ9cm

Liqueur Glass Coffret
リキュールグラス コフレ
バカラで作られた数多くのグラスの中から、日本で人気の高い繊細な
エッチングや金彩を施したリキュールグラスを集めました。ミニチュアの
中にバカラの高度な技術や芸術性が凝縮された、魅力的なセットです。

162,000円　2812378

高さ（左から） 8.9cm / 6cm / 9cm / 6cm / 8.1cm / 5.9cm
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