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●力ニカニセーん!!

●富生ちやんのジュエリー3分クリニツク

●じックリ仰天 !歩く100億円とジユエリー400年熙

● ぉがげさまで、やつたぜ !完走 !フんマラソン !

●大曾野 活のじゆえリーい1まら見聞録

●今日のお客様の声六公開!!!

●お誕生日おめてとう!!

●あんな話こんな話 マッテま一す!!

rペン持つて 書いて ボストに入れるだけ」

―いはらの井原一成です。

ので早く売れてしまいます。もし、Rヽ い亀とか
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●カニカニセ‐fL

こんにちわ lじ ゆえり

私 の母の実家は兵庫県の北の果て浜坂という街にあるんです。山と海に囲まれ

たのどかで静かな街なんです。浜坂は昔松葉力二の水揚げで有名な街で松葉が

にのメス セコ労二感よく拿べました。当時でも松葉がにはとても高価な食べ物

だったんですがセコガニは安かつた 1そ のセコガニをゆでてコウラをはずし力

ニミソと赤いコをコウラの中でかき回して混ぜてあつたかい炊き立てのほかほ

かごはんの上にQせて食べるの

がにを広告掲載商品お買い上げ

載ジュエリーはすつごくお得な

は至福のよろこびで した。その高嶺の花の松葉

のお客様にブレゼン トしちやいま～す。広告掲

セス|と きたら遅縣尉熙羽Ю
“
Ю-956-1151 こお電話 ください。ご相談お伺いいたし

どういうわけだか、ついついはめてしまう指輪、そんなに高価 じやないんだけ

ど、高価 じやないからこそ、気楽にはめて しまえるお気に入 りの指輪。そんな

指輸こそ大文夫ですか?気が付くと変形 してしまつてませんか ?プラチナつてい

キ

ッ
今

うのはおもいのほか柔らかく、たとえば自転車に乗つたとき急ブレーキかけた

だけでも、あつさリクニヤリと曲がつてしまうものなのをご存知ですか?

そんな曲がつてしまつた指輪も、富生ttんの職人技であつという間にもとの

|ど るんですよ !円 棒と木槌つていう道具を使いましてあつと
まんまるの指輪にも

いう間に職人技で「しやき一ん」と直ります。

なぜなら傷ついたジユエリーがキレイになるとホン トにお客様の喜んでいただ
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●ビックリ仰天′歩く,00億円こ400年展
10月 30日  先月号でご案内してました京都伊勢丹で催されているヨーロッパジ

ュエリーの400年展に行つてきました。いやもう、素晴らしいジュエ リこ の数々

でした。400年前の貴族のジュエリーたとえば帽子に付けつけるためのプローチ

とか、ピンセットでもつまめるのか !と 思えるようなタラコの一粒 くらいの大き

さの天然ケシパールをあしらつたブローチ、ラビスラズリを使つた洋服のポタ

ンなどほんとスゴイ想像を遥かに超えた繊綱な綱工をされたジュエ リーがあり

ました。ジュエリーにはなにか特別な思い入れと言うものがあるので しようね。

富、権力の象徴、死を悼むためのものなど、なにか執念めいたものが見え隠れ

するような気がします。たまたま観たTV番組でスマップの中居君が出てた番組

に名古屋の料亭「よし川」を経営されてる「歩く100億円」吉川幸枝さんが出演

されてました。私もはじめて観たのですがビックリ!!と んでもない大きさのル
ビー、エメラル ドあんな大きな石は恥ずかしながら私は見たことありません。

吉川さん波乱万丈の人生。型破りの人生。人格の殻を破ってくれるのが実質な

のよ。っていう言葉は忘れられません。世の中は広く知らないことはまだまだ

たくさんあるものですね。
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宝石・貴金属
作 つて、直せ る、宝石屋さん .

じゅえリーいけら
東大阪市足代1-21-5
市施の戎っさん入り□角

函 0120-956-115
(木曜定体日)
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L旦 じやんじゃんお願いしま～す。
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● おかlfさ参で、やったぜ′完走′7′Lマラソンf

