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ナ
チュラルチーズが入荷します！！ナ
チュラルチーズが入荷します！！

●森田 誠二 (著), 

　梁川 友世 (イラスト) 

・「インディアンの森」

…¥１,０２８

●森田 誠二 (著), 

　梁川 友世 (イラスト) 

・「インディアンの森」

…¥１,０２８

●トータルヘルスﾃﾞｻﾞｲﾝ

・電磁波ブロッカー
「MAX mini V」
マックス　ミニ

　　…¥５,１８４　

●トータルヘルスﾃﾞｻﾞｲﾝ

・電磁波ブロッカー
「MAX mini V」
マックス　ミニ

　　…¥５,１８４　●トータルヘルスﾃﾞｻﾞｲﾝ

・丸山式コイル
ブラックアイ

・２個入り

　…¥１,５４３
・6個入り

　…¥４,３２０ 

●トータルヘルスﾃﾞｻﾞｲﾝ

・丸山式コイル
ブラックアイ

・２個入り

　…¥１,５４３
・6個入り

　…¥４,３２０ 

■コイルと赤外線パワー！

体内に流れる微弱な生体電流

に働きかけるシールです。

■コイルと赤外線パワー！

体内に流れる微弱な生体電流

に働きかけるシールです。

■カシューナッツをベースに有

機コーヒーなど原料にこだわり、

サクッとした一口サイズに。

カシューナッツの香ばしさ、サク

ッとした食感に、コーヒーのほろ

苦さと香りが加わりました。

■カシューナッツをベースに有

機コーヒーなど原料にこだわり、

サクッとした一口サイズに。

カシューナッツの香ばしさ、サク

ッとした食感に、コーヒーのほろ

苦さと香りが加わりました。

●ムソー

・「有機コーヒーの
カシューナッツコロン」

  　　　　80ｇ…¥２８１

●ムソー

・「有機コーヒーの
カシューナッツコロン」

  　　　　80ｇ…¥２８１

■『自然食生活術』などの著書をもち、まほろば

ともご縁の深かった編集者、故・有岡真さんのお

嬢さん（出版社の営業をされています）からご紹

介の一冊。ご主人が挿画を描かれ、ネイティブア

メリカンに伝わる大切な教えを、やわらかな文章

とほのぼのとした挿絵で優しく伝えてくれます。

■『自然食生活術』などの著書をもち、まほろば

ともご縁の深かった編集者、故・有岡真さんのお

嬢さん（出版社の営業をされています）からご紹

介の一冊。ご主人が挿画を描かれ、ネイティブア

メリカンに伝わる大切な教えを、やわらかな文章

とほのぼのとした挿絵で優しく伝えてくれます。

■あなたの銀河観音さまを見つけてくだ

さい。

夢枕に突然現れた観音。それは輝く銀河

と共に、目の前にただ静かに佇んだという。

言葉を発せず見つめ合うことで「自分の

描く観音が世界の平和と人々の覚醒を祈

る銀河観音であると知らされました」。

■あなたの銀河観音さまを見つけてくだ

さい。

夢枕に突然現れた観音。それは輝く銀河

と共に、目の前にただ静かに佇んだという。

言葉を発せず見つめ合うことで「自分の

描く観音が世界の平和と人々の覚醒を祈

る銀河観音であると知らされました」。

●高杉　嵯知

・「奇跡の銀河観音」

　　…¥１,４０４

●高杉　嵯知

・「奇跡の銀河観音」

　　…¥１,４０４

●ムソー

・「平飼い鶏の
有精卵タルタルソース」

155ｇ…¥５９４

●ムソー

・「平飼い鶏の
有精卵タルタルソース」

155ｇ…¥５９４
■国産きゅうりと淡路島産玉ねぎ、

2種のピクルス入り。化学調味料は

もちろん、酵母エキスも不使用！

2種のピクルスたっぷりでさわやかな風味

なので、白身魚や海老のフライにぴったり。

