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SKULL DADDY

www.livingstons.jp

【大友窯SKULL／髑髏小物入れ】
脚の部分がさりげなく髑髏のモチーフになっている。灰皿
や花器、カップなど用途はアイデア次第。ひとつひとつ手
作業で成型した一点物。高さ8センチ。陶器製／5000円
〈大友窯工房1096-380-6449 http://otomogama.net〉

【スカル コフィンケース】
彩色、細部の作りなど申し分ない仕上がりのレジン製小
物入れ。特に棺の外壁の張り出しがかなりリアル！ サ
イズ（約）：Ｈ8.5×Ｗ14×Ｄ7センチ／1570円〈大人
の趣味空間1048-687-3840 www.eorona.jp〉

【RAT FINK Skull Flyジュエリーボックス】
レジン製のスカルフライジュエリーボックス。置物や小
物入れにも最適。Ｈ13.3×Ｗ10.8×Ｄ5.2センチ／2940
円〈MOONEYES1 045-623-5999
www.mooneyes.co.jp〉

【スカルボーンのアンテナトッパー】ありそうでなかったス
カル型のアンテナトッパー。ワルの象徴 スカル 的ムー
ドを演出したい時には最高に効果的／380円〈Candy
Tower106-6698-6969 www.candytower.com〉
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【大友窯SKULL／髑髏オブジェ】
陶土ならではの手触り＆色合いと、本物の髑髏が持つ質
感を融合。土選び焼き上げまでこだわり抜いた、正真正
銘世界でひとつだけの逸品／６０００円〈大友窯工房
1096-380-6449 http://otomogama.net〉

http://skull-

【スカル＆ワイヤーのトリンケットボックス】
ウエスタンデザインのワイルドな小物入れ。朽ちた木の
表情などをレジンでリアルに再現。サイズ（約）：Ｈ
８×Ｗ12.5×Ｄ7.5センチ／1800円〈Candy Tower1
06-6698-6969 www.candytower.com〉
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http://sun77.jp

【スカルヘッドのライセンスプレート（クロスボーンハン
ドル）
】クロスボーンがバイクのハンドルになっていると
いう、アメリカらしいアイデアの男らしいライセンスプ
レート／980円〈Candy Tower1 06-6698-6969
www.candytower.com〉

【スカルバンク（Ｌ）
】スカル雑貨ブランド「SKULL
DADDY」スタート当初からの定番品。帽子やヘルメッ
トを被せてもよし、貯金箱として利用してもOK。素材：
ポリレジン／3150円〈SKULL DADDY（ネット販売の
み） http://skulldaddy.jp〉

【スカルマルチケース】
乱雑になりがちなアクセサリーや、大切な小物を収納す
るマルチケース。蓋にマグネットが埋め込まれているの
で簡単にズレない。素材：ポリレジン／1890円〈SKULL
DADDY（ネット販売のみ） http://skulldaddy.jp〉

【Skull Jeans by an alchemist／デニム製バナー】
フラッシャー部分はラバープリント、ロゴはチェーンス
テッチ、ポケットには隠しリベットなど、ジーンズのデ
ィテールをそのまま再現／9240円〈ファブフォー中目黒
本店103-3791-7757 www.fabfour.co.jp〉

【スピードカルトクラブハウスの木製看板】
スピードにとり憑かれたマッドなヤツらが集まるクラブ
ハウスをテーマにした木製看板。サイズ（約）：Ｈ45×
Ｗ28.5センチ／6000円〈Candy Tower106-66986969 www.candytower.com〉

【アメリカンブリキ看板（カリブの海賊）
】
海賊らしいフレーズ（さぁ、戦利品を寄越すんだ！）が
デンジャラスな雰囲気のフォントで書かれている。サイ
ズ（約）：Ｈ38×Ｗ30センチ／2800円〈Candy Tower
106-6698-6969 www.candytower.com〉

【アメリカンブリキ看板（海賊マーク）
】
あの海賊印がブリキ看板になって登場。アメリカ製。サ
イズ（約）：Ｈ18×Ｗ25.5センチ／1800円〈Candy
Tower106-6698-6969 www.candytower.com〉

【RAT FINK ナイトライト】ビッグサイズのSkull Fly
の上で、ラットフィンクがおどけたポーズをとっている
ライト。ON/OFFスイッチ付。Ｈ23×Ｗ18×Ｄ８セン
チ／7140円〈MOONEYES1 045-623-5999
www.mooneyes.co.jp〉

【MEXICO SKULL／メキシコ灰皿】
スペイン語で「タバコを吸うとガンになるよ」と書かれ
ている。ユーモアのあるブラックジョークのきいた灰皿。
陶器製／1890円〈リビングストン那須店10287-638025 www.livingstons.jp〉

【HA SUPPORT FLAG】
ヘルズエンジェルスをサポートするペナント。USAから
のインポート物／3990円
〈FREE RIDE10277-47-1055 www.free-ride.jp〉

【CREAM SODA／角ドクロフラッグ】Ｗ約120センチ×
Ｈ約90センチのオリジナルフラッグ／1575円〈PINK
DRAGON103-3498-2577 www.pinkdragon.co.jp〉

