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The World's Most Beautiful Diamond®

「世界でもっとも美しいダイヤモンド」

これこそが、 ラザール ダイヤモンドの “輝き” に対する信念です。

私たちの願いは、 この生涯変わらないワン＆オンリーの美しい輝きを、

幸せの象徴としていつも、 ずっと、 毎日身につけていただくことです。

幸せの瞬間を、 ずっとそばに。



“３Ｃ ”  から  “４Ｃ ” へ

ラザール ・ キャプランが提唱した

美しさの新たな基準

ダイヤモンドの基準である “４C” は、 従来、 「carat」 「color」

「clarity」 の３つで評価されていました。

ここに 「cut」 を加えるよう提唱したのがラザール ・ キャプランです。

創始者ラザール ・ キャプランは、 世界中のジュエラーの信頼を得ている

権威ある機関 GIA （Gemological Institute of America） の

名誉副会長にも任命された人物です。

“輝き” を生み出す技術としての “カット” の重要性を説き、

基準のひとつとして加えるよう提言しました。

原石そのものの性質が重要な従来の “３C” に対し、 「cut」 は人の手によるもの。

長年の経験により培ってきた技術を用いて、 ひとつひとつ丁寧な研磨を施しています。

ここに、 ラザール ダイヤモンドの “輝き” が最高峰である理由があります。
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ダイヤモンドの魅力である “美しい輝き” を最大限に引き出すことに

徹底的にこだわった、 ラザール ダイヤモンドのエンゲージメントリング。

毎日身につけていただけるように、 優しいつけ心地を追求しています。

“最高に幸せな瞬間” を、 ずっとそばに。

Engagement  Ring
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Marriage  Ring

美しいメレダイヤモンドの輝きと、 それを引き立てるリングの丁寧な仕上がりで

指元を華やかに演出するラザール ダイヤモンドのマリッジリング。

毎日の上品なアクセントになるように、 エレガントでありながら

洗練されたきめ細やかなフォルムにデザインされています。

“パートナーの存在を感じる幸せ” を、 ずっとそばに。
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NY Classica Collection
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丁寧に一粒一粒磨き上げた、 統一感のある美しいメレダイヤモンドが、

連なる輝きの魅力を醸し出す、 エタニティリング。

輝きや綺麗なラインを最大に生かすように留められ、

優しい指あたりになるようデザインされています。

“永遠を誓った相手との幸せ” を、 ずっとそばに。

Eternity  Ring
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LAZARE DIAMOND Fairy
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ダイヤモンドの輝きを最大限に引き立たせる、

小さな爪と繊細なセッティングのラザールダイヤモンド フェアリーシリーズ。

通常のプラチナよりも強度・硬度が高い 「フェアリープラチナム」 を使用した、

傷つきにくくゆがみにくいブライダルリングです。

“色あせない輝き” を、 ずっとそばに。

LAZARE DIAMOND Fairy

LAZARE DIAMOND Fairy
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LAZARE DIAMOND FairyLAZARE DIAMOND Fairy
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LAZARE DIAMOND FairyLAZARE DIAMOND Fairy LAZARE DIAMOND FairyLAZARE DIAMOND Fairy
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LAZARE DIAMOND Fairy
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LAZARE DIAMOND FairyLAZARE DIAMOND Fairy
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LAZARE DIAMOND Fairy LAZARE DIAMOND Fairy

Fairy Platinum

通常のプラチナの約 3 倍の強度を誇り、 小さな爪でもしっかりとダイヤモンドを

セッティングすることが可能となり、 ダイヤモンドの輝きを最大限に引き立たせます。

また、 硬度 ・ 耐圧ともに強く、 ひっかき傷がつきにくく非常にゆがみにくいため、

毎日身につけるブライダルリングに最適な素材です。

同条件で 2年間使用した比較

通常の PT950
フェアリープラチナム

PT950
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LAZARE DIAMOND Fairy LAZARE DIAMOND FairyLAZARE DIAMOND Fairy
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生まれながらの天才カッター

ラザール ・ キャプラン

ラザール ダイヤモンドの創業者、 ラザール ・ キャプランは、 ダイヤモンドの

輝きを最大限に引き出す数値を導きだした数学者マルセル ・ トルコフスキー

の理論を、 史上初めて体現した人物です。

彼の技術は魔術師と呼ばれるほど卓越しており、

世界で最も優れたダイヤモンド ・ カッターとして、 今も歴史に名を残しています。

1883-1985

“ダイヤモンドは地球が与えてくれた

  最高の贈り物です。

  ダイヤモンドの可能性を 100％引き出すのは、

  人間の使命です。”

