
遺灰・遺骨・遺髪からダイヤモンドへ





遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドは永遠に。
ロニテ（LONITÉ）はご遺骨・ご遺灰・ご遺髪から遺骨ダイヤモンド／メモリアルダ

イヤモンドを作製します。
あなたの最愛の人の魂と思い出が、世界にたった一つしかないロニテ（LONITÉ）

の遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドに永遠に宿ります。　
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遺骨ダイヤモンド、メモリアルダイヤモンド、遺灰ダイヤモンド
とは何ですか？

遺骨ダイヤモンド�／メモリアルダイヤモンドを端的に説明するとすれば、それは遺灰、遺
骨、遺髪から作製されたダイヤモンドの事になります。
�
�
遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドは基本的に炭素の同素体から生成されてお
り、また人体には約18%の炭素が含まれています。研究所では、遺灰、遺骨、遺髪から炭
素が抽出され、�その後に精製、結晶化などの数々の工程を経て、あなた（お客様の）の
大切な方の元素が含まれた遺骨ダイヤモンド�／メモリアルダイヤモンドが作製されるので
す。�こうして遺骨ダイヤモンド�／メモリアルダイヤモンドは、あなた（お客様の）の大
切な方との愛情と思い出がつまった特別なダイヤモンドとなるのです。

I．はじめに

はじめに

パートI
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遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドを作製する
会社ロニテ（LONITÉ）とは

スイス創業

「ロニテ（LONITÉ）」という社名は「最終のとき」というスイス・フランス語�
「Longévité」�に由来しています。�

�ロニテ社（LONITÉ）はスイスのチューリッヒ南部、列車で25分ほどのアルプスにほど
�近い小さな町で生まれました。�
�
�1950年代始めに、科学者達が高温・高圧環境下のアンビルを使用し、�灰分から人工的
�にダイヤモンドを結晶化することに成功し、遺骨ダイヤモンド作製技術が普及し始めま
�した。その技術をロニテ社（LONITÉ�AG）が引き継いでいます。

7�|�はじめに� はじめに�|�8

ヒストリー（歴史）

1950年代始めに、科学者達が高温・高圧環境下のアンビルを使用し、�灰分から人工的に
ダイヤモンドを結晶化することに成功し、遺骨ダイヤモンド作製技術が普及し始めまし
た。その技術をロニテ社（LONITÉ�AG）が引き継いでいます。�

ロニテ（LONITÉ）社の設立者達はこの結晶化に必要な知識・経験を十分に備えている各
分野の専門家、すなわちジュエリーの取引業、葬祭業、科学研究者、また美しいダイヤ
モンドを生み出す為に長年の経験を備えた専門家たちなのです。「ロニテ（LONITÉ）社
は、灰分からダイヤモンドを結晶化させる為に必要な知識・経験を十分に備えた各分野
の専門家たちによって設立されました。ジュエリー取引業や葬祭業の専門家、化学研究
者など、それぞれが持つ専門性が調和したことによって、ご遺灰からダイヤモンドを生
み出すことが出来るようになりました。�

最初は小さな琥珀色、またブルーのダイヤモンドしか制作することができませんでし
た。しかし、技術の進歩により、遺灰から生成されるダイヤモンドは今、大きく変化し
ています。そして、更に大きく、またより美しいダイヤモンドを作製することが可能に
なりました。



テクノロジー 
（技術）

パートII



 

セオリー （理論）

自然環境の再現

天然ダイヤモンドは、地球深部の極度の高圧、高温環境下（HPHT）
で形成されます。

これと同様に、ロニテ（LONITÉ）の研究所内では、適切に制御され
た極度の高温（3000K）と圧力（60000Bar）の自然環境を再現する
ことにより、遺灰、遺骨、遺髪の炭素が結晶化し、遺骨ダイヤモン
ド／メモリアルダイヤモンドへと生まれ変わるのです。

10�|�テクノロジー �テクノロジー�|�11�

ロニテ（LONITÉ）の遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンド
は、物理的、化学的、光学的にも天然の採掘されたダイヤモンドと
同じです。�
�
ご親族がこの遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドを身に付
けるということは、大切な方といつも一緒に過せる、という一つの
方法です。
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技術的なプロセス

