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絹糸のように肌に溶け込む繊細なチェーンと
ダイヤモンドを引き立たせる小さな爪

シンプルなデザインだからこそ
「輝き」を楽しめる

「ダイヤモンド」そのものの美しさを
堪能できるジュエリー

Lazare Fairy

2 3



Prime Clover

4 5



Tennis Bracelet Station Bracelet
American Pierce

6 7



Clover Bracelet
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STELLA Little STELLA

10 11
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Trapeze
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Quadrifoglio Fairy Eternity

18 19



Field of Clover

Fairy Platinum

小さな爪と繊細なチェーン

耐久性に優れたリング

フェアリープラチナム

※ 2 年間一般的な生活レベルにおいて使用した場合の比較

(1) 民間調査機関において、 一般的な Pt950 を用いて HV （ビッカース硬度） を比較した結果。

HV （ビッカース硬度） とは、 硬さを表す尺度のひとつ。

上 ：一般的な Pt950 のペンダント

下 ： フェアリープラチナムのペンダント

（同サイズのラザールダイヤモンドにて比較）

一般的な Pt950

一般的な Pt950 の約 3倍の硬度 (1) を誇るフェアリープラチナム。 そ

の丈夫さにより、 繊細なチェーンでも軽量で切れにくく、 ダイヤモン

ドにかかる爪も小さくセッティングすることが可能になりました。 ダイ

ヤモンド本来の輝きを引き立たせます。

一般的な Pt950 のペンダントと比較するとダイヤモンド

の美しい輝きが引き立ち、 大きく見えることも特徴です。

まさに 『妖精』 のように軽く、 『ダイヤモンドだけが浮い

ているかのような』 ジュエリーです。

ひっかき傷にも強いフェアリープラチナム。 強度がある

ことでゆがみにくく、 そして傷がつきにくいので、 毎日

使用するブライダルリングにも最適です。

20 21



CERTIFICATE

IDEAL MAKE

ID REGISTRATION

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。

原石が秘めている美しさ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” といわれ

るカットにこだわっています。 これは、 数学的理論に基づ

いて最も美しく輝く形を追求したもので、 例えばカラットだ

けを重視したようなカットとは次元の異なる “輝き” を実現

できるのです。

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。

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。

LAZARE KAPLAN JAPAN INC.

http://anniversary-diamond.net
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Prime Clover

4 5

Tennis Bracelet Station Bracelet
American Pierce

6 7

絹糸のように肌に溶け込む繊細なチェーンと
ダイヤモンドを引き立たせる小さな爪

シンプルなデザインだからこそ
「輝き」を楽しめる

「ダイヤモンド」そのものの美しさを
堪能できるジュエリー

Lazare Fairy

2 3

Clover Bracelet

8

STELLA Little STELLA

10 11
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③
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⑤
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⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

①FL335PN　PT950
0.20ct～ \187,000～

②FL335PN　PT950
0.20ct～ \187,000～

③FL312PP　PT950
0.32ct    \253,000

④FL31１PN　PT950
0.16ct    \165,000

⑤FL3０６PB　PT950
4.00ct    \3,080,000

⑥FL303PP　PT950
0.30ct    \275,000

⑦FL302PB　PT950 
0.75ct    \638,000

⑧FL324PB1.6　PT950 
0.16ct    \155,100

⑨FL324PB2.4　PT950 
0.48ct    \355,300

⑩FL324PB　PT950 
0.80ct    \555，5500

⑪FL815PN　PT950 
0.45ct    \308,000
⑫FL816PN　PT950 
0.60ct    \473,000
⑬FL817PN　PT950 
0.45ct    \352,000

⑭FL845PN　PT950 
0.20ct    \203,500
⑮FL846PP　PT950 
0.16ct    \187,000

※価格は税込です。



Quadrifoglio Fairy Eternity

18 19

Field of Clover

Fairy Platinum

小さな爪と繊細なチェーン

耐久性に優れたリング

フェアリープラチナム

※ 2 年間一般的な生活レベルにおいて使用した場合の比較

(1) 民間調査機関において、 一般的な Pt950 を用いて HV （ビッカース硬度） を比較した結果。

HV （ビッカース硬度） とは、 硬さを表す尺度のひとつ。

上 ： 一般的な Pt950 のペンダント

下 ： フェアリープラチナムのペンダント

（同サイズのラザールダイヤモンドにて比較）

一般的な Pt950

一般的な Pt950 の約 3 倍の硬度 (1) を誇るフェアリープラチナム。 そ

の丈夫さにより、 繊細なチェーンでも軽量で切れにくく、 ダイヤモン

ドにかかる爪も小さくセッティングすることが可能になりました。 ダイ

ヤモンド本来の輝きを引き立たせます。

一般的な Pt950 のペンダントと比較するとダイヤモンド

の美しい輝きが引き立ち、 大きく見えることも特徴です。

まさに 『妖精』 のように軽く、 『ダイヤモンドだけが浮い

ているかのような』 ジュエリーです。

ひっかき傷にも強いフェアリープラチナム。 強度がある

ことでゆがみにくく、 そして傷がつきにくいので、 毎日

使用するブライダルリングにも最適です。

20 21

CERTIFICATE

IDEAL MAKE

ID REGISTRATION

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。

原石が秘めている美しさ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” といわれ

るカットにこだわっています。 これは、 数学的理論に基づ

いて最も美しく輝く形を追求したもので、 例えばカラットだ

けを重視したようなカットとは次元の異なる “輝き” を実現

できるのです。

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。

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。

LAZARE KAPLAN JAPAN INC.

http://anniversary-diamond.net
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4 Fairies

5 Fairies
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MALINA
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Trapeze
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⑲

④

③

㉒ ㉔

㉕㉓

㉗

⑱FL810PN　PT950
0.28ct    \253,000

⑲FL812PN　PT950
0.45ct    \352,000

⑳FL307PN　PT950
0.60ct    \473,000

㉑FL308PN　PT950
0.60ct    \473,000

㉒FL333PN　PT950
0.96ct    \770,000

㉓FL332PR　PT950
0.96ct    \770,000

㉔FL205PR　PT950 
1.40ct    \1,100,000

㉕FL206PR　PT950 
1.80ct～ \1,650,000～

㉖FL327PN　PT950 
1.00ct    \880,000

㉗FL323PBC　PT950 
2.80ct    \1,980,000⑱

⑰

⑯

⑳ ㉑

⑯FL800PN　PT950
0.32ct    \275,000

⑰FL802PN　PT950
0.43ct    \352,000

㉖

※価格は税込です。


