
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！　　　　

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）

JEWELER’S NEWS
発行 株式会社フィロンドール
〒431-3125　
静岡県浜松市東区半田山 5-17-12
TEL：053-431-5655 
FAX：053-431-5633　
Emai：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

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。

ゲームで効果は

でるのか？！

・今月の運動記録
運動時間　　     8.25 時間
消費カロリー     2052kcal
走った距離　　 25.3km

　いつもはコントローラーを持って走っ
ていますが、実家に帰った時に足音が響
くので膝を曲げると走ってくれるモード
に切り替えました。静かに運動出来るの
で安心です。液晶画面がついているので、
テレビがなくても行えるのは助かります。
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『　やっとかめだや～　』
　先月お客様に「面白くていつも楽しみにしてます」という嬉しいお言葉をいただき、その時
に「【やっとかめだや～】という方言はどう？」と教えてもらいました。
　「ひさしぶり！」という意味で、スタッフのおじいちゃんやおばあちゃんも良く言っていた
そうです。調べてみると名古屋でも使うようで、名古屋弁、三河弁、遠州弁の繋がりを感じます。
今年のお正月は【やっとかめだや～】という言葉が飛び交ったかもしれませんね。
　今年も今まで以上に方言（杉山の言葉）を面白おかしく解釈することがあるかと思いますが、ちょっとかわい
かったり、こわかったりと楽しい遠州弁をみつけてお届けしたいと思います。今年もよろしくお願いします。

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
ロクシタン 「メルシーキット」

　その35

* * * しずちゃんの『それ遠州弁だら？』* * *

月 火 水 木 金 土 日
27 28 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
31 1 2 3 4 5

1 月の休業日

6ジュエラーズニュース 2022 年 1月号

29 30

28 29 30

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
1/7　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
1/9　鈴木光子様  浜松市西区

ジュエラー達が語る、ジュエリーのおはなし

  

　ダイヤとキュービックジルコニア（以下CZ）の見分け方について、インターネットで
紹介されているものを実際に試して検証しています。 今回は「油性ペンで石に書
いてみる」という方法です。 見分け方を解説するサイトには「ダイヤには書けるが
CZには書けない」と紹介されており、その理由も油へのなじみやすさ（親油性）の
違いをもっともらしく説明していました。 さて、結果は…。 
　写真上と下、どちらがダイヤまたはCZか見分けがつきますか？ 多くの情報サイ
トの説明とは違い、実際にはどちらにも油性ペンで書くことができました。 答えは
上がダイヤ、下がCZです。 特に書く時に違いはなく、しっかりとインクが付く感じ
がしました。 これではどちらもダイヤかと思ってしまいますよね。
　次回は最後の実験、「線を透かして見る」を試してみます。 お楽しみに。

第 145 話　ダイヤの本物・偽物を見分けられる？ ⑫ キュービックジルコニア 6

　明けましておめでとうございます。

　昨年も大変お世話になり誠にありがとうございました。今年

もどんな状況であれ私達のミッション「ジュエリーで人々を幸

福にする。」という原点を忘れずブライダル、リフォーム、修

理でお客様の笑顔を作るジュエリー工房でありたいと思います。

　本年も変わらぬご愛顧ご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。

1/11　成瀬暢子様 　浜松市中区
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
1/15　高橋三智子様 浜松市北区
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
1/21　松島通江様 　浜松市東区
1/25　田村靖子様   浜松市東区

1/26　坂下真紀子様 磐田市
1/27　田中仁美様   浜松市北区
1/29　石田真理子様 磐田市
1/29　小野由紀子様 浜松市浜北区
1/30　小久江裕子様 浜松市天竜区
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

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。

新型コロナウイルス感染症対策を行っております！

店内スタッフは全員ワクチン 2回接種済みです。

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。

2022年 Spring Braidal Fair
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（1種類）プレゼント

特典
  ～3/30（水）まで


