
社長の BLOGより

●パリ、デヴュー！！
　　11 月 29th, 2014 at 11:05 

　～パリ 天使の詩～
　Paris 在住のビズことビズネア磯野敦子さん。 氣圧法、TRE （ト

ラウマ解放エクササイズ）、 レインドロップ、 ビジョナリー直観ピー

リングの他、 イベントの主催などをやっておられ、 このたび、 ま

ほろばオリジナルの香水をフランスで扱われることになりました。

その一報をお聞きください。 　

◆2014-11-27　Xmas プレゼントに大お薦め神聖なる香りの

　　　　　　　　　　　　　ペンダント　「太古の叡智」＆「心の花束」

　　　　 

　こんばんは、ビズです。

 今日は、私がすっかり心を奪わ

れてしまっている、二つの香り

をご紹介します。

　私が人に自慢できるものと

言ったら、ただ一つ。

それは、人並みはずれた嗅覚の

良さ。大勢が集まっていた場所で、私一人だけ、”ガス臭い！！”

と、大騒ぎして、皆が止めるのを押し切ってガス会社に連絡し

た事もありました。計測の結果、確かに、微量のガス漏れがあ

る事が分かり、一瞬だけ、英雄になった事も。（笑）

　それだけに、香りには、ただならぬコダワリがあります。

若い頃は、何十種類もの香水をコレクションして、氣分によっ

て、あれこれつけるのを楽しんだものですが、今は、仕事柄、

香水やコロンは、つけません。基本的に、香りをまとうのは寝

る前だけ。眠りにつく前の大事な時間ですから、本当に大好き

な香りだけを厳選した結果、手持ちの香水は、５種類以下。こ

の二つは、その中でも、ベスト２を占める香りなのです。

　２０１３年の秋、ヤー

ンライト・コレクティブ

のニットを引っさげ、ア

ダムと一緒に札幌にお邪

魔した時の事。 

　イベントを主催して下

さった、”札幌の女神”と

尊敬するヒーラーの緒方

紀子さんが、まほろばと

いう、札幌では有名な自

然食材店に連れて行って

下さいました。

　そこで、社長の宮下さ

んが試作中という、二つ

の香水に出逢ったのです。

 　キリストのイメージを元に作られた、太古の叡智（Ancient 

Wisdom)。 もう一つは、聖母マリアをイメージした、心の花束

(Floral Bouquet)。

　どちらにも、聖書に所縁の深い、フランキンセンス、

ミルラ、スパイクナルドが入っているとのお話。

エンシャント・ウィズダムには、なんと１６種、フローラル・

ブーケには、２３種類もの、野生、かつ、オーガニックの天然

香料が入っていると。

　目玉が飛び出る程の、それはそれは高価な材料が調合されて

いるわけです。

　一滴でもこぼしては大変・・と、

まずは、太古の香りの蓋を恐る恐

る開けて、香水瓶に鼻を近づける

と・・・うわぁぁぁぁ～！な、なに、

この香り！！生まれて初めて嗅

ぐ、神聖な香りだ・・。

　驚きで、しばらくは言葉が出ず、

目をパチクリしてしました。私の

稚拙なボキャブラリーでは、上手

く言い表すのは不可能なのです

が。

　高貴、聖なる、神々しい…とい

うような言葉しか出てこない。

時代が違えば、王様や貴族、ごく

僅かの限られた人にしか手に入ら

なかったであろう香り。

　これは、凄い物を嗅いでしまっ

た！と、心臓バクバク。

　そして、次は、心の花束。

こちらは・・・・。ただただウッ

トリ。

　目を閉じると、天国のお花畑に横たわっているような幸福感。

華やかなのだけれども、この上ない品がある。

まさしく、聖母マリアのイメージぴったり。

　
　頂いた試作品を、大事にフランスに持ち帰りましたが、勿体

無くて、つけるのは、一ヶ月に一度くらい。 たまにクンクンし

ては、恍惚感に浸っていました。

　それが、最近、ようやく、製品として完成したのよ！と、紀

子さんから嬉しい知らせが届きました。 

お手ごろ価格で皆様のお手元に・・という願いから、小瓶に入

れたペンダントとして誕生したのです。

　キリストをイメージした” 太古の叡智” には十字架、 聖母マリ

アの” 心の花束” には、 奇跡のメダイ教会のブルーのおメダイ

がついていて、 デザイン的にも、 とってもお洒落。

　チェーンは、ゴールド色かシルバーを選択できます。

　私も、親しい方へのプレゼントに最適！と、ばかりに、

何個が注文予定ですので、ご希望の方は、ご連絡下さい。

　まずは、香りを嗅いでから・・・と言う方は、パリ９区のサ

ロンまでお越し頂ければ、お試しいただけますよ。（※）

　本当に、 神がかった香りなんです。

(ビズネア磯野敦子 )　　　　　　　　　

※まほろば本店でも香りをお試し頂けます。 　　　　　　　　　　　
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大切な方への…

クリスマス・プレゼントにも最適です。

大切な方への…

クリスマス・プレゼントにも最適です。
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「心の花束 ・ネックレス」(写真右・丸型ガラス）　

　各･･･1ml ￥5,000

・「太古の叡智 伽羅入り」
       (特製竹筒・桐箱ケース付き）…9ｍｌ　  ￥80,000

・「心の花束 伽羅入り」
       (特製竹筒・桐箱ケース付き）…9ｍｌ　￥100,000
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特別仕様

エッセンチアにて

　歴史上世界初の

　「伽羅」液体抽出に成功！！