Lazare Kaplan 
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CUT

原石が秘めている輝きを最大限に引き出すために、 ラザール ダイヤモンドでは、 “アイディア

ルメイク” と言われる理想のカットにこだわっています。 これは、 下図のように、 数学的な理論

に基づいて最も美しく輝く形を追求したもので、 カラットだけを重視したり、 内包物を避けるカッ

トとは、 次元の異なる “輝き” を実現します。

かすかな光も大きな輝きに変える理想のカット技術 “IDEAL  MAKE”

ダイヤモンドは無色から黄味がかったものまで D ～ Z に等級づけされます。

米国宝石学会は、 この等級の基準となるマスター ・ ストーンに、 ラザール ・ キャプラン社

のダイヤモンドを採用しました。

クラリティはダイヤモンドの透明度を表します。 内部、 または表面にある天然の内包物の

大きさや位置、 数の度合いを一定の基準に基づいて格付けします。

拡大検査にて１１段階で評価されます。

カラットとは、 ダイヤモンドの大きさではなく、 重さの単位です。

1 カラットは約 0.2 ｇで、 「ｃｔ」 の記号で表します。 一般的にカラットの数字が大きいほど

希少価値が高いとされ、 必然的に存在感も増します。

CARAT

COLOR

CLARITY

ブランドとして定められた厳格な数値内でカットを施しています。
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CERTIFICATE

ID REGISTRATION

MESSAGE  in DIAMOND

世界にただひとつ、 ダイヤモンドに想いをこめて

ふたりだけの証しを

ダイヤモンドそのものに、 オリジナルメッセージをレーザー

刻印できる 「メッセージ　イン　ダイヤモンド」。

ふたりだけのメッセージや記念日を刻んで、ワン＆オンリー

のダイヤモンドをお届けします。

ご購入の際には、 ラザール ・ キャプラン ・ インターナショ

ナルから品質証明書が発行されます。 この証明書で、 お

客様のダイヤモンドが、 同社熟練の鑑定士によって分析・

等級づけをされた 「ラザール ダイヤモンド」 であることが

証明されます。

一粒 0.18ct 以上のダイヤモンドとリングには、 ブランドロ

ゴと ID ナンバーが刻印されます。 登録された 「ラザール 

ダイヤモンド」 の ID ナンバーは、 すべてデータ管理がさ

れており、 紛失 ・ 盗難 ・ すり替え等が発生した際には、

お客様がお持ちの証明書と照合することにより、 同一性

の確認が可能となります。

LAZARE KAPLAN INTERNATIONAL INC.

19 West 44th Street, New York, NY 10036

LAZARE KAPLAN JAPAN INC.
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表示価格は税込みです。

\198,000 ～
\209,000 ～
\253,000 ～
\209,000)

\220,000 ～
\276,100 ～

\275,000 ～
\236,500 ～
\302,500 ～
\220,000 ～
\275,000 ～

\264,000 ～
\135,300
\132,000

\225,500 ～
\264,000 ～
\231,000 ～
\322,300 ～
\346,500 ～

\344,300 ～
\335,500 ～
\352,000 ～
\559,900 ～
\473,000 ～

\126,500
\352,000 ～
\222,200

\126,500
\162,800
\126,500
\135,300
\124,300
\159,500
\132,000
\129,800

\110,000
\121,000
\115,500
\129,800
\115,500
\140,800
\133,100
\161,700
\168,300
\129,800

\121,000
\181,500
\110,000
\154,000
\217,800
\118,800
\118,800
\217,800
\187,000
\165,000

\242,000
\236,500
\291,500
\478,500
\294,800
\269,500
\244,200

\754,600
\469,700
\404,800
\269,500
\754,600
\269,500

\796,400

\618,200

\399,300

\399,300

\327,800
\283,800

\239,800
\385,000

\539,000

\220,000 ～

\115,500
\242,000 ～
\129,800

\220,000 ～
\132,000
\126,500



\355,300 ～
\217,800
\140,800

\132,000
\269,500 ～
\137,500

\294,800 ～
\165,000
\148,500

\286,000 ～
\286,000 ～

\247,500 ～
\283,800 ～
\294,800 ～

\162,800
\132,000
\192,500

\162,800
\236,500
\305,800
\195,800
\135,300

\162,800
\166,100
\132,000
\135,300
\162,800
\166,100
\132,000
\135,300


