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■スペイン・アンダルシア地方
のワイン「サングリア」を炭酸
で割っていただくとクリスマス
のパーティーにピッタリ。

■スペイン・アンダルシア地方
のワイン「サングリア」を炭酸
で割っていただくとクリスマス
のパーティーにピッタリ。

■材質はご神木にされることの多い樹木
カツラ、中心部には「エリクサー浄水器
Ⅱ」の700種類もの原材料のエネルギーが
入った「0-1セラミック」が埋め込まれて
います。見ているだけで「和み」、また
触れても「和む」、全てのものが結ばれ
るように・・・
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カツラ、中心部には「エリクサー浄水器
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入った「0-1セラミック」が埋め込まれて
います。見ているだけで「和み」、また
触れても「和む」、全てのものが結ばれ
るように・・・

●ウォン・ウィンツァン

・「月の音階」…¥２,６００
●ウォン・ウィンツァン

・「月の音階」…¥２,６００
■“癒しのピアニスト”と呼ばれ、
瞑想音楽の中でも高い人気と実力
を持つ日中ハーフのウォン・ウィ
ンツァンのアルバム。超越意識で
奏でた美しい即興曲を収録。
　

■“癒しのピアニスト”と呼ばれ、
瞑想音楽の中でも高い人気と実力
を持つ日中ハーフのウォン・ウィ
ンツァンのアルバム。超越意識で
奏でた美しい即興曲を収録。
　

■まほろばのお客様である歌手の大貫妙子さんのクリスマスプレゼント
におススメのアルバム。大貫さんらしい美意識にもとづく繊細で透明な
歌世界を堪能していただけます。

■まほろばのお客様である歌手の大貫妙子さんのクリスマスプレゼント
におススメのアルバム。大貫さんらしい美意識にもとづく繊細で透明な
歌世界を堪能していただけます。

●佐藤ケイタ

マグカップ１個…¥３,１５０ ～
●佐藤ケイタ

マグカップ１個…¥３,１５０ ～

■陶芸作家：佐藤ケイタさんのマグカップは、使
えば使うほど風合いがでてきます。プレゼントに
最適！

■陶芸作家：佐藤ケイタさんのマグカップは、使
えば使うほど風合いがでてきます。プレゼントに
最適！

■カラダを温めるには、まずは
おなかを暖めることが大事と言
われています。寒い冬、天然薬
草染めのボディーロールがおな
かをやさしく包み温めます。

■カラダを温めるには、まずは
おなかを暖めることが大事と言
われています。寒い冬、天然薬
草染めのボディーロールがおな
かをやさしく包み温めます。

■特報！！！12月14日午後6時か
ら、まほろば地下「無限心庵」に
て吉野大地さんのコンサートがあ
ります。料金2000円。
ぜひ「ヒーリングボイス」吉野さ
んの生声でお聞きください。
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て吉野大地さんのコンサートがあ
ります。料金2000円。
ぜひ「ヒーリングボイス」吉野さ
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■1970年代前半の出会い、多くの共
作・共演を経てそれぞれ独自の音楽
世界を確立してきた坂本龍一さんと
大貫妙子さん、共同制作13年振りの
アルバムです。  

■1970年代前半の出会い、多くの共
作・共演を経てそれぞれ独自の音楽
世界を確立してきた坂本龍一さんと
大貫妙子さん、共同制作13年振りの
アルバムです。  

●大貫　妙子

「UTAU」…¥３,５００
●大貫　妙子

「UTAU」…¥３,５００

●アルデバラン

・ボディーロール薬草染め
（茜・楠・丁子・ビワ・
　ウコン・藍・ヨモギ）

　各33cm…¥５,３００

●アルデバラン

・ボディーロール薬草染め
（茜・楠・丁子・ビワ・
　ウコン・藍・ヨモギ）

　各33cm…¥５,３００

●まほろば

無限心球（ﾊｰﾄﾎﾞｰﾙ）
「結」小

…¥２９,４００
「結」大…

¥４２,０００

●まほろば

無限心球（ﾊｰﾄﾎﾞｰﾙ）
「結」小

…¥２９,４００
「結」大…

¥４２,０００

●ザビエルカンパニー

サングリア
（スペイン特産）
1000ｍｌ…

¥１,５７５

●ザビエルカンパニー

サングリア
（スペイン特産）
1000ｍｌ…

¥１,５７５

●ツーバイツー

・ナチュラルレモンカード

100ｇ…¥５２５
・ストロベリービスケット

100ｇ…¥５２５

●ツーバイツー

・ナチュラルレモンカード

100ｇ…¥５２５
・ストロベリービスケット

100ｇ…¥５２５

まほろば

オリジナル

熱してアルコー

ルを飛ばせば

お子様でもOK！

●ＴＯＭＡＴＯ畑

・ラウンドタイプ椀

（小）¥1,５７５ ・（大）¥ 1,８９０ 
・ウィングタイプ椀

（小）¥1,５７５ ・（大）¥ 1,８９０ 
・メイプルスプーン

（小）¥７３５ ・（中）¥ ９４５・（大）¥ ９４５

●ＴＯＭＡＴＯ畑

・ラウンドタイプ椀
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●イデアプロモーション

・「有機アガベチョコレート」
　　ダーク、ミルク」

　　00ｇ…６９３円

●イデアプロモーション

・「有機アガベチョコレート」
　　ダーク、ミルク」

　　00ｇ…６９３円

■1897年創業、フランスの老舗ダーデン社の伝統的な製法は今も
大切に引き継がれています。
◎「ダーク」：カカオ70%、低GIアガベパウダー使用したビター
なチョコレート。
◎「ミルク」：まろやかなミルク風味のチョコレート。
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◎「ミルク」：まろやかなミルク風味のチョコレート。
 

