
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 
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　　     9.30 時間
消費カロリー    1975kcal
走った距離　　 18.4km

　このゲームはスクワット運動をこれで
もかというくらい盛り込んできますが、
パターンも様々。長時間キープさせたり、
素早く行わないと前へ進まなかったり…
後ろからモンスターが追いかけてくるの
で逃げるのに必死になってしまいます。
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しずちゃんの『それ遠州弁だら？』

　最近、ご来店いただくお客様の年代の幅が広がった

感じがしています。うれしい気持ちでいっぱいですね

☆と杉山と話をしていたら「おらんちのむっすぅ、ど

うしたもんかや…。ばかしょんない」と言っていて、

「え？おらん？むっす？しょんない？」となりました

。続けて「こんぞぉもだにぃ」と。聞いてみると【む

っすうとこんぞお】は娘と息子という意味だそうです

。あんまり上品な遠州弁ではないので「書か

んでいいに」と言われました。笑

 ちなみに富山では子供のことを

「ねね」と言います。

クラフトマン山 ち ゃ ん の職人の料理 

『山﨑家の雑煮』『山﨑家の雑煮』

・鶏もも肉 300g・大根 1/6
・餅 4個・醤油 25ml
・鰹の顆粒だし 24g
・昆布の顆粒だし 8g
・青のり適量・とろろ昆布適量

材
　
料

①鶏もも肉を一口大に切り、ホイルに包みグリルで焼く。

②鰹・昆布の顆粒だしと醤油でだし汁を作りお餅を煮る。

③大根を 1cm の半月切りにしてだし汁で煮る。

④器に大根→餅→とろろ昆布→大根→餅の順に重ねる。

⑤鶏もも肉、大根、青のりと並べて、だし汁をかけて完成。

母は出汁から取るのですが
僕は簡単に顆粒出汁で。
だいぶ近付けたと思います。

今月号からお誕生月のお客様にクーポン券を同封いたします。ぜひご覧ください。

『むっすぅ & こんぞぉ』その36

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。 今回は最後の実験、「線を
透かして見る」を試してみました。 「線の上にストーンを伏せて置くと、CZは線が透
けて見えるがダイヤは見えない。屈折率の違いによるものだ。」ということです。
　さて、結果は右の写真のようになりました。 上がCZ、下がダイヤです。 「おお！確
かにダイヤは線が見えない！」 と一瞬思ったのですが、右下の写真をご覧ください。 
少し位置をずらすと、ダイヤでもCZとほとんど同じように見えました…。 うーん、そ
もそもルース（裸石）の状態で比較するのがハードルが高いうえ、これでは見分けが
つきません。 …やはりこれもダメでした。
　では次回は結果をまとめ、プロの見分け方をご案内していきます。お楽しみに。

第 146 話　ダイヤの本物・偽物を見分けられる？ ⑬ キュービックジルコニア 7

CZ

ダイヤ

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特典
  ～3/30（水）まで

63年ぶりに誕生石が
追加されました！
63年ぶりに誕生石が
追加されました！

全国宝石卸商協同組合、日本ジュエリー協会、山梨県水晶宝飾協同
組合の 3つの団体が関わり、「日本にはさまざまな誕生石リストが
混在しており、消費者が混乱するため、業界として誕生石を統一
した」と発表しました。

クリソベリル
キャッツアイ

ブラッド
ストーン

アレキサンド
ライト

ジルコン

アイオライト モルガナイト

スフェーン スピネル

クンツァイト タンザナイト
引用：日本ジュエリー協会より

生まれ月だけじゃなくパワ
ーストーンとしてお気に入
りの誕生石を探しみてもい
いですね。
お気軽にお問
合せください
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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


