
第 124 話  パールシニアアドバイザーの真珠のおはなし⑤ 真珠の構造を知る

ジュエラー達が語る、ジュエリーのおはなし

夢をかなえるジュエラー

代表 ・ 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髙井志津子（しずちゃん）

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を卒業。
・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。

鋭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・フィレンツェ市宝飾学校卒業
・GIA（米国宝石学会）グラデュエイトダイアモンド
・日本リ・ジュエリー協議会 1 級リモデルカウンセラー
・日本真珠振興会 パールシニアアドバイザー

国内外の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
・日本リ・ジュエリー協議会 1 級リモデルカウンセラー

世界に一つのジュエリー作りに毎日ウキウキ奮闘中 ！

Instagram
atelierfilondor

Facebook
アトリエ フィロンドール

・日本ジュエリー協会ジュエリーコーディネーター
・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。

いつも笑顔で、リラックスできるお店にします ！

LINE
アトリエ・フィロンドール

・広告デザイナーを経て、宝飾専門学校を優秀製作表彰
を受け卒業。
・2013 日本ジュエリーデザイン画コンテストグランプリ
・2013 パールデザインコンテスト入選

極上のセンスと技術で、特別なジュエリーを作ります ！

フィロンドール　　で検索！　　　　

　　ベ　ロ

　真珠の判断基準「マキ」・「テリ」・「キズ」・「色」・「形」・「大きさ」のうち、「形」について

お話します。 真珠は本来様々な形をしていますが、太古から真円のものが珍重されてい

ます。 養殖ではない真珠はほとんどいびつなため、丸いものは特別視されてきました。

　アコヤ真珠の基準はラウンド、セミラウンド、セミバロック、バロックの4つに大別されま

す。真珠養殖の際には真円を求めて様々な工夫をするのですが、貝は均一に真珠質を

分泌しないため、丸くないものが多くなってしまいます。 また『真円であること』と『長期

養殖の厚巻き』であることは相反する要素で、良いテリ・マキを求めて長期間養殖する

と形のムラが大きくなってしまうというジレンマがあります。

　 近年、丸くても真珠層の薄い珠の流通が増えており、『真円＝高品質』とは限りま

せん。 形とマキは密接に関連するため、総合的に判断できるプロの視点が必要です。

第 130 話  パールシニアアドバイザーの真珠のおはなし⑫ 真珠の判断基準 5 「形」

左上から
ラウンド ・ セミラウンド ・ ドロップ
ボタン ・ サークル ・ バロック。
実際にはこれ以上の豊富な形
がある。

食材
・しいたけ 5個　・厚切りベーコン 80g　・にんにく　5個・
・ カマンベールチーズ　1個　 ・胡椒　多めに　
・飲みたいビール　適量　 ・醤油　適量

① にんにくは半分に、厚切りベーコンは一口大　
　に切る。
②しいたけは傘と軸に分け、軸は石づきを取って
　細かく切る。
③ アルミホイルにカマンベールチーズ、しいたけ、
　ベーコン、にんにくをのせて胡椒を振りビール
　を回しかける。
④アルミホイルを被せて包み、トースターで 15 分
　ほど焼き、醤油をかけたら完成！

　北陸出身の私が楽しい遠州弁を紹介しています。
印象的な遠州弁TOP3にランクインしそうな『舌ベロ』。
意外と標準語だと思われている方が多いのでは？先日、愛知県出身の
スタッフ加藤が歯科を受診し「舌ベロで触っても大丈夫です」と言われた
らしいです。老若男女問わずみんな「舌ベロ」を使っていることに驚いてい
ました。『舌』と『ベロ』は同じもの。「ベロベロ」と聞こえておもしろいです！
　ちなみに舌の話の流れでご紹介すると、富山県では「舌に【かぜのかた】
できた」といいます。【かぜのかた】は口内炎のことです。
ぜひ使ってみてくださいね。

『ビールでホイル焼き』 ビール片手に作りますか

アンチョビを入れると

アクセントとなり美味

しさパワーアップ！

　

金なのか金ではないのか、金の割合はどのくらいなのか、
貴金属製品の鑑定鑑別機器が当店にございますので、
「どうなのかしら。。。」とお思いの方ぜひ当店へ！

無料で査定させていただきます !

