
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！　　　　

　「ダイヤの本物と偽物って、どうやって見分けるんですか？」 時々お客様からこのようなご

質問をいただきます。 当店は専門的な機関での学習と豊富な経験から、本物か・偽物か

の判断だけでなく品質の見極めまで行うのですが、その方法は様々な知識とそれを結びつ

ける経験が必要になるため、答えに困ってしまうことがあります。 高度に模造された偽物は

見た目だけでは判断がつかず、稀ですが専用の道具が必要になる場合もあります。 とはい

え、基本的な知識と特徴を学べば、誰でもある程度の判断はできると思います。

　そこで今回からの新シリーズとして、ダイヤの偽物やその種類、人工石や合成ダイヤにつ

いてのお話をしていきたいと思います。 基礎からお話するので少し長くなりますが、完結す

る頃にはもしかしたらダイヤが見分けられるようになる！？ かもしれません。

　次回からぜひお楽しみに。 

第 134 話　ダイヤの本物・偽物を見分けられる？ ① はじめに

まるさら

①鶏肉をそぎ切りにして、酒・塩を揉み込み、
　弱火で 2～ 3分茹でる。
②Aを混ぜ、鶏肉にかける。

　電気圧力鍋の凄さについて杉山と話をしていると
き、杉山が「ポテトサラダを作る時、じゃがいもも人参も
カワサラいれるだよ。卵もカラサラだにぃ～。マルサラ！」
と呪文みたいなことを言っていました。「ふくろさら」
や「これさら」も聞いたことありますが、【皿】ではな
く【ごと】という意味なんですよね！
　この方言はよく聞くので、『私も「まるさら」
はちゃっと使えそうな気がするにっ』

『ネバネバ鶏肉』

パンチがほしいと
き熱したごま油と
ラー油をかけるの
もアリ！

食材（2人前）

・ 鶏むね肉 400g ・ 酒大さじ 1 ・ 塩小さじ 1/3

つまみにも、 おかずにもいけます

・ ネギ 1/2 本 （みじん切り）
・ オクラ 5 本 （茹でてみじん切り）
・ おろししょうが小さじ 1/2 ・ 白いりごま大さじ 1
・ 塩小さじ 1/3 ・ しょうゆ小さじ 1

（A

 

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㉔
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静岡県浜松市東区半田山 5-17-12
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FAX：053-431-5633　
Email：info@filondor.com　
定休日　毎週木曜日・第三水曜日ジュエリーを通して「しあわせ」をお届けします

* * * 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。

2/13　平澤亜紀様 　浜松市東区
2/14　佐藤真琴様 　浜松市北区
2/15　大澤広美様 　静岡市清水区
2/19　村松綾奈様 　浜松市南区
2/20　永瀬いづみ様　浜松市北区
2/20　橋本峰子様 　浜松市中区
2/21　平山智里様 　浜松市南区

2/22　榛葉陽子様 　浜松市東区
2/27　坂本陽子様 　浜松市中区
2/27　花ヶ崎房江様  浜松市浜北区
2/28  小倉昌子様 　浜松市中区
2/28  中村久美様   浜松市中区

2/1　杉浦典子様 　浜松市東区
2/2　坂本　裕様 　浜松市中区
2/8　足立扶佐子様　浜松市北区
2/9　小澤美奈子様　浜松市天竜区
2/9　谷高悦子様 　浜松市浜北区
2/9　山中　正様 　浜松市東区
2/10 鈴木麻衣様 　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。

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。
(
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2 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

　　　　　

2021 年 2月の体内数値

体重  －2.3kg

専用クロスなどで磨いても変色やくすみが戻らない
場合はご相談ください。

結婚指輪はプラチナ、ゴールドの素材を使われるのがほとん
どです。どちらも日常、身につけたまま生活していただいて
も変質の心配はありません。ただ、それぞれの素材には強度
を保つためなど別の金属も入っています。入浴剤や温泉など
で表面が濃く変化する場合もあります。洗浄や軽い磨き直し
で回復しますが安全のため硫黄などの入浴剤を入れたときは
外したほうが無難です。もちろんですが、外したときはなく
してしまわないように大切にしまってください。

ニンテンドースイッチ
リングフィットの記録
運動時間　　　6.58 時間
消費カロリー 1846.1kcal
走った距離　　 23.25km

正月太りを解消できました、ホッ。
筋トレのメニューはスクワットが多いですが、
回数をこなすものと姿勢をキープする２種類
をやっています。どちらも辛い！前半サボりが
ちだったので 2月は…本気出します…！！

ゲームで効果は

でるのか？！

結婚指輪をしたまま
お風呂に入っていいの？

『結婚指輪』として売られる指輪の多くは純度の高いプラチナや
金で作られます。これらは変色や酸化（サビ）することがほと
んどないので、入浴や薬品・アルコールが付いても問題ありま
せん。金製品は硬くするために銀や銅をわずかに混ぜるため、
まれに黒っぽくなる場合がありますが、磨き直しで回復します。
プラチナ・金以外や、純度の低い素材（K10 や K14）の場合は
変色や変質のリスクが高くなります。ご不安な場合は拝見しま
すので店頭までお持ちください。

プラチナ
　Pt900 や 950 なら変色・変質の心配はな
　い。しなやかな素材なので変形に注意。

ゴールド
　銀や銅が入っており硫黄で変色する場合
　があるが純度が高ければ（K18）問題ない。
　カラーリング剤などにも注意。

シルバー

　硫黄で真っ黒に変色するので温泉に注意。
　空気や汗、水だけで黒くなることも。