I. 炭素精製
純度4Nクラス（99.99%）の品質

精製時間は各ダイヤモンドごとに約5000時間かかります。�
�
4N純度（99.99%）レベルまで純化させる為に不純物を除去します。その結果、元の
1/500の炭素量まで減少します。�

ディテール（細部）へのこだわり。ロニテ（LONITÉ）は、高精度・高品質・安定性
を確保する為に、最新の専用設備を使用しています。（医療手術で適用されている
0.001g単位の精度を採用）

ステップ１
ご遺灰・ご遺骨・ご遺髪の検査

ステップ2
プラネターリナノ結晶化

お預かりしたご遺灰・ご遺骨・ご遺髪中にダイヤモンドが
結晶化する為に十分な炭素を含まれているか分析が行われ
ます。�ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪に含まれる炭素の含有率
は個々で異なっている為、この含有されている炭素の量
が、ロニテ（LONITÉ）のダイヤモンド作製に十分な場合も
あれば、十分でない場合もあります。

そのため、万一必要な炭素量が確保できない場合を想定
し、予備としてのご遺髪をお送り頂くことをお願いしてお
ります。

不純物除去剤という特殊な溶剤を用いて、不安定
な化学物質を除去します。�

ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪は、ナノ粉末化され、特
殊な化学ガス環境下に置かれます。
�
不純物除去剤に不純物が付着します。�
その後高速遠心機によって、これらの不純物を分
離させます。

更に特殊な工程を経て炭素は適切に確保され、そ
の他の抽出された元素は最大限減少します。

このフライス装置はプラネタリシステム（惑星系）の動きに似ており、
ローテーション・レボリューション回転が同時に発生させます。
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精製された炭素は、結晶基盤と共に配置されます。�この環境は、H2O（水蒸気）やO2�
（酸素）等の大気の原子も排除されている純粋・緻密な環境で、ここで炭素が結晶化さ
れていきます。�
通常、ピュアリーカラーレス（Purely�Colorless�™）ダイヤモンドは、「毎時間0.5
〜1.0�mg�」、という非常にゆっくりとした速度で安定して成長していきます。この成
長速度は、緩やかにすればするほど結晶化の安定性、結晶構造の質が向上していきま
す。

II. ダイヤモンドの結晶化

真空高熱下での精製プロセス

ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪は極度の高温で加熱さ
れ、作製の妨げとなる不純物質は除去されま
す。
�
その工程で酸素は除去されます。また還元ガス
が混合されている不活性ガスを注入し、ご遺
骨・ご遺灰・ご遺髪が酸化しないよう保護しま
す。�
�
この科学的抽出工程は、2回行われます。�また
状況によっては、固体炭素を分離する為に密閉
容器に高電圧をかけ、ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪
に含まれている化学物質を溶解・蒸発させるこ
ともあります。

ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪の酸化を防ぐ為に酸
化保護還元ガスをマッフル炉に注入します。

湿式科学的炭素精製
ステップ４

ステップ3

ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪は、重金属を除去
して更に純度を上げる為に、安全な耐性ケ
ースに入れられて湿式化学的環境下で保管
されます。

炭素の品質を確保する為、温度調整、撹拌
速度、化学試薬の量などは、自動プログラ
ムで制御されています。�

この精製工程が完了すると、炭素の純度が
99.99%になります。
�
万一、炭素の純度が99.99%に達していない
場合は、残留不純物質を除去する為に必要
に応じた追加精製が行われます。

14�|�テクノロジー

ピュアリーカラーレス（Purely Colorless ™）
1時間に0.5～1.0ミリグラム



High-Pressure High-Temperature (HPHT) presses where carbon atoms
from hair/ashes are transformed into a genuine diamond 

 

 
 

 

 

 

 

こうしてご遺骨・ご遺灰・ご遺髪から抽出された炭素原子は、
HTPT製法を経て本物のダイヤモンドに変わっていくのです。

ステップ５
HTPT製法による結晶化

ステップ6
遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンド
の研磨

この抽出された純粋炭素は、フレーク状のグラフ
ァイトとなり円筒形に成型されます。

この円柱状の純粋炭素をダイヤモンド結晶化装置
に入れる前に、圧力・温度の測定、断熱、保護な
どの機能を必要とする最後の工程のために、グラ
ファイトを保護材料と波形材料で慎重に包んで準
備します。

