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集■“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。
　

●ブックレットCD/Aika

・「サウンド・セラピー」…¥３,０００
・「大和いにしえの響き」…¥２,５００

●ブックレットCD/Aika

・「サウンド・セラピー」…¥３,０００
・「大和いにしえの響き」…¥２,５００

●竹布
・「清布(すがしぬの）」
竹のガーゼショール

各…¥５,１８４
・「竹の5本指ソックス」

…¥１,４０４

●竹布
・「清布(すがしぬの）」
竹のガーゼショール

各…¥５,１８４
・「竹の5本指ソックス」

…¥１,４０４

　●まほろば
・「太古の叡智」ネックレス

・「心の花束」ネックレス　

　　各香水1ｍｌ入り…５,０００円

　　

　●まほろば
・「太古の叡智」ネックレス

・「心の花束」ネックレス　

　　各香水1ｍｌ入り…５,０００円

　　

　●まほろば
・「太古の叡智　
　　（Ancient Wisdom） 」

　　９mｌ…１５,６６０円

　　

　●まほろば
・「太古の叡智　
　　（Ancient Wisdom） 」

　　９mｌ…１５,６６０円

　　

　●まほろば
・「心の花束　
   （Floral Bouquet） 」

　９mｌ…１９,４４０円

　　

　●まほろば
・「心の花束　
   （Floral Bouquet） 」

　９mｌ…１９,４４０円

　　