やったぜ !!完走 !142.195キ ロ!!2003年 11月 2日 第 7回大阪淀川市民マラソン完

走しました!!4時 間15分49秒 枚方河川公園から淀川を下り十三大橋まで行つ

てまたひきかえしてくるコースです。走ることが大好きなランナー達のお祭り

です。日頃のジョギングの成果の集大成です。走つてると楽 しいときもあれば  ζ

苦しいときもあります。最初は気分よく走つていてもだいたい35キ ロを過ぎ  ~
たあたりから足が動かなくなつてくるんです。

別に歩いてもいいんですよ。 42キ ロを 8時間で移動すればいいんですから。

でも、沿道の走つてるの人家族や、ポランテイアスタッフがかんばれがんば句
って応援 して くれるんですよ。走るつてことを通 じてみんなが応援 してくれる。

出場 してて疲れて歩いてる人にも僕らが「フアイ ト!」 つて元気づけたり河川敷

で野球やつてる少年たちが試合の合間に応援 して くれたり、意外と孤独なよう

でそうじゃないんですよ。完走後の爽快感はなにものにも変えがたいものがあ

!で も、先月はお 客様の竜ハ 援が少なか

った…。悲 しい…。

そこで一発奮起 !!バージョンアップ !!パ ワーアップ !!今ならもれな く血液を浄

化し体調を整えると言われうヘマタイトの指輪&腕時計電池交換券プレゼン

々 ιジLメ贅下こいo
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●宝石川椰お客様の声六公開::六暮隼 ::・
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宝石・貴金属
作つて、直せる、宝石屋さん。

じゅえリーいはら
東大阪市足代1-21-5

市施の戒つさん入り□角

面 0120-956-115
(本曜定休日)
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イヤモンドは永遠の輝き

若かりし 人様から た想い出のい21藝〕 まった婿旨■り_ン

せっかくのダイヤモンドタンスの中でJ5cとよ菫・・°なんてことありま

せんか?も しそうだとしたら、そんなもュたいもじ
ことはありません。

しかも婚約リングで使われていたダ´

署ξまTttE易象I様のタンスの奥で眠つているのです。
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今
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ダイヤモンドをお の奥様に限り特別提供させ
~ ~~~    ~     

旨るのが在庫かぎり現在プラチナ相場急騰につきこのお値段でご提供で
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壼石のIII欄大喜彙!!

宝 石 にまつわ る川柳 を募集 してお ります。

お客様の声 に書 いてFAXで も、お葉書でも、電話でも

Eメ ールでもOKで ～す。 じゅえ リー通信 に掲載させて

いただきま～す。

もれな く血液 を浄化 し体調を整 えるといわれ る

天然石ヘマタイ トの指輪 &腕時計電池交換券

♪

●あんな話こんな話マ ッチ春―寸 fr
いソ ュエ リ―の邑ならとりあえずワタクシメにご相談 ください |

らなかつた ら.勉強 し え しま

疑問、質問、1難問、珍 間、今す ぐ電話 !!

通薔無料フリーダイヤル 固固 0120… 950-・ 1,づ
にお電話 くださいヽ。｀

井原一成はいてますか～ 7と お電話 ください。

それ と、同封の返信用無料ノヽガキで どなた様 にもお気軽 にお便 りいた

だけるように工夫rし ま した。切手 はいりません。
ーホン トに    ´

Fベ
ン持 つて 書 いてポス トに 入れるだけ

しくおねがいしま～す !

0
で～す。 よろ

もちろん今 までどうり FAXも E メール、電話も大歓迎です。

24時間受付FAX06-6721-2508
24時 間受付メール

k一 isseiOmud.biglobe.ne.jp
マッテマ～ス。R"●～ ス『′

編集後記
先日うちの娘みづきが熱を出しまして、よめさんが荒川の田路医

院に連れていきました。

いつも、シールをくれる大好きな先生なのにそのとき39度の熱

が出てしんどくてみづきがもどしたんです。服が汚れてしまつた

ので持つて来てくれというSOSがありまして、近くだしすぐ持つて

ぃったんです。私が行くまでそれまで暴れまわつていたみづきも

私の顔を見ると落ち着いておとなしくなつたんだそうです。子ど

もにとつても親父も必要なんだなと感じた出来事でした。

パワー77プ″



心を持って修理加工させて・

いただきます。じゅえリー
いはらはお客様のジュエリ
―ライフを応援します !|・

相談見積もり無料 !!

お気軽にお問い合わ
さい!!通話無料今す

イ|| ピアス。イヤリング
お直し指輪サイズ直し 1,000円より

指輪ロー付け修理4,000円 よリ   ピァス加工51000円より
2,000円よリ   ィャリング加工7,000円より新品仕上げ

石留め 2,000円 より

ネックレスお直し IΨ ‐|
チェーン丸管交換  500円
引輪・プレー ト交換 1,500円

チェーンロー付け  1,500円
ネックレス糸替え  1,000円より

象牙ネックレス漂白 4,000円より

パール珠足し   3,000円より

腕時計お直し

腕時計電池交換 500円
コマ足し・外し 300円   _
ガラス交換  3,000円より

リューズ修理  3,000円より

分解掃除 (オーバーホール)

はご相談ください。

宝石・貴金属
作つて、直せる、宝石屋さん。

じゅえリーいはら
東大阪市足代1-21-5

布施の戎つさん入り□角

面 0120-956-115
(木躍定休日)

※地金の査定・鑑定無料で承ります。
※ご来店の際はご本人様とわかるもの
(運転免許証又は保険証)をお持ちください。


