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夢をかなえるジュエラー

店長 ・ デザイナー    杉山 誠 （まこちゃ）

希望を描くディレクター

ジュエリーディレクター　渭原 賢明 （まーちん）

笑顔をはこぶアドバイザー

アシスタントアドバイザー高井志津子（しずちゃん）

心を輝かせるクラフトマン

クラフトマン加藤那奈 （ななちゃん）

命をふきこむクラフトマン

クラフトマン山﨑 良明 （やまちゃん）

・ メーカーを経て宝飾学校卒業。
・ JJA （日本ジュエリー協会） ジュエリーデザインアワード      
 第 4 部門入選。

若い感性と確かな実力で指輪に命を吹き込みます。

・ イタリア ・ フィレンツェの宝飾学校
「Scuola per l'alte della gioielleria Perseo」 卒業。
・ GIA （アメリカ宝石学会） グラデュエイトダイアモンド

外商 ・ 大手ショップスタッフ ・ WEB ショップの運営など
多彩な経験を活かして力になります！

・ （社） 日本ジュエリーデザイナー協会正会員
・ JBS 宝石鑑定士
・ NHK 文化センター 「宝石の見分け方教室」 開催
・ NPO 正しい宝石リフォーム普及協議会理事

世界に一つのジュエリー作りに毎日ウキウキ奮闘中！

店長まこちゃのブログ
「だにだらもんでⅡ」

まーちんのブログ
「JEWELER`S STYLE」

山ちゃん ・ ななちゃんのブログ
「しあわせジュエリー工房日記」

・ 法人営業などを経て、 アパレル関連のカリスマショップ
スタッフに。 2010 年からジュエリーを勉強中。

いつも笑顔で、 リラックスできるお店にします！

・ イタリア ・ フィレンツェに留学、 現地にて
 「Accademia Riaci」 ジュエリー科を卒業。
・ 日本宝飾クラフト学院卒業。
・ 2011 国立科学博物館 「宝石サンゴ展」 出展。

豊かな感性で素敵なジュエリーをお届けします！

スタッフブログも更新中です！

しずちゃんののんびりブログ
「しーやんのさかみちさんぽ」

2014 スプリングブライダルフェア

消費増税への対応につきまして
　2014 年 4月 1日より、消費税が現在の 5％から 8％に増税されます。法令により、対象は
4/1 以降にご注文いただく品ではなく、4月 1日以降にお受け取りいただく全ての商品が増税
の対象となります。ご注文からお渡しまでは通常 1ヶ月～ 1ヶ月半程度がかかりますので、
お早めにご注文いただきますようお願いします。尚、お客様にご迷惑をおかけすることの無
いよう、2014 年 3月 2日（日）までにご注文いただいた品は全て現状の 5％の対象とするよ
うに特別に対処いたします。これ以降のご注文分は増税後の対象となりますので、何卒ご理
解のうえお早めにご注文頂きますよう重ねてお願い致します。

その青は顔料 「ウルトラマリン」
としても使われる。まるで青い地球のように

様々な表情を見せる石。

ニュースが届くお客様でお名前のない方は
お手数ですがご連絡ください。

フィロンドールジュエラーズニュース　2月号

2014
2月号

ジュエラー達が語る、ジュエリーのおはなし

今月のHAPPY BIRTHDAY !

　宝石には、 いくつかの元素が結晶してできたものから、 単一の元素が結晶したもの、 貝や樹木が作った有
機物まで、 様々な由来を持つものがあります。 中には、 複数の異なる 「鉱物」 が集合して 1 つの宝石と呼
ばれる場合もあります。 青色の宝石として誕生石にも数えられるラピスラズリは、 まさにこのタイプの宝石の代
表です。
　日本でも 「瑠璃 （るり）」 として七宝の一つにされるラピスラズリ。 その実態は、 ラズライト、 アウイン、 ソー
ダライト、 ノーゼライトの 4 鉱物が一つの岩石の中に混在した宝石なのです。 そして、 石によってはさらにパイ
ライト （黄鉄鉱） がゴールドのラメのような表情を加えたり、 カルサイトが白いラインを加えたりします。 珍しくも、
様々な鉱物が集まることで複雑な美しさを作り出した宝石です。
　ラピスラズリの 「ラピス」 はラテン語で 「石」、 「ラズリ」 は現在のアフガニスタンの地名 「ラズワルド」。 「ラズ
ワルドの石」 という意味の名前ですが、 これは 「アジュールやアズーロ （群青の空の色）」 の語源となっていま
す。 美しい青い石は古代エジプトのファラオ達に愛され、 遠くアフガニスタンまでわざわざ交易路を切り開いた
と言われています。 歴史的な宝物の中にも、 ラピスラズリを主役とした有名な装飾品が多数存在しています。
　色の幅や深み、 複雑さは単一の名前の宝石とは思えないほどに豊かなもの。 美しい鉱物が集まることで生
まれる、 特別な美しさを感じてみてください。

2/1　小長谷真奈美様 浜松市東区
2/2　坂本　裕様 浜松市中区
2/2　松井ゆかり様 浜松市西区
2/3　今井田和子様 浜松市西区
2/7　足立　理様 浜松市南区

