
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
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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　　     7 時間 38 分
消費カロリー    1585kcal
走った距離　　 18.55km

　己の限界に挑むチャレンジモードがあ
ります、20秒以内に何回押し込めるか挑戦
した結果 84回で世界ランキングは 1143 位。
良いのか悪いのか…他にも何秒引っ張れる
かなどがありますが、腕がぷるぷるして
しまうので連続プレイは出来ません。
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しずちゃんの『それ遠州弁だら？』

　北陸出身の私が印象に残っている言葉、勘違いし

た言葉など、楽しい遠州弁を紹介しています。

　先月は「言葉の間に『はぁ』をつかう杉山」の話

でしたが、「ほい」もよく出てきます。意味として

は「ねぇ、あのぉ」といった感じでしょうか。あま

りにも流暢にほいほい出てくる「ほい」

。抑揚、趣があり、歌っているかのよ

うな遠州弁らしいリズムが完成します。

　なんとなく温かみがあってかわいい

やぁ、ほい。

クラフトマン山 ち ゃ ん の職人の料理 

材
　
料

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。

『　ほ　ぃ　』その 40
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ジュエラー達が語る、ジュエリーのおはなし

 

左 ： 天然ダイアモンド
右 ： 人工合成ダイアモンド 

ここ数年、 合成ダイヤは宝
飾業界の主な話題の一つに
なっている。 一見、 同じよう
に見える 2 つの石の違いは
何でしょうか。

 

　前回まではダイアモンドに似た石についてのお話でしたが、今回からはいよいよ
人工ダイヤについてお話していきます。 正確には「人工合成ダイアモンド」の名称
で、悪意を持った偽物としてだけではなく、人工であることを名乗って販売される
ようになってきました。 特にここ数年で一気に流通量が増えているようです。 
　さて、それでは先に問題です。 人工ダイアモンドとは一体何なのでしょうか？ 次
の2択ではどちらだと思いますか？
　「ダイヤである・ダイヤではない」 「天然石である・天然石ではない」 「宝石・宝石
ではない」「本物・ 偽物」 「価値がある・価値はない」…。 
　次回から詳しくご紹介していきたいと思います。 お楽しみに。　
　

第 150 話　ダイヤの本物・偽物を見分けられる？ ⑰ 人工合成ダイアモンド

揚げたてはチーズが伸
びます。 分厚くても柔ら
かく食べやすいです！

・大葉 2枚
・スライスモッツァレラチーズ 2枚
・豚ロース薄切り肉 9枚
・塩・コショウ・薄力粉
・溶き卵 2個・パン粉
・揚げ油・千切りキャベツ

①大葉とスライスチーズは半分に切る。
②豚ロース肉 3枚を交互に重ね、大葉とチーズを 2枚ずつ
　のせ、また豚ロース肉 3枚を交互に重ねる。これを 2回
　繰り返し、両面に塩コショウをふる。
③②に薄力粉をまぶし、溶き卵にくぐらせてパン粉をまぶ
　す。2回繰り返す。
④170℃の油で揚げ、きつね色になったらできあがり。

『 ミルフィーユ
　　　　　カツ 』
『 ミルフィーユ
　　　　　カツ 』

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！

スタッフは全員ワクチン 3回接種済みです。

特典
  

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

年に一度の！決算セール開催

6/29（水）まで特別価格 !!

50%OFF
50%OFF

50%OFF
50%OFF

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。




