
■札幌で人気のイタリア料

理・ワインバーφ（ファイ）

さんの「バーニャカウダ」

がまほろば店頭に。

バーニャカウダは北イタリ

ア　ピエモンテ州の郷土料

理です。オリーブオイルで

風味づけたソースです。パ

ンや野菜、お肉、魚料理に

相性がとてもよい。しかもφ

（ファイ）さんのバーニャカ

ウダは絶妙な味です。この

美味しさをぜひご家庭でお

召し上がりください。

可愛い金のリボンが付いて

プレゼントにも、最適です。
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■第7栄養素ファイトカミカルたっぷり

の奇跡の野菜だし

「ベジブロス」（タカコさ

んの新刊登場！）

【内容紹介】

・病気を防ぐファイトケ

ミカル・野菜スープで

免疫力アップ ・ベジブ

ロスの基本野菜・ベジ

ブロスの作り方・ラン

チジャーでベジブロ

ス・カンタンレシピ59

種！他・・・これ一冊あれば、

奇跡の野菜だしが習得できますね。
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本の中の、おすすめ調味料

にまほろばオリジナル

「一二三糖」が紹介されてい

ます。

本の中の、おすすめ調味料

にまほろばオリジナル

「一二三糖」が紹介されてい

ます。

十
月
の
新
製
品
の
ご
紹
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■アイカさんの音楽原点のミュージカルと