この結晶化工程は、遺骨ダイヤモンド／メモリア
ルダイヤモンドのサイズとカラーに応じて数日間
から数ヶ月間の期間を要します。

鉱山で採掘されるダイヤモンドと違い、遺骨ダイヤモンド／
メモリアルダイヤモンドの原石には通常表面にグラファイト
と他の物質の混合物が付着しています。原石は、結晶化され
たダイヤモンドのみを扱っている経験豊富な専門家によって
注意深く研磨されます。この遺骨ダイヤモンド／メモリアル
ダイヤモンドは、ご希望によってはラフ・ダイヤモンド（未
研磨のもの）のままお届けすることも可能ですが、特殊な研
磨の経験がない方が遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモ
ンドを研磨すると破損する可能性が非常に高いため、お届け
後にラフ・ダイヤモンドの研磨をしないでください。

16�|�テクノロジー



 

   

 

 

 
 

4Nのピュアリティ（純度）
炭素純度が99.99%（純度４Nクラス）の品質。人体からの
元素のみを使用
CVD（化学蒸着プロセス）ダイヤモンドではありません�
不安定な化学物質は含まれていません�
着色剤は含まれていません�
重金属は含まれていません

18�|�特徴 特徴�|�19

製品

フィーチャー （
特徴）

世界でたった一つ
精製されたご遺骨・ご遺灰・ご遺髪は、自然に結晶化して
いく人工的な環境に移されます。2つとない遺骨ダイヤモン
ド／メモリアルダイヤモンド。最終的なシェイプ、サイズ、
カラーはその生成起源により異なってきます。

遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドは自然に結晶化
し成長していき、その成長自体もそれぞれ異なります。

結晶化の環境は、結晶化される遺骨ダイヤモンド／メモリア
ルダイヤモンドのカラーとカラット（サイズ）に影響します
が、最終的なサイズを制御、予測することは出来ません。



.

信頼できる認定証明書
世界中の権威のある鑑定鑑別機関から、遺骨ダイヤモンド／メモリアル
ダイヤモンドが真のダイヤモンドであるという認定証明書（鑑別書）を
発行してもらうことができます。

ロニテ（LONITÉ）遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドは、真の
ダイヤモンドであること、また研究所で作製されたこと（非鉱山採掘）
を認定・証明する為、米国宝石学会（GIA-Gemological�Institute�of�
America）、または国際宝石学院（IGI-the�International�Gemological�
Institute）で鑑別書を発行してもらうことができます。

遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドの結晶成長工程が完了した
後、GIA、またはIGIからの第三者鑑別を行います。お客様の遺骨ダイヤ
モンド／メモリアルダイヤモンドがロニテ（LONITÉ）の研究所で作製さ
れたという認定・証明を受けることができます。

20�|�特徴 特徴�|�21
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フィーチャー （特徴）

I. お送りいただいたご遺骨・ご遺灰・ご遺髪
を最大限使用いたします

IV. 重金属フリー (0.00%)

V. 着色剤は一切使用していません（0.00%）

VI. 4Nのピュアリティ（純度）

VII. 人体の18%と3%

II. 天然のダイヤモンドシードを使用

III. タイプIIb

99.99%�以上

100%�安全です

天然色

純度　99.99%

人体に有用な元素

「ダイヤモンドが100%�ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪からできてい
る」という訳ではありません。
遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドを作製するには、
結晶成長シードクリスタルとなる微小なダイヤモンドが必要で
す。このシードがダイヤモンドの構造成長の基本となります。
ロニテ（LONITÉ）では、ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪から抽出され
た最大99.99%の炭素により遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイ
ヤモンドが作製されます。

ロニテ（LONITÉ）遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモン
ドには、鉛（Pb）、水銀（Hg）、ビスマス（Bi）および臭化
ナトリウム（NaBr）などは一切含まれておりません。
ロニテ（LONITÉ）は、灰をきれいにするために、天然素材
や、医学的に安全な薬剤を使用しています。
重金属フリー�(0.00%)�-�ロニテ（LONITÉ）ダイヤモンドの作
製には重金属を一切使用していません