蒸し野菜、サラダ、サンドイッチにも。パンに

塗ってオーブントースターで焼いても。

■国産きゅうりと淡路島産玉ねぎ、

2種のピクルス入り。化学調味料は

もちろん、酵母エキスも不使用！

2種のピクルスたっぷりでさわやかな風味

なので、白身魚や海老のフライにぴったり。

蒸し野菜、サラダ、サンドイッチにも。パンに

塗ってオーブントースターで焼いても。

●ムソー

・「有機バージン
　　ココナッツオイル」

　185ｇ…¥１,０２６

●ムソー

・「有機バージン
　　ココナッツオイル」

　185ｇ…¥１,０２６

●ムソー

・「有機黒煮豆」

125ｇ…¥４１０

●ムソー

・「有機黒煮豆」

125ｇ…¥４１０

■ブッダバンクの2017カレンダー「無垢の肖像」は、

今、２F・まほろばビューティで、カットの匠として活

躍中の伊勢祥延さんの作。

「募金は「仏陀バンク（小規模融資）」の運営に使わせ

ていただきます。バングラデッシュで確実に歩みを進

めている「仏陀バンク」プロジェクト、皆様の慈悲の

心が貧困からの脱却を進めています。皆様からお預か

りした募金は、確実に現地にお届けします。ご協力感

謝いたします。　四方僧迦代表　上川泰憲」

■ブッダバンクの2017カレンダー「無垢の肖像」は、

今、２F・まほろばビューティで、カットの匠として活

躍中の伊勢祥延さんの作。

「募金は「仏陀バンク（小規模融資）」の運営に使わせ

ていただきます。バングラデッシュで確実に歩みを進

めている「仏陀バンク」プロジェクト、皆様の慈悲の

心が貧困からの脱却を進めています。皆様からお預か

りした募金は、確実に現地にお届けします。ご協力感

謝いたします。　四方僧迦代表　上川泰憲」

全て税込み価格です。全て税込み価格です。

●ムソー

・「有機蒸しひよこ豆」

85ｇ…¥２７０
・「３色の蒸しキヌア」

60ｇ…¥２７０
・「有機ミックスビーンズ」

85ｇ…¥２７０

●ムソー

・「有機蒸しひよこ豆」

85ｇ…¥２７０
・「３色の蒸しキヌア」

60ｇ…¥２７０
・「有機ミックスビーンズ」

85ｇ…¥２７０

①青かびタイプ：ゴルゴンゾラ・ピカンテ

　　　　　　　　　　　・・・・（イタリア・１００ｇ当たり）\７４８
②白カビタイプ：ブリー・ロイヤル

　　　　　　　　　　　・・・・（フランス・１００ｇ当たり）\６３３
③ハードタイプ：オールド・アムステルダム

　　　　　　　　　　　・・・・（オランダ・１００ｇ当たり）\８０６
④ハードタイプ：アマルトゥーラ山羊乳

                             ・・・・（オランダ・１００ｇ当たり）\９５０
⑤ハードタイプ：パルミジャーノ・レッジャーノ

　　　　　　　　　　　・・・・（イタリア・１００ｇ当たり）\７６４
⑥フレッシュﾀｲﾌﾟ：水牛乳のモッツァレラ

　　　　　　　　　　　　　　・・・・（イタリア・２粒入り）\８３５

①青かびタイプ：ゴルゴンゾラ・ピカンテ

　　　　　　　　　　　・・・・（イタリア・１００ｇ当たり）\７４８
②白カビタイプ：ブリー・ロイヤル

　　　　　　　　　　　・・・・（フランス・１００ｇ当たり）\６３３
③ハードタイプ：オールド・アムステルダム

　　　　　　　　　　　・・・・（オランダ・１００ｇ当たり）\８０６
④ハードタイプ：アマルトゥーラ山羊乳

                             ・・・・（オランダ・１００ｇ当たり）\９５０
⑤ハードタイプ：パルミジャーノ・レッジャーノ

　　　　　　　　　　　・・・・（イタリア・１００ｇ当たり）\７６４