映画音楽です。だれが聞いても嬉しくなる名

曲ばかりです。 

 ジャズ・ボサノバなどのアレンジはお洒落で

す。「サウンド・オブ・ミュージック」 、ビートル

ズの「ヒア ゼア エブリ ホェア 」、スタンダー

ドジャズから「ムーン･リバー」、ディズニーか

ら「星に願いを」・・・さすが宝塚でミュージカ

ル女優をなさっていただけに素晴らしい歌

唱力、きっと満足いただけます。

■アイカさんの音楽原点のミュージカルと

映画音楽です。だれが聞いても嬉しくなる名

曲ばかりです。 

 ジャズ・ボサノバなどのアレンジはお洒落で

す。「サウンド・オブ・ミュージック」 、ビートル

ズの「ヒア ゼア エブリ ホェア 」、スタンダー

ドジャズから「ムーン･リバー」、ディズニーか

ら「星に願いを」・・・さすが宝塚でミュージカ

ル女優をなさっていただけに素晴らしい歌

唱力、きっと満足いただけます。

■高知の契約栽培のしょうがを、

「海の精 紅玉梅酢」に漬け込んで

います。

大しょうがの辛味、梅酢のさわや

かな酸味、伝統海塩ならではの深

い塩味が共演、美味しい紅しょう

がです。きざんで焼きそば、お好

み焼き、チャーハン、豆腐、納豆な

どのおともに。

■高知の契約栽培のしょうがを、

「海の精 紅玉梅酢」に漬け込んで

います。

大しょうがの辛味、梅酢のさわや

かな酸味、伝統海塩ならではの深

い塩味が共演、美味しい紅しょう

がです。きざんで焼きそば、お好

み焼き、チャーハン、豆腐、納豆な

どのおともに。

●実勇産業

・雪の華

310g…５８１円

●実勇産業

・雪の華

310g…５８１円
●オーサワジャパン

・しょうが紅梅漬

100g…４８６円

●オーサワジャパン

・しょうが紅梅漬

100g…４８６円

■無添加手造り、こうじ漬け。

合成保存料、合成着色料、人工甘味料、

人工香料、酸化防止剤等は一切使用し

ておりません。又、日本古来から殺菌と

防腐効果があると伝えられる自然の笹

の葉を役立てており、白菜は国内の厳

選された低農薬で造っています。

■無添加手造り、こうじ漬け。

合成保存料、合成着色料、人工甘味料、

人工香料、酸化防止剤等は一切使用し

ておりません。又、日本古来から殺菌と

防腐効果があると伝えられる自然の笹

の葉を役立てており、白菜は国内の厳

選された低農薬で造っています。

●ムソー

・柿ピー

140g…３５６円

●ムソー

・柿ピー

140g…３５６円

●マルアイ

・有機ココナッツ
　　チップ

　50g…４３２円

●マルアイ

・有機ココナッツ
　　チップ

　50g…４３２円

■砂糖不使用のドラ

イマンゴー。

常夏のスリランカで

収穫期を5～7月に限

定した貴重なマンゴ

ー、香りが格別です。 

■砂糖不使用のドラ

イマンゴー。

常夏のスリランカで

収穫期を5～7月に限

定した貴重なマンゴ

ー、香りが格別です。 

■スリランカ産の完熟バナナを、5mm幅

の輪切りにし、低温温風でじっくりと乾

燥してます。

しっとりとした食感を残しつつ、味は濃厚。

シーニバナナの"シーニ"とは、スリランカ

の言葉で "お砂糖の" という意味、自然の

甘さがぎゅっ！
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の輪切りにし、低温温風でじっくりと乾

燥してます。

しっとりとした食感を残しつつ、味は濃厚。

シーニバナナの"シーニ"とは、スリランカ
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■ココナッツをピーラーで薄

く花びらのように削いだ生の

ココナッツ。

崩れにくく歯ごたえが良いのが

特長。生地に衣のように付ける

などの装飾にも。

■ココナッツをピーラーで薄

く花びらのように削いだ生の

ココナッツ。

崩れにくく歯ごたえが良いのが

特長。生地に衣のように付ける

などの装飾にも。

●マルアイ

・有機ドライマンゴー

40g…５４０円

●マルアイ

・有機ドライマンゴー

40g…５４０円

●マルアイ

・有機ドライ
バナナコイン

70g…５４０円

●マルアイ

・有機ドライ
バナナコイン

70g…５４０円

■中国広西チワン

自治区、巴馬で自生

している麻の実を使

用。20種類のアミノ

酸をすべて含み、食

物繊維、亜鉛や銅、

マグネシウムなど

のミネラルも豊富。

麻の実を細かく砕い

てあるので、ご飯や

おかゆ、サラダ、お

ひたし、パスタなど

に。

■中国広西チワン
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酸をすべて含み、食

物繊維、亜鉛や銅、

マグネシウムなど

のミネラルも豊富。

麻の実を細かく砕い

てあるので、ご飯や

おかゆ、サラダ、お

ひたし、パスタなど

に。

●グローリー・

　インターナショナル

・巴馬火麻ナッツ

150g…１,９４４円

●グローリー・

　インターナショナル

・巴馬火麻ナッツ

150g…１,９４４円

パッケージが

変わりました。

●Smile
（スマイル）･･･3000円
●Smile
（スマイル）･･･3000円

●ファイ

・バーニャカウダ

90g…1,０２６円

●ファイ

・バーニャカウダ

90g…1,０２６円

●タカコナカムラ

・奇跡の野菜だし

「ベジブロス」…１,２００円

●タカコナカムラ

・奇跡の野菜だし

「ベジブロス」…１,２００円

■東日本大震災の復興を祈り、日本人

の精神を蘇らせる音霊、言霊の響きを

お届けするブックレットCD。

 「あわの歌」を唱えて歌うと、おのずと

声も明らかになり、五臓六腑や魂まで

もが四八音の神々の言霊の力が・・・

「あわの歌」「宵待草」「荒城の月」「蘇州

夜曲」等々、Aikaさんの美しく優しい声

で歌われる「日本の名曲」に感動します。

■東日本大震災の復興を祈り、日本人

の精神を蘇らせる音霊、言霊の響きを

お届けするブックレットCD。
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声も明らかになり、五臓六腑や魂まで
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「あわの歌」「宵待草」「荒城の月」「蘇州