宝石名：ラピスラズリ　鉱物名：複数　和名：瑠璃・青金石　硬度：5～ 6　結晶：集合体　誕生石：12 月

 左記のお客様は、今月中に
このニュースを当店までご持
参ください。
お茶専門店Lipiciaの限定
フレーバーティー（紅茶）50g
缶をもれなくプレゼントいた
します｡

第 57 話 　神秘の青の集合体 ラピスラズリ

バースデープレゼント

フォトジェニックな空の下
クラフトマンカトーの

～旅・食・遊び、幸せになれる体験をご紹介します～

クラフトマン山ちゃんの 

工具ＬＯＶＥ
　其の四十九　・手万力
　

 今回は木製の単純な工具「手万力」、読み方はそのま

ま「てまんりき」です。先端に細かなパーツを挟んで固定

するものです。これがあれば、手では支えられない細かい

パーツもガッチリと保持することができます。

ヤットコやペンチでも持つことができますが、これは固定し

たままにできるので、持つ角度を変えたり、支える手を休

めることで作業がぐんとしやすくなります。また、両端の

形状が違い、使い分けもできる優れもの。頻繁に使うも

のではありませんが、一つあると便利な工具です。

Lupicia 限定フレーバーティー

にょきにょきとそびえる幾つもの煙突、 まるでイタリアのサンジ
ミニャーノのような常滑の街。
たまたま行った日が生憎の小雨で、 また情緒ある風景
でした。人通りも少ないひっそりとした古い街は店舗の内
装だけきれいにされて昔の趣はそのままに、 モダンな焼き
物がいたるところで見つかります。
細くてアップダウンの激しい小道がまた異国を思わせてく
れます。 もう廃業した釜を展示スペースにしてあったり(ひ
んやりしました)、土管の中に立派な金魚がひらひら泳い
でいたり、、
あるお店で真っ白な落花生を見つけたのでお土産にひ
とつ購入。 カラカラって鳴るんです♪

小さなサンジミニャーノの街 常滑

1/7( 火 ) ～ 3/31( 月 ) のフェア期間中にご成約のお客様に

東京ディズニーリゾート 1デーパスポート ペアをプレゼント

2014 年のリング選びを応援するブライダルフェアがスタートしました。
増税前の今がチャンスです！

ダイアモンド 2石（0.02ct）

特別なひとときをプレゼント♪

お好きなカラーをお選び
いただけます

25 万円以上のエンゲージリング又はペア 30万円以上のマリッジリングご成約でもれなく
プレゼントいたします。

プレゼント
マリッジリングペアをご成約でもれなく、セット工賃も無料でプレゼントいたします。

2/7　佐宗光子様 浜松市中区
2/8　足立扶佐子様 浜松市北区
2/9　山中　正様 浜松市東区
2/13　國井紀美代様 浜松市東区
2/14　佐藤真琴様 浜松市北区

2/16　増田久美様 浜松市東区
2/18　杉山瑞季様 浜松市東区
2/22　榛葉陽子様 浜松市東区
2/23　山下玲子様 浜松市中区
2/27　坂本陽子様 浜松市中区ジュエリーリフォーム＆リメイク大感謝祭

しずちゃんのHappy Dish ♪

今回はスタッフ渭原氏直伝☆ 『塩豚』を作ってみました♪ 南国離島の奄美大島では、

保存食として昔から重宝されてた塩豚。パスタにパンチェッタがわりに入れるのもよし、

焼いても、煮ても、炒めても、何でも使えてそれはそれはおいしいらしいです。

塩豚

①豚バラ肉を用意。固ければフォークを軽く刺しておく。

②塩をまんべんなく揉みこみます。

③ペーパータオルで巻きつけてその上をラップで巻いて

保存袋で冷蔵庫。

④1日1～2回ペーパータオルを取り替える。

⑤それを３日～４日冷蔵庫で寝かせれば出来上がり。

※渭原注：豚肉を塩で揉み、ラップをするだけでもOK

です。

今回は塩を使いすぎて、しょっぱくなってしまいました…。豚バラ1本に対して大さじ1杯く

らいでいいようです。熟成された美味しい塩豚ができるよう、またリベンジしてみます。

春のリフォームフェア

○お見積りでもれなくジュエリー磨きクロスプレゼント
○3万円以上のリフォーム又は買い取りで、人気洋菓子
店「リープリング」のシュークリーム詰合せをプレゼント

3/31（金）まで

在庫品クリアランスセールスタート！

・カラーストーンルース（裸石）20~50％OFF
・真珠ネックレス（一部除外）　20~50％OFF
・カラーストーンリング　20~50％OFF　
・その他製品　20~50％OFF

在庫一掃のクリアランスセールを開催します。
節目のシーズンにおすすめの真珠や、華やかなジュエリー
が驚きのプライスに。期間は 2/15 ～ 3/31 の 1ヶ月半。
増税前の最後のチャンスをご利用ください！

リープリングのシュークリームプレゼント♪

2/15~3/31

右のジュエリーは一例です。 ￥19,800
3万円以上お買い上げの
お客様に「ブラックスピ
ネルネックレス」をもれ
なくプレゼント♪

￥189,000
￥29,800

￥378,000

本真珠ネックレス 7-7.5mm Ptパライバトルマリンリング 
0.552ct

通常価格

クリアランス特価

クリアランス特価