なんの金属だろう？ 鑑定鑑別機器で鑑別 金属判明！

日本の金の含有量は24分率で表記されて , 純度 100％の金は 「K24」 と表記します。

これは純金ということ。 でも純金では柔らかすぎてジュエリー作りができないので耐久性を

高めるためなどの割金を入れます。

「K18」 が最も一般的で75％の金を使い、 残り 25％は割金 （わりがね） を入れます。

主な割金は銀、 銅、 パラジウム。 この割金の配合率でイエローゴールド （K18YG）、 ピ

ンクゴールド （K18PG）、 ホワイトゴールド (K18WG) ができるわけです。

ちなみに 「K14」 は 58.5％、 「K10」 は 42％の金を使用し、 残りが割金です。 年齢

を重ねるごとに、 ジュエリーのデザインはもちろん、 お肌に馴染む色も変わってきます。

割金の配合によって金の色が変わるのも 「ゴールドジュエリーの醍醐味」 ですね。 ���

��� ���

打刻の例

　ネックレスのプレートなどに打刻されている
文字や数字はなに？と疑問に思ったことあり
ませんか？
　ジュエリーの金 （ゴールド） に
ついて 「少し」 分かるだけで
ジュエリー選びも楽しくなりますよ。

( 元素記号 Au)に つ い て の お 話

 

今月の HAPPY BIRTHDAY !

 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。

ロクシタンのハンドクリーム

＆ソープセット「シア ナン

バーワンキット」をもれなく

プレゼントいたします｡

バースデープレゼント

クラフトマン山 ち ゃ ん の
職人の料理 

ロクシタン 「シアナンバーワンキット」

 

くわしい情報を定期的
に更新します。

想いを伝えるクラフトマン

クラフトマン加藤 友香 （ゆかちゃん）

　その⑳
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* * * しずちゃんの『それ遠州弁だら？』* * *

アトリエ ・ フィロンドール

〒431-3125 静岡県浜松市東区半田山 5-17-12

最新の写真をほぼ毎日
更新しています。

お友達への情報のほか、
お問合せや連絡も。

舌

10/14  伊藤君子様    浜松市中区
10/16  太田幸子様    磐田市
10/16  松野智香子様 浜松市東区
10/17  吉岡真弓様    浜松市東区
10/18  橋本晃司様    浜松市東区
10/20  小林百合子様 浜松市東区
10/23  大石美春様    浜松市浜北区

10/25　大場好晃様　  袋井市
10/25  田中美暁様   浜松市浜北区
10/26　袴田千津子様 浜松市東区
10/29　小野充代様    浜松市南区
10/30　大平真紀子様  浜松市東区

して
ますか？!

ぽっちゃり

加藤の！

第20回

　フラフープをしていたら、横腹に大きな痣ができました。効いているのか

と思っていたら大間違い。セルライトは脂肪の塊ではなく、老廃物等をため

込んでコラーゲン繊維と絡まって肥大化した脂肪細胞。血管やリンパ管等が流れていて、刺激

により切れて内出血し痣になっていました！何事も程々にしないと逆効果になってしまいます。

なんと 70％サバを使った
チップス！食べだすと
止まらない美味しさです。

  　　サバチ -SABACHI-血流を促進！

1 個 /160kcal
糖質/15.4g
DHA/60mg
EPA/9mg

1. 仰向けの姿勢になり両膝を立てます。
2.手のひらは床につけ、下腹を軽く引き締めます。
　 両手で床を押しながら両足を天井方向へ垂直に伸ばします。
3.両手を腰に当ててお尻を持ち上げます。つま先を頭の上の床につけ、
　 膝は伸ばしましょう。
4.両手を背中側で組み、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばして5呼吸キープ。
5.組んだ腕をほどいて手を腰に当て、首に近いほうの背中から、ゆっくりと
　 床に下りた後、仰向けの姿勢に戻ります。

「鋤のポーズ」

10/1   寺田あづさ様    浜松市中区
10/2   矢田純子様  浜松市西区
10/3　 村木真美様  浜松市中区
10/5　 竹内理恵様  浜松市浜北区
10/12  松岡恵子様  浜松市中区
10/13  花島千安紀様 浜松市天竜区
10/13  村木克子様  浜松市東区

10 月の休業日
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キャトルセゾンのディナーにご招待！
お客様を素敵なディナーにご招待する冬のブライダルフェア。指輪とともに忘れられない時間をお過ごしください。

特典
  

地元の食材に、シェフが趣向を凝らしたフレンチフルコース。
ミシュラン星付きレストラン監修の逸品まで、特別な時間をお楽しみください。

期間中に 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
ご成約のお客様にもれなくキャトルセゾンのディナーにご招待いたします。