夜曲」等々、Aikaさんの美しく優しい声

で歌われる「日本の名曲」に感動します。

■阪神大震災でふるさとを失った失

意の中で、自らを癒し再生させたのは

マザー・テレサの言葉。それは闇の中

の一筋の光となり、この「アイカ・サウ

ンドセラピー」に・・・（ブックレットCD）

選曲も内容も素晴らしく「アメージン

グ・グレース」「ジュピター」「スカボロ・

フェアー 」「アヴェ・マリア 」など15曲、

何回も聞きたくなるおすすめCDです。

■阪神大震災でふるさとを失った失

意の中で、自らを癒し再生させたのは

マザー・テレサの言葉。それは闇の中

の一筋の光となり、この「アイカ・サウ

ンドセラピー」に・・・（ブックレットCD）

選曲も内容も素晴らしく「アメージン

グ・グレース」「ジュピター」「スカボロ・

フェアー 」「アヴェ・マリア 」など15曲、

何回も聞きたくなるおすすめCDです。

■何回でも繰り返し聞きたくなる･･「魂に響く　魔法の声」とも言われている、サウンド・セラ
ピストAika(アイカ）さんのCD,いよいよ入荷です。阪神大震災での自らの大きな体験を通して、
「生きていることが奇跡」と心身の癒しと再生に尽力していらっしゃいます。

■何回でも繰り返し聞きたくなる･･「魂に響く　魔法の声」とも言われている、サウンド・セラ
ピストAika(アイカ）さんのCD,いよいよ入荷です。阪神大震災での自らの大きな体験を通して、
「生きていることが奇跡」と心身の癒しと再生に尽力していらっしゃいます。

●Aika・
　サウンドセラピー ･･3,000円
●Aika・
　サウンドセラピー ･･3,000円

●大和いにしえの響き
「あわの歌」･･･2500円
●大和いにしえの響き
「あわの歌」･･･2500円

●ムソー

・味付ざーさい

100g…３１３円

●ムソー

・味付ざーさい

100g…３１３円
●ムソー

・味付メンマ

80g…２５９円

●ムソー

・味付メンマ

80g…２５９円

■ムソー 味付け煮込みメンマ は、

ラーメンに合うメンマ(水煮)です。

メンマ（台湾産）、しょうゆ（天然醸造

醤油）、発酵調味料（味の母）、ごま 油、

粗糖、酵母エキス、食塩（自然塩）、唐

辛子（島根県）使用。

■ムソー 味付け煮込みメンマ は、

ラーメンに合うメンマ(水煮)です。

メンマ（台湾産）、しょうゆ（天然醸造

醤油）、発酵調味料（味の母）、ごま 油、

粗糖、酵母エキス、食塩（自然塩）、唐

辛子（島根県）使用。

■国内で契約栽培したザーサイを使用。

なたね油とごま油で炒めた味ざーさいで

す。中華の付け合せに、おつまみやラーメ

ン、チャーハンなどの具材としてお楽しみ

ください。

■国内で契約栽培したザーサイを使用。

なたね油とごま油で炒めた味ざーさいで

す。中華の付け合せに、おつまみやラーメ

ン、チャーハンなどの具材としてお楽しみ

ください。

●松本　愛子

・528HZ「父なる子守詩」

　…２５００円

●松本　愛子

・528HZ「父なる子守詩」

　…２５００円

■１０月１３日のまほろば３０周

年イベントにもまほろば合唱団

と参加されます。

前回（母なる子守詩）のCDにひき

つづき、５２８ヘルツ愛の周波数

によるCD。癒しの周波数に変換

し声楽で鍛えた歌とピアノをお

聞きください。

■１０月１３日のまほろば３０周

年イベントにもまほろば合唱団

と参加されます。

前回（母なる子守詩）のCDにひき

つづき、５２８ヘルツ愛の周波数

によるCD。癒しの周波数に変換

し声楽で鍛えた歌とピアノをお

聞きください。


