
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）
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〒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　　     8 時間
消費カロリー    1680kcal
走った距離　　 15.3km

　走る運動ステージ以外にもミニゲーム
が沢山あります。私が好きなのは「ろく
ろ回し」、表示された壺と同じ形になる
ようにコントローラーを押し込んで土の
形を削ります。最後に採点もされるので
運動しているよりも試験に挑む感覚です。
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しずちゃんの『それ遠州弁だら？』

　プリンターが壊れてしまったと

きのことです。

　修理代が購入代金と変わらないことが

判明してどうしようか悩んでいたところ、

杉山が「もううっちゃらかいといて！」と言いました。

相撲などで【うっちゃり】は聞いたことがありますが、

「…ら・かい・といて」と長く複雑になっていて、すぐ

に「捨てる？」と結びつきませんでした。

　標準語の「うっちゃる」を活用し

て日常的に使いこなすのが遠州弁ら

しいなと思いました。

クラフトマン山 ち ゃ ん の職人の料理 

『鶏カレーの煮込み』『鶏カレーの煮込み』

・鶏もも肉 1枚・塩小さじ 1/2
・オリーブオイル大さじ 1/2
・にんにくスライス 1片分
・玉ねぎスライス 1/2 個
・カリフラワー 100g・塩小さじ 1/4
・カレー粉小さじ 1/4・白ワイン 40cc
・ローリエ 1枚・プチトマト 6個

材
　
料

①鶏もも肉は食べやすい大きさに切って塩小さじ 1/2 をまぶしておく。

②フライパンにオリーブオイル・にんにくを熱して鶏もも肉を皮目か

　ら焼く。脇で玉ねぎとカリフラワーを塩を合わせて色づいたらカレ

　ー粉を加える。

③香りがたったら白ワイン・ローリエを入れ、アルコールが飛んだら

　蓋をして 5分ほど煮込む。最後にプチトマト入れ皮が弾けたら完成。

カレー粉を入れることで、
短時間でもコクのある仕
上がりになります。

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。

『　うっちゃる　』その37

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、先月まではネット
上で紹介されているものを検証してみましたが、どれも信頼性に欠ける結果となり
ました。 今月はプロが実際に見分けるポイントをご紹介します。 
　右の写真をご覧ください。 ルーペ・拡大鏡（10倍程度が最適）でストーンの表
面を見たものです。 研磨面の境目、とくに複数が集まる部分に注目。 ダイヤは
パキっと面が切り替わるのですが、CZは面が「山なり」に切り替わります。 鋭く硬そ
うなダイヤとは対照的に、プラスチックのような感じがしませんか？ ダイヤがこのよう
な面になることはないため、下の写真のような場合は「ダイヤではない」ということが
確定します。 これは石が製品にセットされた状態でも判断できます。 
　厳密に言えばこれが判断の第一歩ですが、 最も簡単で確実な判断材料です。

第 147 話　ダイヤの本物・偽物を見分けられる？ ⑭ キュービックジルコニア 8

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。

2022年 Spring Braidal Fair ～3/30（水）まで特典
  

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（1種類）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。

太陽光発電をはじめました太陽光発電をはじめました
当店の屋上に太陽光パネルを設置当店の屋上に太陽光パネルを設置当店の屋上に太陽光パネルを設置

　当店は限りある貴金属を使う企業として 「持続可能

な社会の実現 （SDGｓ）」 に取り組んでいます。 日々

のごみはもちろん、 掃除機や空調フィルター、 排水

の粉塵からも金属を回収。 金属をできるかぎり再利用

しながら環境への負荷を減らしています。 このたび、

店内と工房で使用する電気を再生可能エネルギーで

まかなうため、 屋根に太陽光パネルを設置

しました。 クリーンなエネルギーで作ったジュ

エリーで心も身体も心地よく輝かせます。


