
■マヤナッツを乾燥させ、焙
煎（深煎り）し、粉にしたもの
です。ノンカフェインのコーヒ
ー風木の実飲料。
インスタントコーヒーのよう
にお湯を注ぐだけで簡単に飲
めます。
古代マヤの時代から食べられ、
飢饉の時にはこれだけで1年
も生き延びられると言われる、
栄養バランスに優れたスーパ
ーフードです。
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■洗剤と併用して使ってください。洗剤の量が半
分にできます。
高純度のピュアマグネシウムを水に入れると水
素の気泡が発生し、アルカリイオン水を生成。皮
脂汚れの分解率は、洗剤同様の30％もあり、臭い
成分の分解率は洗剤の約10倍もあります。使用
回数は300回以上（約一年間）※洗剤と併用
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●グアテマヤ

マヤナッツコーヒー風
ノンカフェイン飲料 

50ｇ…¥５４０
100ｇ…¥８６４
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●グアテマヤ

カカオ・デ・マヤ

30ｇ…¥３２４
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カカオ・デ・マヤ
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■マヤナッツを乾燥さ
せ、焙煎（浅煎り）し、粉
にしたものです。
パンやクッキー、ケーキ
などのスイーツやお料
理、和え物の風味づけな
どに。また飲み物として
もいただけます。
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●岡城総業

洗濯マグちゃん（ピンク・ブルー）

各色…¥１,９４４

●岡城総業

洗濯マグちゃん（ピンク・ブルー）

各色…¥１,９４４

●岡城総業

ベビーマグちゃん
（ピンク）
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■洗剤を使わずに衣類の洗濯ができ
ます。
「ベビーマグちゃん」は「洗濯マグちゃ
ん」より、マグネシウムの量が20ｇ多く
入っています。洗濯物を一緒にいれる
だけ。洗剤や柔軟剤はいれません。使
用回数は300回以上。（約一年間）

●池末みゆき(DVD)

「阿蘇の風　
　　　妖精の響き」

DVD…¥２,７００
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●池末みゆき(CD)

「こもりうた」

１枚…¥３,０２４
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「いのちの環」

１枚…¥３,２４０

■７月１９日（土）、まほろば地下洞「無限心」にて
ライアー演奏コンサート満員御礼で終了。たくさ
んの方に来ていただきました。４３２ヘルツのライ
アーの優い・音をご自宅でもお楽しみいただけま
す。
・「いのちの環」：阿蘇の大自然のエナジーを浴びな
がら、森の中で、小川のそばで、草原で奏でたこの
アルバムは虫の声や鳥の鳴き声、小川のせせらぎ、
風の音など自然音とライアーのアンサンブル。龍村
ゆかりプロデュースCD です。
・「こもりうた」：誰でも知っている子守歌ばかり。選
曲も素晴らしい！思わず、一緒に口づさんでしまい
ます。
・「阿蘇の風　妖精の響き」：阿蘇の自然と一体に
なったライアーの演奏です。自然礼賛写真家 VIN 
OOTAさんによる阿蘇の自然の静止画が中心です
（池末さんが演奏している動画は出てきません）。
神秘的な阿蘇の四季に、癒しの音色が響きます。

■７月１９日（土）、まほろば地下洞「無限心」にて
ライアー演奏コンサート満員御礼で終了。たくさ
んの方に来ていただきました。４３２ヘルツのライ
アーの優い・音をご自宅でもお楽しみいただけま
す。
・「いのちの環」：阿蘇の大自然のエナジーを浴びな
がら、森の中で、小川のそばで、草原で奏でたこの
アルバムは虫の声や鳥の鳴き声、小川のせせらぎ、
風の音など自然音とライアーのアンサンブル。龍村
ゆかりプロデュースCD です。
・「こもりうた」：誰でも知っている子守歌ばかり。選
曲も素晴らしい！思わず、一緒に口づさんでしまい
ます。
・「阿蘇の風　妖精の響き」：阿蘇の自然と一体に
なったライアーの演奏です。自然礼賛写真家 VIN 
OOTAさんによる阿蘇の自然の静止画が中心です
（池末さんが演奏している動画は出てきません）。
神秘的な阿蘇の四季に、癒しの音色が響きます。

●グアテマヤ

マヤナッツ
ドリンクセット

各1杯分…¥３２４
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ドリンクセット
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■チャイ、ジンジャー、
ショコラテを各1杯づつ
お楽しみいただけます。
牛乳、豆乳、お湯で作る
お手軽キットです。
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●星澤フードサービス

角切昆布

45ｇ…¥３７８
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●星澤フードサービス

千切りつき器

1個…¥７０２
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●星澤フードサービス
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1個…¥１,１３０
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■マヤの時代から食べ
られていたスーパーフ
ードです。
カカオニブ（カカオ豆を
ローストし、粉砕後、外
皮や胚芽を取り除いた
もの）。カカオの形その
ままです。古代マヤ時代
から貴重なものとして
食べれていたカカオ。マ
ヤのスーパーフードの
ひとつです。
ポリフェノールが豊富。
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●吉田　良夫

貝殻さお前昆布

150ｇ…¥１,２８０
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150ｇ…¥１,２８０

■納沙布貝殻産の早煮
特選昆布です。
昆布巻き、おでん、佃煮、
湯豆腐、野菜との煮合わ
せ等に合わせて切って、
お使いください。
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■昆布を使ったお料理レシピ入り。
切られているので、すぐ使えて便利な昆
布です。
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■食卓のもったいない！
そんな声に応えました。
メロンの種取り、 おろし
金やすり鉢の目につまっ
た食品を取り出す等、
便利に使えます。
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■野菜の千切り、チーズ
のすりおろしに便利で
す。
じゃがいも、 にんじん、
長いも、 大根、 人参な
どの面倒な千切りが、
これがあれば手早く調
理ができます。
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料理研究家

星澤幸子先生

オススメ！

洗剤なしで

使えるタイプ

洗剤と一緒に

使えるタイプ

メロンの種だけ
きれいに　カンタンにとれちゃうんです！！「くりんくりん」
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