
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
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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 30 分
消費カロリー    1785kcal
走った距離　　 16.8km

　普段の運動の中でコントローラーを後
ろに持ちながら押し込むのが大変です。
坂道だと素早く何度も押し込まないと後
退するので走るより辛い！肩甲骨あたり
の筋肉を使ってるな～と感じます。
肩のコリもほぐれているのかも？！
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しずちゃんの『それ遠州弁だら？』

　「まん防いつ出てただか、はぁ忘れち

ゃったやぁ」。杉山が1日に数回言う言葉

が「はぁ」。最初は意味がわからなかった

です。疑問、感心、驚き、怒り、ため息な

どの感嘆詞「はぁ」ではなく、「もうすで

に」という意味らしいです。その他にも言

葉と言葉の間に「はぁ」がよく挟まります。

リズム感があり、気持ちよいフィット感♪

　今流行りのカードゲームに『はぁって言

うゲーム』があるので杉山の「はぁ」も入

れたいですね。

クラフトマン山 ち ゃ ん の職人の料理 

『キャベツロール
　　　ソーセージ』
『キャベツロール
　　　ソーセージ』

材
　
料

①キャベツは 1枚をきれいにはがして、ふんわりラップを
　かけて 2分ほどレンジで加熱する。
②ソーセージは斜めに切れ込みを入れて豚バラ肉 2枚で巻
　いてからキャベツで巻く。
③フライパンにロールソーセージ、残りの調味料をすべて
　加えて蓋をし、10 分したらひっくり返して 10 分コトコ
　ト煮込んだら完成。

生のミンチ肉をこねる手
間なし！いろいろな食材
を変えても楽しめます！

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。

『　は　ぁ　』その 39

・ソーセージ 3本・好きな野菜
・豚バラ肉 6枚・バター 5g
・キャベツ 3枚・水 500cc
・塩小さじ 1/2
・コンソメキューブ 1個
・醤油小さじ 1

ジュエラー達が語る、ジュエリーのおはなし

 

ダイアモンドと類似石を判
別する機械。 カードタイプや
ペンタイプなど、 持ち運びで
きるサイズのものが人気。
機材によって判断できる石
の種類が違ったり、 不得意
な石がある場合もあるので
用途に合わせて使用する。

 

　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、これまではルーペ
ひとつで判断できるものをご紹介しました。 今回は番外編として誰でも数秒で判
断できる方法です。 なんと、ダイアモンドか類似石かを見分ける『ダイアモンドテス
ター』という機械が販売されています。 先端の端子で石に触れるだけで熱伝導率
を検知して結果を表示してくれる優れものです。 当店では使用していませんが、
経験が不要で、短時間に大量の石を見分けるような場面では便利です。 
　入手は簡単で、通販サイトなどで数千円から数万円で購入できます（安価な
ものの信頼性は不明です…）。 それでもご自宅で手軽に宝石鑑定気分が味わえ
るのは楽しいのではないでしょうか。 ただし、最終的には機械と人の目を組み合わ
せた判断が必要です。 結果を確定する際には専門スタッフまでご相談ください。

第 149 話　ダイヤの本物・偽物を見分けられる？ ⑯ キュービックジルコニア 10

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 Early Summer Braidal Fair ～6/29（水）まで
地元の食材に、ミシュラン星付きレストラン監修の逸品まで、シェフが
趣向を凝らしたフレンチフルコース。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ディナーにご招待します。

2022年 Early Summer Braidal Fair ～6/29（水）まで

他、店内既製品（ブライダル・オーダー品・リフォーム除く）が最大50％OFF の
決算お買い得になっています。一点物ばかりなのでお早めにご来店ください。

年に一度の！決算セール開催
6/29（水）まで特別価格 !!

スリランカ産
サファイア 0.52ct
K18 ダイヤ 0.68ct
209,000円を

99,000円

Pt アコヤ真珠
ダイヤ 0.23ct9 ミリ珠
220,000円を

110,000円

K18 ルビー 1.15ct
ダイヤ 1.57ct
385,000円を

192,500円

コロンビア産
エメラルド 1.61ct
ダイヤ 0.1ct
298,000円を

149,000円

K10 アクアマリン
55,000円を

27,500円

Pt ダイヤ 10 石
0.40ct　0.16ct
165,000円を

99,000円

特典
  

深い美ブルー深い美ブルー

光沢抜群！光沢抜群！

ゴージャスな
パヴェスタイル
ゴージャスな
パヴェスタイル

クレオパトラも
愛した宝石
クレオパトラも
愛した宝石

胸元を彩る
涼しげな宝石
胸元を彩る
涼しげな宝石

スイートテン
ダイアモンドにも！
スイートテン
ダイアモンドにも！