ロニテ（LONITÉ）のカラーダイヤモンドの色は、人工的に着
色するのではなく、結晶化がされていく環境を調整すること
によって作られています。結晶化環境によりカラーレンジが
決定されます�最終的なカラーは生成起源によって異なりま
す。
各ダイヤモンドには、独自のカラーがでます。全く同じもの
は存在しません。

ロニテ（LONITÉ）遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモン
ドには99.99%以上の純粋な炭素から構成されています。不純
物はダイヤモンドの完全性に影響し、ダイヤモンドの結晶体
にクラック（亀裂）などを生じさせる可能性があります。
ダイヤモンドの完全な炭素結晶構造が形成されるのは、高圧
高温下（HPHT）環境のみです。その為、他の微量元素はすべ
て除去しなければなりません。

人体には、18%の炭素（C）、また3%の窒素（N）が含まれて
います。これらの元素は、どちらもタンパク質（アミノ酸）
、またDNAの必須元素です。�炭素精製システムでは、成長環
境下に窒素またはカルシウムの代謝に関連するボロン（ホウ
素）を残すことが可能で、この元素からアンバーまたはブル
ーのカラーが生まれます。また、炭素を保持しながら他の元
素を除去することにより、ピュアリーカラーレス（Purely�
Colorless™）遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドが
生まれます。

CVD（化学蒸着法）ダイヤモンド
ではありません。

わずか0.1%しか存在しないトップランク
のダイヤモンド

ダイヤモンドシードとは、ダイヤモンドが結晶化成長してい
くうえで、元となる微小なダイヤモンドです。
私たちは、これを「ダイヤモンドシード」と呼んでいます。�
高圧下の環境で、ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪からの炭素原子
が、このシードと結合し結晶化を始めます。
ロニテ（LONITÉ）は、このダイヤモンドシードに天然ダイヤ
モンド中のわずか0.1%しか存在しないトップランクの天然ダ
イヤモンドのみを使用します。CVD（化学蒸着法）のダイヤモ
ンドは一切使用していません。

ロニテ（LONITÉ）ブルー、ピュアリーカラーレス（Purely�
Colorless™）はタイプIIbダイヤモンドに分類されます。
タイプIIbダイヤモンドは、赤外分光分析を行うと可視スペクト
ル帯での赤側の吸収が確認できます。
ロニテ（LONITÉ）タイプIIb遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイ
ヤモンドは、全ての天然ダイヤモンドの中の0.1%しかない希少か
つ最も価値のあるダイヤモンドと目視では区別がつきませんが、
愛する人のご遺骨・ご遺灰・ご遺髪が含まれています。

20�|�特徴 特徴�|�21



パートIII

カタログ



 遺骨ダイヤモンド／メモリアル
ダイヤモンド

ピュアリーカラーレス（Purely Colorless ™）
カラーレス（無色）の遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドは最高レベルの炭素純度
（4N-フォーナイン純度：99.99%）をもっており、他の元素や不純物が含まれていません。�
この高純度のカラーレスダイヤモンドを作製するには高度な技術が必要となります。従って

作製コストが最も大きく、また最長の結晶化期間が必要となります。

26�|�遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンド 遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンド�|�27

作製期間・作製コスト
作製難易度
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ナチュラリーアンバー
（Naturally Amber ™）

グリーニッシュイエロー

ブルー

レッド

アンバーカラーの遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドは、遺
骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドの中で最も基本的なカラー
の選択肢といえます。このアンバーカラー遺骨ダイヤモンド／メモリ
アルダイヤモンドは、微量元素を追加したり特別な技術的処理を行わ
ずに基本的作製プロセスの下で成長していきます。また、カラーはご
遺骨・ご遺灰・ご遺髪に含まれている窒素元素から自然に発生します�
あなたの愛する方のダイヤモンドのカラーを自然のまま出したい場合
は、このアンバーカラーを選んでください。

グリーニッシュイエローの遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドは、
結晶化工程で結晶構造とカラーを調整する為、HPHT（高圧高温）追加工程が
必要となり、その結果として作製期間が長くなり、比較的高めの価格とな
ります。