聖なる香り

と共に。

●竹布
・「竹の腹巻」

各色…¥２,４８４

●竹布
・「竹の腹巻」

各色…¥２,４８４

●竹布

・「竹のアーム＆

　　　レッグウォーマ」

…¥２,７００

●竹布

・「竹のアーム＆

　　　レッグウォーマ」

…¥２,７００

●エッセンチア

・「ローズオイル」

30ml…¥６，９９０

●エッセンチア

・「ローズオイル」

30ml…¥６，９９０

●ツーバイツー

・ナチュラルレモンビスケット100ｇ…¥６４８
・ストロベリービスケット100ｇ…¥６４８

●ツーバイツー

・ナチュラルレモンビスケット100ｇ…¥６４８
・ストロベリービスケット100ｇ…¥６４８

●日食

・ウォーカーＯＧオートクランベリーオレンジﾞ

　150ｇ…¥８１０
・ウォーカーＯＧウイート＆オート

　150ｇ…¥７０２

●日食

・ウォーカーＯＧオートクランベリーオレンジﾞ

　150ｇ…¥８１０
・ウォーカーＯＧウイート＆オート

　150ｇ…¥７０２

●トマト畑

・「つぼみわん」
・「まるわん」
（ウルシ、ナツメキナリ）…

各¥２,２６８

●トマト畑

・「つぼみわん」
・「まるわん」
（ウルシ、ナツメキナリ）…

各¥２,２６８

まほろば

オリジナル

■プレゼントにピッタリ！！「香水ネックレス」

です。オシャレ＆聖なる香り（まほろばオリジナ

ル）ダブルで楽しめます。二つの香水には、聖書

に縁の深い「没薬」、「乳香」、「スパイクナル

ド」が入っています。「太古の叡智」は、樹木系5

種、根系2種、花系5種、柑橘系３種、香辛料1種の

16種類。

「心の花束」には、花系13種、柑橘系4種、ベース

が6種、計23種類。 

全て野生と有機栽培の天然香料。

■プレゼントにピッタリ！！「香水ネックレス」

です。オシャレ＆聖なる香り（まほろばオリジナ

ル）ダブルで楽しめます。二つの香水には、聖書

に縁の深い「没薬」、「乳香」、「スパイクナル

ド」が入っています。「太古の叡智」は、樹木系5

種、根系2種、花系5種、柑橘系３種、香辛料1種の

16種類。

「心の花束」には、花系13種、柑橘系4種、ベース

が6種、計23種類。 

全て野生と有機栽培の天然香料。

■生のまま瓶詰したワインです。

濁りや澱、微炭酸、そして体にや

さしい酵素も含まれ、通常のワイ

ンとは全く違った味わいを楽しむこ

とができます。

■生のまま瓶詰したワインです。

濁りや澱、微炭酸、そして体にや

さしい酵素も含まれ、通常のワイ

ンとは全く違った味わいを楽しむこ

とができます。

●井筒ワイン

「発酵生ワイン」ロゼ・白

各720ｍｌ…¥２,１１５

●井筒ワイン

「発酵生ワイン」ロゼ・白

各720ｍｌ…¥２,１１５

■チョコレートの中にチョコクリームが入ったフィリングタイプパッケー

ジもかわいくお揃いに。ギフトにもぴったりです。

■チョコレートの中にチョコクリームが入ったフィリングタイプパッケー

ジもかわいくお揃いに。ギフトにもぴったりです。

●グローバルヴィレッジ

・「FTチョコレー/ラム/プラリネ/カプチーノ」各…¥５９７
●グローバルヴィレッジ

・「FTチョコレー/ラム/プラリネ/カプチーノ」各…¥５９７

■たっぷりのバターと良質な原材料を使用し、職人の技術

により丁寧に焼き上げられたツーバイツービスケットは、

イソップ童話など、イギリスで子供たちに語られるお話を

もとにデザイン､子供にも大人にも人気。味は全部で５種

類あります。

■たっぷりのバターと良質な原材料を使用し、職人の技術

により丁寧に焼き上げられたツーバイツービスケットは、

イソップ童話など、イギリスで子供たちに語られるお話を

もとにデザイン､子供にも大人にも人気。味は全部で５種

類あります。

■ローズの花蕾からその成分を十分に抽出した

バラエキス、オリーブの実から抽出されたスク

ワランオイル、ローズの花びらから蒸留された

ローズオットーなどの厳選された原材料を使用

した大変貴重なオイルです。プレゼントにいか

がでしょうか。

■ローズの花蕾からその成分を十分に抽出した

バラエキス、オリーブの実から抽出されたスク

ワランオイル、ローズの花びらから蒸留された

ローズオットーなどの厳選された原材料を使用

した大変貴重なオイルです。プレゼントにいか

がでしょうか。

■外出でも自宅でも、電磁波対策をオシャレ感覚で

できます。

シンプルデザインで軽いのでだれにも合います。

携帯電話にもつけられるタイプもあります。

■外出でも自宅でも、電磁波対策をオシャレ感覚で

できます。

シンプルデザインで軽いのでだれにも合います。

携帯電話にもつけられるタイプもあります。

●松本　愛子

・528HZ「父なる子守詩」

　…２,５００円

●松本　愛子

・528HZ「父なる子守詩」

　…２,５００円

■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。

■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。

思いやりのプレゼント

■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。

■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。

●トータルヘルスﾃﾞｻﾞｲﾝ

・美波動「アンクレット25cm」…¥５,４００
・美波動「ペンダント」…¥５,４００
・美波動「携帯電話用」…¥１,９４４

●トータルヘルスﾃﾞｻﾞｲﾝ

・美波動「アンクレット25cm」…¥５,４００
・美波動「ペンダント」…¥５,４００
・美波動「携帯電話用」…¥１,９４４

■オーガニックコットンでも

シルクでもない、『竹布』の

もつ風合い・魅力は、竹繊維

でしか味わえないオリジナル

のもの。「優しい手触り」･･

･夏は涼しく、冬は暖かく、

天然の抗菌作用に優れる、不

思議な布『竹布』はプレゼン

トに最適！

■オーガニックコットンでも

シルクでもない、『竹布』の

もつ風合い・魅力は、竹繊維

でしか味わえないオリジナル

のもの。「優しい手触り」･･

･夏は涼しく、冬は暖かく、

天然の抗菌作用に優れる、不

思議な布『竹布』はプレゼン

トに最適！

■オーガニックコットンでも

シルクでもない、『竹布』の

もつ風合い・魅力は、竹繊維

でしか味わえないオリジナル

のもの。「優しい手触り」･･

･夏は涼しく、冬は暖かく、

天然の抗菌作用に優れる、不

思議な布『竹布』はプレゼン

トに最適！
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■毎日使うものだから、安全なものを大事につか

いTOMATO畑製品は、人体に無害な素材を厳選して

製品を作っています。そのため色付にも合成着色

料等を使用せず、天然物で色付しています。

■毎日使うものだから、安全なものを大事につか

いTOMATO畑製品は、人体に無害な素材を厳選して

製品を作っています。そのため色付にも合成着色

料等を使用せず、天然物で色付しています。

■サウンド・セラピストの歌声をプレゼントに。

・「サウンド･セラピー」（アメージング・グレース、ジュピター、スカ

ボロー・フェア、アヴェ・マリア、家路・・・等）

・「大和いにしえの響き」（あわの歌、さくら さくら、平城山、

荒城の月、宵待ち草、蘇州夜曲･･･等）

■サウンド・セラピストの歌声をプレゼントに。

・「サウンド･セラピー」（アメージング・グレース、ジュピター、スカ

ボロー・フェア、アヴェ・マリア、家路・・・等）

・「大和いにしえの響き」（あわの歌、さくら さくら、平城山、

荒城の月、宵待ち草、蘇州夜曲･･･等）
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