
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！　　　　

　今回は真珠のメンテナンスについてのお話です。 と言っても難しいことはありません。 大

切なのは2点だけ。 それは『使ったら必ず拭く』ということと、『糸換えをする』ことです。 

　真珠を主に構成する炭酸カルシウムは酸に弱く、汗などがついたまま保管してしまうと

微量の酸によって溶けてしまいます。 表面がぼやけ、せっかくの光沢が失われていってしまう

のです。 着用の後は、柔らかい布でやさしく拭き、特に夏場は水分を乾燥させてから箱に

入れると完璧です。 箱も桐箱など、調湿性のあるものが理想です。

　真珠の糸は絹・化繊・金属ワイヤーなどが通されていますが、繊維なら3～5年以内、金

属なら10年以内で交換が必要です。 突然切れてしまうことを防ぐために、10年以上経っ

たものは必ず糸替えをしてあげてください。 費用も当店で500円～1,500円程度です。

　正しく使えば人生を共にできる真珠。 2つのケアでぜひ長持ちさせてあげてくださいね。

第 133 話  パールシニアアドバイザーの真珠のおはなし⑮ 真珠のメンテナンス

わきゃないやぁ～

真珠の組み直し。 買った時の 
まま 20 年 ・ 30 年使っていませ
んか？使おうとしたらバラバラ…
を防ぐために、 10 年経ったら必
ず糸替えをしてあげてください。

① めんつゆ・コチュジャン・ニラ・白ごまを
　混ぜる。
②瓶にゆで卵と①を入れ、半日ほど漬けたら
　完成！

　しっかり冬休みをいただき、無事工房が動き始
めました。新年早々このコーナーの話をしていると、
渭原がこんなのもあると言いました。
『は～令和も3年だに。わきゃないやぁ～』。
わけない？何のわけ？と思いました。【月日が経つのは
早いですね～】という意味だそうです。
　来年の今頃また『わきゃないやぁ』と笑顔で言えるよ
うに、一年頑張りたいですね。

『ニラダレ味玉』

そのまま食べても
よし！
ラーメンに乗せても
よし！

食材（2人前）

・ ゆで卵 3個   　 ・ ニラ 20g
・ めんつゆ 100cc   ・ 白ごま適量
・ コチュジャン大さじ 1

ゆで卵に数か所穴を空けると味が染み込みやすくなります。

めんつゆの濃さで自分好みに調整してみてください。

 

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）
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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。

1/9 　鈴木光子様 　浜松市西区
1/12　大畑郁美様 　浜松市浜北区
1/13　富永真開胡様 　浜松市中区
1/17　江頭羊子様 　浜松市中区
1/17　桶田美佐代様 　浜松市北区
1/18　笠原佳代子様 　浜松市東区
1/18　松村久美子様 　浜松市北区
1/21　松島通江様 　浜松市東区
1/23　田中知子様 　浜松市北区

1/25　田村靖子様 　浜松市東区
1/27　田中仁美様 　浜松市北区
1/28　山口知子様 　浜松市西区
1/29　小野由紀子様 　浜松市浜北区
1/30　小杉正子様 　浜松市東区
1/30　櫻井　純様 　浜松市浜北区
1/30　竹田佳代様 　浜松市北区

1/1　 窪野久美子様 　浜松市東区
1/1 　松下明代様 　浜松市東区
1/1   山本ちえ子様 　浜松市北区
1/5   井口恵丞様 　浜松市浜北区
1/5   林　晴美様 　浜松市中区
1/6   山田晴夫様 　浜松市北区
1/7   村松小百合様 　浜松市東区
1/8   北村孝義様 　浜松市浜北区
1/8   和田嘉美様 　浜松市中区

特典
  

新しい春を応援するお得なブライダルフェアをご利用ください
Amazon・Apple・Google の中からお好きなブランドのギフトカード 5,000 円分プレゼント

　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プレゼントいたします。
　お買い物や映画、音楽、アプリなど自由にお使いいただけるプリペイドカードを
お贈りします。素敵な時間を過ごしたり、新生活の準備に活用したり。
お好きなブランドからお選びいただける好評のプレゼントです。
( お好きなブランドから 1種類をお選びください。)

月 火 水 木 金 土 日
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1 月の休業日

新型コロナウイルス感染症対策を行っております！新型コロナウイルス感染症対策を行っております！

お客様にはご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。

Amazon GoogleApple

して
ますか？!

ぽっちゃり

加藤の！

第23回

　年末年始が過ぎ体重が激増！これが正月太りか…仕方ないよねと
自分に言い訳しつつも 2年前のダイエット成功から体重は右上がりに。
見直さねばと体重計を新調したところ、様々な数値を知る事が出来ました。今年はこの
数値をスタートとして、リングフィットを使った運動での変化をみていきたいと思います。

侮れない美味しさ…
私はトースターで焼いて
食べるのが好きです。
( さっくり香ばしい！ )

糖質 50%オフのロカボドーナツ
1 個 /194kcal
糖質/17.1g
食物繊維 /9.4g

　　　　　謹賀
新年

明けましておめでとうございます。

　創業 100 周年の節目だった昨年は、新型コロナ感染症の流行により様々な壁にぶ

つかる一年となりました。休業期間はお客様に何をお届けできるかを改めて考える

時間となり、スタッフ皆でアトリエを見直す機会をいただいたと考えております。

　101 年目の今年の干支は「辛丑（かのとうし）」「辛」は痛みを伴うひとつの時代の

終了を現し「丑」は殻を破ろうとする命の息吹、そして希望を現します。この令和

三年「辛丑」の年を大チャンスの一年とすべく､全身全霊で取り組んで参ります。

皆様の変わらぬご愛顧ご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。
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2021/1 月現在の体内数値 骨格筋率…体に占める骨格筋 ( 一般
的な筋肉 ) の割合を示す指標のこと
トレーニングを行うと増加し、加齢とともに減少。
骨量…骨全体に含まれるカルシウム
などのミネラルの量のこと
骨全体に含まれるミネラル分の合計を表す数値。
20歳頃をピークとして、その後は徐々に減少。

%

レベル

2021 年の目標…BMI を標準にすること !