ブルーカラーの遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドには品
位が感じられ、また穏やかな印象があります。ロニテ（LONITÉ）に
は、遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンド内部の原子密度を
正確に決定する高度な技術があるため、ロニテ（LONITÉ）ブルーダ
イヤモンドのカラーは非常に安定しています。炭素内部にホウ素
（ボロン）原子が存在している方が結晶の成長が容易で早くなる
為、カラーレス（無色）の遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモ
ンドに比べてダイヤモンドの成長が早くなり、作製コストも低く
なります。

レッドカラーの遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドは、
アンバーカラーの遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドに
追加工程を加えこの美しい色を創りだします。高エネルギーの電
子光の電子放出装置で照射することにより、窒素空孔中心がダイ
ヤモンド内部に形成され、レッドカラーを発色します。

作製期間・作製コスト
作製難易度

作製期間・作製コスト
作製難易度

作製期間・作製コスト
作製難易度

作製期間・作製コスト
作製難易度
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選択に迷っていますか？
その場合は、遺骨ダイヤモンド／メ
モリアルダイヤモンド自身に決めて
もらってください。�それぞれのダ
イヤモンドは独自に成長していきま
す。�遺骨ダイヤモンド／メモリア
ルダイヤモンドの形は、結晶化され
た原石の形状から大きさが最大限
維持できるカットが検討・決定さ
れます。

また、原石のままカットされない
遺骨ダイヤモンド／メモリアルダ
イヤモンド（0.35カラット以上）
は、25%割引いたします。

サイ
ズ 

カラット

カラット

上記は参考サイズのため、実際のサイズとの誤差が生じる場合があります。
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ジュエリー

ハートシェイプダイヤモンド
時に、瞳では見えないものがハート
（心）で見えることがあります。
ハートシェイプダイヤモンドは、
心で想っている人を思い出す
素晴らしいアイテムです。
ハートシェイプは、とても特別で絶
対的な愛の象徴です。
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モーメント
最愛の方との大切な思い出がある
でしょう。その大切な思い出を、
ローマ数字リングに刻んでくださ
い。
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ボンディング
かけがえのない時を過ごしたあなた
の大切な人。お互いの似ている部分
を共有しあい、また違っている部分
を受け入れあった最愛の方たちのた
めに。このダブルサークルのメモリ
アルペンダントは、永遠の結ばれた
絆がモチーフです。

シャイン
あなたの内面の美しさを表現しましょう。
最愛の人を表現するカラー、あなたの個性を表現するピアスで、
素晴らしい思い出を輝かせてください。
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フェイス
私たちには、いつも握りしめる
何かが必要です。このクロスで
自分自身、また他の人を信じる
勇気を持ちましょう。永遠の定
番デザインで、信頼と愛を表現
されていて安らかな天からの力
が授かります。

ローズ
愛がバラの花を植え、世界は愛しくなりました。

あなたの愛する人は、あなたと共にこのローズゴールドダイヤモンドの中に生き続
け、悲しみから安らかな気持ちへと導いてくれます。

ジュエリー�|�39

 



 

オンパロス
この世界の全てが、愛するあなたを探すのを手助け
してくれる。ダイヤモンドを薄いべセルで囲んだベ
ーシックでモダンなデザインです。
またこのベゼルセッティングは、他のタイプの留め
具よりもラウンドシェイプのダイヤモンドをしっか
りとホールドするので、最も安全なセッティングス
タイルです。
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パートⅣ

遺骨ダイヤモンド
メモリアルダイヤモンド
のお申込み
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遺骨ダイヤモンド／メモ
リアルダイヤモンドの

お申込みの流れご遺骨・ご遺灰・ご遺髪のお預かり
（発送）について

ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪のお預かり
について

お支払いについて

最新価格、注文フォームについてはお問い合わせ
ください。注文フォームを印刷し、必要事項にご
記入ください�。お申込み受付が完了すると、ロ
ニテ（LONITÉ）から下記のセットをお届けいた
します。�

