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めました。
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カーブと重なる表現ができるこ
とを発見。
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人には遠く及ばなかった。
し

海 外からの来 場 者も、昨 年同様に

エリーとアクセサリーの買い付けの場

www.rosyblue.com

ケイ・ウノから新カットのダイヤモンド

クリスマスと年末商戦に向けたジュ

FAX 03-3836-7099

リエ喜々代表の田辺あい子氏（GG）。時
間は18時30分〜20時30分。21時から
忘年会も予定。定員20名。問合せは田
辺氏まで
（090-4284-2811）。