【海賊マークのジャンボタペストリー】海賊と言えばこの旗
印！ わかりやすい海賊マークを大きくプリントしたタペ
ストリー。サイズ（約）：Ｈ90×Ｗ155センチ／1800円
〈Candy Tower106-6698-6969 www.candytower.com〉

【バッファロースカルのナイトライト】バッファローボー
ンをリアルに再現したレジン製のナイトライト。有刺鉄
線が巻きついている荒々しいデザイン。サイズ：Ｈ20×
Ｗ24×Ｄ16センチ／4900円〈Candy Tower106-66986969 www.candytower.com〉

【ガイコツの灰皿】
メキシコの陶芸家 フェリーペ・トレース・マルティネ
ス 作、陶器の灰皿。8.5センチ角。他にもガイコツの絵
柄違いあり／735円〈ラブラバ1 0422-20-6956
www.labrava.jp〉

【ガイコツの灰皿】
メキシコで作られた陶器製の灰皿。陶芸家 フェリー
ペ・トレース・マルティネス の作品。直径：約11.5セ
ンチ／735円〈ラブラバ1 0422-20-6956
www.labrava.jp〉

【LUCKEY13／Death Skull Ash Tray】ガラス製の灰皿。
アクセサリー入れとしても使えるので、スモーカーにも
ノンスモーカーにもオススメ。ギフトにも最適／1575円
〈LUCKY13日本代理店エバーグロー貿易㈱104-29459175 www.rakuten.co.jp/lucky13〉

【Greatful Dead／Collectible Incense Burner】
中心の穴にインセンス（お香）を立てて使用。灰皿とし
ても使える。裏側に穴が空いており、壁にもかけられる
ようになっている。直径14センチ／3780円〈TRIAD1
045-431-9618 http://triadnet.hp.infoseek.co.jp〉

【ロングホーンスカルのピクチャーフレーム】
超ワイルドなフォトフレーム。本体はレジン製で見事な
ほどリアルに仕上がっている。サイズ（約）：Ｈ27×Ｗ
21×Ｄ７センチ／3200円〈Candy Tower106-66986969 www.candytower.com〉

【骨師／gettyカードスタンド】スカルとしては半人前、
若干 肉 が残ってる感じのgetty君は、角材から生まれ
たちょっと軽めのカードスタンド。ハンドメイド／735
円〈四月館＋黒1086-425-9121 www.darkapril.net〉

【コースター】
革にスカルをカービングし、その上に染色して作られた
コースター。ちょっと変わったインテリアにも。枚数や
カラーはオーダー可能。10センチ×10センチ／各1575
円〈DIA BOLIC1024-935-3564 www.diabolic.jp〉

【カウスカルのウォールフック】鉄の塊で作られたような見
た目だが、実はレジン製。錆びた感じなど塗装でリアルに
再現。サイズ（約）：Ｈ14×Ｗ16×Ｄ４センチ／1000円
〈Candy Tower106-6698-6969 www.candytower.com〉

【バッファロースカルハンガー】レジン製。骨の形やひび
割れ、木目など細かい部分まで再現できる形成力を活か
した仕上がり。サイズ（約）：Ｈ15×Ｗ29×Ｄ６セン
チ／2980円〈Candy Tower106-6698-6969 www.
candytower.com〉
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【スカルヘッドのライセンスプレート】
南軍旗のデザインをモチーフに、星の部分を全部スカル
にしたデザイン。本体のキラリと光るメタルな風合いも
ポイント。愛車や部屋に／980円〈Candy Tower1066698-6969 www.candytower.com〉

【メタリックスカルフレームミラー】
2009年A/Wの新作。重厚な質感はモノトーンの部屋によ
く合う。サイズ：Ｈ29×Ｗ25.5×Ｄ３センチ 素材：ポ
リレジン／3990円〈SKULL DADDY（ネット販売のみ）
http://skulldaddy.jp〉

：
SKULL DADDY

【メタリックスカルアワーグラス】
サンドタイマー（砂時計）独特のゆったりとした時間を
演出してくれる。サイズ：Ｈ21×Ｗ13×Ｄ６センチ 素
材：ポリレジン／3675円〈SKULL DADDY（ネット販
売のみ） http://skulldaddy.jp〉

【シュガースカルプランター（白）
】
FRP製プランターの白バージョン。各色 ツヤあり・ツ
ヤなし と全部で４種類ある。サイズ：Ｈ30×Ｗ28セン
チ／１万2600円〈CRIMIE1 03-5775-5505
www.crimie.com〉

http://skulldaddy.jp
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【Staind glass Skull light】一点ずつ職人の手作りによるオリジナルのス
テンドグラス製スカルライト。光が床に反射し、簡単に部屋の雰囲気を
演出してくれる。ON/OFFスイッチ付／各１万8900円〈new territory
103-5784-2147 www.newterritory.net〉

【CRIMIE／シュガースカルプランター（黒）
】
メキシカンスカルのプランター。植木を入れたり、小物
入れにしたり、いろいろ利用できる。素材：FRP サイ
ズ：Ｈ30×Ｗ28センチ／１万2600円
〈Road1052-263-0050 www.road2009.com〉
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