⑥フレッシュﾀｲﾌﾟ：水牛乳のモッツァレラ

　　　　　　　　　　　　　　・・・・（イタリア・２粒入り）\８３５

●仏陀バンク・プロジェクト

・２０１７カレンダー

「無垢の肖像」…一部¥５００

●仏陀バンク・プロジェクト

・２０１７カレンダー

「無垢の肖像」…一部¥５００

リニュ
ーアルしました！！

リニュ
ーアルしました！！

●正木　高志

・「生命平和」

…¥１０８

●正木　高志

・「生命平和」

…¥１０８

●トータルヘルスﾃﾞｻﾞｲﾝ

・電磁波ブロッカー
「MAX mini α」
マックス　ミニ

　　…¥２,９１６

●トータルヘルスﾃﾞｻﾞｲﾝ

・電磁波ブロッカー
「MAX mini α」
マックス　ミニ

　　…¥２,９１６

■『花鳥村農園（旧アンナプル

ナ農園）の正木高志さん最新

刊。昨年出版された『empty sky』

に加筆修正を加え、新たな視

点から書き下ろした一冊です。

混迷の世界や日本を生命の視

点で眺め、根本的な解決策を

提示してくれています。おそらく

赤字の定価108円！！

■『花鳥村農園（旧アンナプル

ナ農園）の正木高志さん最新

刊。昨年出版された『empty sky』

に加筆修正を加え、新たな視

点から書き下ろした一冊です。

混迷の世界や日本を生命の視

点で眺め、根本的な解決策を

提示してくれています。おそらく

赤字の定価108円！！

■有害電磁波マイクロ波の緩和に。

MAXmini」は丸山式コイルの技術を生かして

生まれました。パソコン、携帯電話、スマート

フォンから発する電磁波やマイクロ波などを

軽減！気になる機器に貼り付けるだけ.

■有害電磁波マイクロ波の緩和に。

MAXmini」は丸山式コイルの技術を生かして

生まれました。パソコン、携帯電話、スマート

フォンから発する電磁波やマイクロ波などを

軽減！気になる機器に貼り付けるだけ.

■５種の有機豆をミックスした、彩り鮮

やかな蒸し豆です。おいしさとうまみ、栄

養をそのままぎゅっと閉じ込めた蒸し豆

はサラダにぴったりです。水洗い不要。

■５種の有機豆をミックスした、彩り鮮

やかな蒸し豆です。おいしさとうまみ、栄

養をそのままぎゅっと閉じ込めた蒸し豆

はサラダにぴったりです。水洗い不要。

■安心な有機ひよこ豆のお

いしさと栄養をそのままギ

ュッと閉じ込めた、旨みの強

い蒸しひよこ豆です。

■安心な有機ひよこ豆のお

いしさと栄養をそのままギ

ュッと閉じ込めた、旨みの強

い蒸しひよこ豆です。

■スーパーフードの有機栽

培キヌアを彩り鮮やかに3色

（白・赤・黒）ミックスし、蒸し

てやわらかく仕上げました。

■スーパーフードの有機栽

培キヌアを彩り鮮やかに3色

（白・赤・黒）ミックスし、蒸し

てやわらかく仕上げました。

●まほろばでは普段、

道産チーズを扱ってお

りますが、今回、再び本

場ヨーロッパのナチュ

ラルチーズの取扱いを

始めました！冷蔵空輸で

輸入され徹底した品質

管理のもと、まほろばに

入荷します。本場の味

の格の違いに驚かれる

ことでしょう。ギフトと

してもおススメいたし

ます。

チーズ担当：斉藤　恭兵

●まほろばでは普段、

道産チーズを扱ってお

りますが、今回、再び本

場ヨーロッパのナチュ

ラルチーズの取扱いを

始めました！冷蔵空輸で

輸入され徹底した品質

管理のもと、まほろばに

入荷します。本場の味

の格の違いに驚かれる

ことでしょう。ギフトと

してもおススメいたし

ます。

チーズ担当：斉藤　恭兵