new!12/14より発売！

new!12/14より発売！

●吉野　大地

「いのちのこどう」…¥３,０００
●吉野　大地

「いのちのこどう」…¥３,０００

●ウォーカーズ

・ショートブレッド・フェスティブシェイプ175ｇ…¥６３０
●ウォーカーズ

・ショートブレッド・フェスティブシェイプ175ｇ…¥６３０

●ジーエス・サイエンス

「ピースエイト
ふくらはぎ用サポーター」

…¥９,８００

●ジーエス・サイエンス

「ピースエイト
ふくらはぎ用サポーター」

…¥９,８００

●オルネ

「アファメーショングラス」

各…¥１,３４４

●オルネ

「アファメーショングラス」

各…¥１,３４４

●ムソー

・「iＣhoc 
オーガニックチョコレート」ミルク・ラズベリー・
マンゴー＆ヨーグルト・クリスピーキャラメル

各40ｇ…２９８円

●ムソー

・「iＣhoc 
オーガニックチョコレート」ミルク・ラズベリー・
マンゴー＆ヨーグルト・クリスピーキャラメル

各40ｇ…２９８円

●オルネ

スクエアミニパットＳ
20.5×20.5ｃｍ…

¥２,６２５

●オルネ

スクエアミニパットＳ
20.5×20.5ｃｍ…

¥２,６２５

●オルネ

ポカぽん
13×21ｃｍ…

¥９４５

●オルネ

ポカぽん
13×21ｃｍ…

¥９４５

●松本　愛子

・「CD５２８Hz 

母なる子守り詩」…¥２,５００

●松本　愛子

・「CD５２８Hz 

母なる子守り詩」…¥２,５００
■iChocは近年、品質監査部門でドイツ農業協会
のゴールデンアワードを受賞しています。なめら
かで濃厚な口溶けの秘密は、余計な添加物に頼ら
ず、じっくり時間をかけて練り上げているチョコ
レート生地にあります。
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のゴールデンアワードを受賞しています。なめら
かで濃厚な口溶けの秘密は、余計な添加物に頼ら
ず、じっくり時間をかけて練り上げているチョコ
レート生地にあります。

■ツーバイツービスケットはイギリスで子供たちに語
られるお話を元にデザインされています。
■ツーバイツービスケットはイギリスで子供たちに語
られるお話を元にデザインされています。

■1898年、スコットランドの小さな村で誕生した小さなベーカリーは 世界
60カ国以上で愛されるショートブレッドメーカーに。クリスマスの形が可
愛い、ちょっとした贈り物に最適。
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60カ国以上で愛されるショートブレッドメーカーに。クリスマスの形が可
愛い、ちょっとした贈り物に最適。

●大貫　妙子

・「アトラクシオン」…¥３,０５９
・「ブックルドレイユ」…¥３,０００
・「アンサンブル」…¥３,０５９

●大貫　妙子

・「アトラクシオン」…¥３,０５９
・「ブックルドレイユ」…¥３,０００
・「アンサンブル」…¥３,０５９

■まほろばの2Fで行われてい
る大人気の「528Hz 愛の周波数」
の講座、合唱・声楽の松本愛子年
生のNEWアルバム発売中！
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の講座、合唱・声楽の松本愛子年
生のNEWアルバム発売中！

■立ち仕事の多い方、運動不足の方などにも
好評のふくらはぎ用サポーター。グラファイ
トシリカの遠赤外線とマイナスイオン効果が
カラダにチカラを与えてくれるでしょう。
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好評のふくらはぎ用サポーター。グラファイ
トシリカの遠赤外線とマイナスイオン効果が
カラダにチカラを与えてくれるでしょう。

■飲み物に願望実現（自由・調
和・リラックス・保護など）の
ためのポジティブなエネルギー
をチャージする、アファメーシ
ョン効果のあるグラス。水、お
茶やジュース、ワイン用に。
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ためのポジティブなエネルギー
をチャージする、アファメーシ
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■活性光線が体の芯
まで温める。下着や
サポーターの中やア
イピローとしてもＯ
Ｋ！

■活性光線が体の芯
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サポーターの中やア
イピローとしてもＯ
Ｋ！

■遠赤外線効果。腰
やおなか、お尻に敷
いてお使いください。

■遠赤外線効果。腰
やおなか、お尻に敷
いてお使いください。

■「毎日使う食器だから、有害な薬剤処理や溶剤を
混ぜない安全な食器を使ってほしい」職人さんが心
を込めて作った木製食器です。椀はウルシ、ベンガ
ラ塗りの２種をお選びください。

■「毎日使う食器だから、有害な薬剤処理や溶剤を
混ぜない安全な食器を使ってほしい」職人さんが心
を込めて作った木製食器です。椀はウルシ、ベンガ
ラ塗りの２種をお選びください。

今、話題
の

ふくらは
ぎ健康法


