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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。
　

　●まほろば

・「心の花束　
     （リフィル/ケースなし） 」

　９mｌ…２４,０００円

　　

　●まほろば

・「心の花束　
     （リフィル/ケースなし） 」

　９mｌ…２４,０００円

　　

聖なる香り

と共に。

●ツーバイツー

・ナチュラルレモンビスケット100ｇ…¥７５６
・ストロベリービスケット100ｇ…¥７５６

●ツーバイツー

・ナチュラルレモンビスケット100ｇ…¥７５６
・ストロベリービスケット100ｇ…¥７５６

■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…¥７７８

●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…¥７７８

■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。

思いやりのプレゼント

●日食

・ウォーカー・ショートブレッド

アニマルシェイブ　175ｇ…¥７３４

●日食

・ウォーカー・ショートブレッド

アニマルシェイブ　175ｇ…¥７３４

　●まほろば
・「三五香全

（アナナイこうぜん）」　

…２,７００円

　　

　●まほろば
・「三五香全

（アナナイこうぜん）」　

…２,７００円

　　

■０-1テストにより選りすぐりの香木１５種類、ま

た液体の西洋物だけと思われていた乳香や没薬の

精石も加わって作られたお香です。柿渋染め手漉き

美濃和紙の香袋入り。

■全国から予約殺到の開運料理人が教える 奇跡を起

こす食の作法を教えてくれる本! 作るごとに悩みが消え

て、食べるごとに運が開ける！プレゼントに喜ばれます。

■全国から予約殺到の開運料理人が教える 奇跡を起

こす食の作法を教えてくれる本! 作るごとに悩みが消え

て、食べるごとに運が開ける！プレゼントに喜ばれます。

■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。

■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。

●エッセンチア

・「ローズオイル」

30ml…¥６，９９５

●エッセンチア

・「ローズオイル」

30ml…¥６，９９５

優秀

アルバム賞

受賞

■日本のシンガー＆ソング・ライターの草分けのひとりで、

その繊細な音楽世界、飾らない透明な歌声で、多くの人を

魅了している大貫妙子さん（まほろばへうげ味噌の原料

のお米は大貫さんの作っているお米です）一方、アルゼン

チン演奏家で世界的バンドネオン奏者の小松亮太さん。

尊敬しあう二人がジャンルを超えた上質の歌と音楽のCD

です。今年の第57回輝く！日本レコード大賞優秀アルバム

賞を獲得！！！

■日本のシンガー＆ソング・ライターの草分けのひとりで、

その繊細な音楽世界、飾らない透明な歌声で、多くの人を

魅了している大貫妙子さん（まほろばへうげ味噌の原料

のお米は大貫さんの作っているお米です）一方、アルゼン

チン演奏家で世界的バンドネオン奏者の小松亮太さん。

尊敬しあう二人がジャンルを超えた上質の歌と音楽のCD

です。今年の第57回輝く！日本レコード大賞優秀アルバム

賞を獲得！！！

●大貫妙子＆小松亮太
・「Tint(ティント）」

…¥３,０２４

●大貫妙子＆小松亮太
・「Tint(ティント）」

…¥３,０２４

　●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　
　　  （リフィル/ケースなし） 」

　　９mｌ…１８,０００円

　　

　●まほろば

・「太古の叡智　
　　  （リフィル/ケースなし） 」

　　９mｌ…１８,０００円

　　

Xma
sの

プレゼント

オススメ

商品

■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。動物

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。動物

の形が可愛い、ちょっとした贈り物に最適。
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●ゆにわ

・「開運ごはん」…¥１,２９６
・「神様ごはん」…¥１,２９６
・「きずなのごはん」…¥１,５１２

●ゆにわ

・「開運ごはん」…¥１,２９６
・「神様ごはん」…¥１,２９６
・「きずなのごはん」…¥１,５１２

●ASAFUKU

「麻福ゆったーり」５本指ソックス
きなり、黒、イエロー、ピンク各色(M/Lサイズ）

…¥１,２９６

●ASAFUKU

「麻福ゆったーり」５本指ソックス
きなり、黒、イエロー、ピンク各色(M/Lサイズ）

…¥１,２９６
■ヘンプ46％・綿38％入

った履き口ゆったりの5本

指ソックス。土踏まずと足

首にはサポート機能を設

け、ズレやたるみを防止。

ゆったりさらさらノンスト

レスの履き心地です。 

■素材・編み・履き心地にこだわり、足が疲れ

にくい圧力設計。エンバランス繊維を使用し

た靴下。ほどよい締めつけ感で、指先まで暖か

くて気持ちいいレギュラー丈。

■素材・編み・履き心地にこだわり、足が疲れ

にくい圧力設計。エンバランス繊維を使用し

た靴下。ほどよい締めつけ感で、指先まで暖か

くて気持ちいいレギュラー丈。

●エンバランス

「5本指ソックス　レギュラー」
ブラック・カーキ・レッド・イエロー

・ブルー・グレー・ピーチ(Mサイズのみ)

各色(M/Lサイズ）

…¥１,６２０

●エンバランス

「5本指ソックス　レギュラー」
ブラック・カーキ・レッド・イエロー

・ブルー・グレー・ピーチ(Mサイズのみ)

各色(M/Lサイズ）

…¥１,６２０

●TAKEFU

「竹の裏パイル５本指ソックス」

イエロー・カーキ各色(M/Lサイズ）…¥２,０５２
「竹の５本指ソックス」ブラック・グレー 

・グリーン各色(M/Lサイズ）…¥１,４０４

●TAKEFU

「竹の裏パイル５本指ソックス」

イエロー・カーキ各色(M/Lサイズ）…¥２,０５２
「竹の５本指ソックス」ブラック・グレー 

・グリーン各色(M/Lサイズ）…¥１,４０４

■竹繊維が持つ抗菌力は

そのままに。５本指は指が

脱げにくく、締め付けない

ソックス。パイルソックス

は厚地の冷え性の方にオ

ススメ温かソックスです。

■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

話用はペタっとつけられるタイプです。

■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

話用はペタっとつけられるタイプです。

●トータルヘルスﾃﾞｻﾞｲﾝ

・美波動「ブレスレット」

　　　　　　…¥４,５３６
・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「ブレスレット」

　　　　　　…¥４,５３６
・美波動「携帯電話用」

　　　　　　…¥１,９４４