• ID番号（トラッキング時に使用するお客様の
お申込みID番号）

• 無料のご遺骨・ご遺灰・ご遺髪発送セット�
（ジップロック付バッグ、専用容器）

「ご遺骨・ご遺灰・ご遺髪のお預かりについて」
をご覧になり、作製に必要な量を準備してくださ
い。�日本のカスタマーサービスからご遺骨・ご
遺灰・ご遺髪の発送に関する詳細情報をお届けい
たします。希望される遺骨ダイヤモンド／メモリ
アルダイヤモンドの大きさにかかわらず、以下の
重量が作製に必要です。

• ご遺灰の重量�200g（8オンス）
• ご遺骨の重量�300g（10オンス）
• ご遺髪の重量�10g（0.4オンス）

お申込み時に遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモ
ンドの価格の半額を前金として、お支払いください。
残金は、遺骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンド
が完成した時（発送前）にお支払いいただきます。

お支払い方法は以下の通りです。
• 小切手（スイス国内の銀行で発行された小切手）
• 振込（電信送金）
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パーソナルサービス

工程の可視化（ビジブルプロセス）
 
作製工程の写真
故人のご遺灰をスイスに送ることは、感動的な出来事に
なるかもしれません。
私たちが近くで繋がっていると感じていただけるよう、
可能な限り協力いたします。製作中の遺骨ダイヤモン
ド／メモリアルダイヤモンドの写真をお送りすることも
可能です。

�

IDでのトラッキング（追跡）システム 
みなさまに品質保証用のロニテ（LONITÉ）トラッキング
ID番号をお渡しいたします。このID番号からあなたの遺
骨ダイヤモンド／メモリアルダイヤモンドの作製状況を
ご確認いただくことができます。

レーザー刻印

あなたの遺骨ダイヤモンド／メモリアル
ダイヤモンドに刻印を入れることができ
ます。遺骨ダイヤモンド／メモリアルダ
イヤモンドが完成したとき、文字または
言葉などをダイヤモンドのガードルに刻
印することが可能です。



 

 

 

「ロニテ（LONITÉ）の顧客
ストーリーに心が動かされました」 

ハフィントンポスト

「遺骨や遺灰からメモリアルダイヤモンドの
作製を専門とする企業、ロニテ（LONITÉ）」

インターナショナルビジネスタイムズ

「ロニテ（LONITÉ）は、遺骨や遺灰から
メモリアルダイヤモンドを作製する専門の
会社です」                        バズフィード

「ロニテ（LONITÉ）のメモリアルダイヤモンドは、あなた
の大切な方への温かい贈り物です」

グラウンドレポート

「ロニテ社（LONITÉ AG）はメモリアル
ダイヤモンド技術のパイオニアです」

クリスチャンポスト

「ロニテ社（LONITÉ AG）は、メモリアル
ダイヤモンド技術の世界的なリーディング
カンパニーです」                  テクネイジア

「ロニテ（LONITÉ）は、メモリアルダイヤモンド
技術を専門とするスイスの企業です」
                              ワールドニュースネットワーク

「結晶化された個々の
ダイヤモンドはとても
ユニークで、ひとつとして
同じものはありません」  
              ボードパンダ

 

メディアハイライト
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お問い合わせ

ダミエン・ヴェガ
「ご遺族の方は、大切な方
のご遺灰、ご遺骨、ご遺髪
を私たちに託してくださ
り、多大な信頼を寄せて
いただいています。そのた
め、私達は常に細心の注意
を払って慎重に作製してい
ます」

クリステル・グローネワルド
「私は困っている人々を助けるこ
とに情熱を注いでいて�皆さまの愛
する人々の物語に触れ、深く感動
しています」

トレーシー・ハイウェイ
「私は父を失っているので、
深く悲しんでいる人々をサポート
できるこの機会に恵まれ感謝して
います。大切な方をいつもあなた
の近くに感じられる、この驚くべ
きダイヤモンドを作製すること
によって、少しでも気持ちが癒さ
れることを願っています」

メール  　　 info@LONITÉ.com
ウェブ  　　 www.LONITÉ.com
住所　　　　　　 Bahnhofstrasse 10, CH 8001 - Zürich 　　　　　
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ロニテ社
（LONITÉ AG）


