
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！　　　　

　ダイアモンドを見分けるために、前回『ダイアモンド類似石』についてご紹介しましたが、今

回はこれをもう少し深く探ってみたいと思います。ダイヤに似た宝石には、見た目がたまたまダ

イヤに似ているもの、加工して似せたもの、意図的にそう作られたものなどがあり、本物のダイ

ヤを見分けるためにはこの知識が必要になります。 これを一旦「天然の類似石」と「人工合

成の類似石」の2つに分けて整理すると下のようになります。

　①天然素材の類似石：水晶・ホワイトトパーズ・ホワイトサファイア・ジルコンなど

　②人工合成の類似石：ガラス・プラスチック・キュービックジルコニア・合成モアッサナイトなど

天然の①は鉱物として自然界にあるもので、人工合成の②は似せる意図がある・ないに関わ

らず、ダイヤに似た人工の物質ということです。 次回からはいよいよこの具体例をひとつずつご

紹介していきたいと思います。 ダイヤの偽物にはどんなものがあるのでしょうか。

第 136 話　ダイヤの本物・偽物を見分けられる？ ③ 類似石の種類とは？

『　お　や　す　』

最後に餡を

掛けてワン

ラックアップ

（

ダイヤに似た宝石には、自

然界に存在するものと人工

的に作り出したものの 2種

類が存在する。

①お好きな大きさに具材を切る。
②ボウルに卵と Aを入れ、混ぜ合わせる。
③耐熱の器に具材を入れ、ラップをして火が通るまで加
　熱する。
④②を注ぎ、ふんわりラップをしてさらに 600wの電子レ
　ンジで 3分程チンする。
⑤卵液に火が通るまで加熱したら完成。

　店の水栓の修理をしてもらっているときのことです。

何時間たっても修理完了の連絡がなく、不思議に

思ったときの杉山の一言。

「修理屋さん腰、おやいちゃっただかいな～」と。

「おやす」とは遠州弁で壊す・不調・病気という意味ら

しいです。長野県では「おやす」というお正月飾り

もあるらしいですが、普段使おうとするとトークをお

やいちゃいそうです～。（使い方難しいです）

『ドデカ茶碗蒸し』
食材 （750ｍｌの器）

・ お好きな具材
（鶏肉 ・ エビ ・ しいたけ ・ ぎんなん等）
　 ・ 水 300ml ・ 顆粒和風だし小さじ 1
　 ・ 卵 2個 ・ 醤油小さじ 1 ・ みりん小さじ 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「メルシー

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 「メルシーキット」

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㉖
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5/4~5/6　連休となります。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。

4/13   宮本清美様    浜松市東区
4/16   安藤真彦様    浜松市東区
4/16   大橋安子様    磐田市
4/16   西浦和代様    浜松市西区
4/17   宇野弘子様    浜松市南区
4/18   木村直子様    掛川市
4/20   大山　健様    浜松市浜北区
4/20   栗原奈芳様    掛川市

4/20   松山　愛様    浜松市西区
4/21   斉藤淑子様    浜松市浜北区
4/23   神谷由利佳様 浜松市北区
4/25   生駒良太様    湖西市
4/29   清水啓子様    浜松市浜北区
4/30   吉野直美様    浜松市南区

4/4　　原田和美様       浜松市中区
4/5　　鈴木ようこ様      浜松市浜北区
4/5　　出野仁美様　　　掛川市
4/5　　西澤弘美様　　　浜松市中区
4/6　　中村美和子様    磐田市
4/8　　吉岡ともみ様　　　浜松市南区
4/12 　吉田もとみ様　　　浜松市中区
4/13   太田徳夫様　 　　湖西市

～ 6/30(水 ) までキャトルセゾンのディナーにご招待！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初夏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。

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
ご成約のお客様を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。

特典

月 火 水 木 金 土 日
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8

4 月の休業日

9

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。

期限迫る
！

4/30 受付
分

まで !!

ゲームで効果は

でるのか？！
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・今月の運動記録
運動時間　　  9.39 時間
消費カロリー     2263kcal
走った距離　　 25.85km

1つのステージは基本的に走ります。走って
いる最中にお金やアイテムが落ちているので、
コントローラーを押し込んだり引っ張ったりし
てゲットします。さりげなく落ちているので、
画面から目が離せません！ぼーっとしながら
出来ないようになっています。

－4.9kg

加工工賃のみ対象

宝石や素材は含み

ません

査定額 10,000 円

以上の場合

お一人様 1回のみ

ワイヤーに交換

金具は含みません

ネックレス金具

イヤリング金具

ピアス金具など

アニバーサリーイヤーは感謝を込めた特別なフェアを開催します。ぜひこの機会にご来店ください。


