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雑 貨

代表挨拶
もっと、
ほんとうの意味で人間を豊かにしたい

このたびは弊社の商品にご関心をお寄せいただきましたことを、
まずは心より御礼申し上げます。

弊社は、
１９９９年に京都太秦（うずまさ）
で産声をあげました。太秦にある創業の地は、京都で
もっとも古い寺院、太秦広隆寺の門前にあります。
この寺は聖徳太子ゆかりの寺であり、
さらには
国宝・弥勒菩薩像が鎮座される特別な場所となっていて、全国からやすらぎを求める多くの方に
愛される聖地でもあります。
このような希有の土地で、
こころにも、からだにも、
そして魂にもやさしい
品をひとりでも多くの方にお届けしようと始めたのが弊社創業の志でした。

真に人にやさしいことは、
自然界にもできるだけ負荷をかけないことと同義です。私たちの命は
母なる自然によって育まれ、
そしてより高い意識をもった人間として成長することが期待されている
わけですが、残念なことに大量消費、大量破棄の時代にはこのような精神は経済第一主義に
埋もれてしまいました。
その結果が福島第一原発の事故であり、極度の個人主義であり、
あらゆる
ことに対しての無関心の蔓延です。本来、
日本人は自然を尊び、
自然に生かされているというこころ
をあまねく大切にし、他者を敬う素晴らしい精神のもとに生きてきました。失われた大切なこころは
日本の良心的な生産者をはじめ、世界中から日本に逆輸入され、
またその息吹を吹き返そうと
していると信じたいと思っています。

弊社は、
そのための仲介役となるべく事業活動をしており、本カタログはその断片でもあります。
どうぞ、ぜひ善良なるありようのパートナーとして、
あなたさまと共に歩みたいという私の意識を
お受け取りください。

プレマ株式会社
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エコロジー
雑貨

Folia
（フォーリア）

使い心地抜群。
ふんわりやわらかな香りに癒される、
オーガニック洗剤
イタリア東海岸にあるビーチリゾート、
セニガッリア。

ここで、
オーガニック洗剤フォーリアは作られます。
こだわったのは、原材料はもちろん、

使い勝手のよさと心地よい香りを兼ねそろえた洗剤。

一番人気の食器洗い用は、少量でもこもこの泡が立ち、
油汚れもすっきり落ちて、
とってもらくちん。

オーガニック精油由来の上品でやさしい香りが、
いつものハウスワークを楽しくサポートします。

03

フォーリア 洗濯用
オーガニックラベンダー精油のすがすがしい香り
水にとけて使いやすい、オーガニックラベンダー精油の
すがすがしい香りの洗濯用洗剤です。

1000ml

¥1,280

品番

2000ml

¥1,980

品番

サイズ：胴径（330）×高さ
（240）㎜

サイズ：胴径（410）×高さ
（290）㎜

MG0997

重量：1110g

JAN：4580174450215

MG9033

重量：2165g

JAN：4580174452998

生産国：イタリア

界面活性剤（14.12％ 純石けん成分[脂肪酸カリウム]、
ラウリル硫酸ナトリウム、
ラウリル/
ミリスチルグルコシド、
カプリリル/カプリルグルコシド、エチルヘキシル・イミノジプロピ
オネート・2ナトリウム、
コカミドプロピルベタイン、脂肪酸アミドプロピルベタイン）、安定
剤、金属イオン封鎖剤、香料、酵素

フォーリア 食器洗い用
オーガニックレモン精油のみずみずしい香り
ぬめりが残らずさっぱり仕上がります。

500ml

¥680

品番

サイズ：胴径（270）×高さ
（280）㎜

1000ml

¥980

重量：565g

品番

MG9034

サイズ：胴径（270）×高さ
（280）㎜

MG0998

重量：1115g

JAN：4580174450222

JAN：4580174453001

界面活性剤（12.6％ ラウリル硫酸アンモニウム、
ラウリル/ミリスチルグルコシド、脂肪酸
アミドプロピルベタイン、
コカミドプロピルベタイン）、安定剤、防腐剤、香料

生産国：イタリア

食器洗い用500ml専用 ポンプノズル
（別売）
食器洗い用500ml専用の別売りポンプノズルです。

1本

¥93

品番

00700869

サイズ：ポンプ幅（50）×高さ
（225）㎜
重量：15g JAN：4580174450277
生産国：イタリア

フォーリア 食器洗浄機用
オーガニックミント＆ユーカリ精油のさわやかな香り
液体状の食器洗浄機用洗剤です。

500ml

¥880

品番

1000ml

¥1,280

品番

サイズ：胴径（230）×高さ
（215）㎜

サイズ：胴径（270）×高さ
（280）㎜

MG1000

重量：710g

JAN：4580174450246

MG9036

重量：1405g

JAN：4580174453025

界面活性剤（1.73％、エチルヘキシル･イミノジプロピオネート･2ナトリウム、
ラウリル/ミリ
スチルグルコシド）、
アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、溶剤、酵素、香料

生産国：イタリア
※業務用サイズ、10㎏、25㎏もございますのでお問い合わせ下さい。
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フォーリア 水回り用
オーガニックシトラス＆レモン精油のフルーティーな香り
フルーティーなシトラス＆レモンの香りで水回りの床や
タイル面をお掃除。

500ml（スプレー付き） ¥780

品番

サイズ：胴径（230）×高さ
（243）㎜

重量：570g

¥1,280

1000ml

サイズ：胴径（270）×高さ
（280）㎜

品番

重量：1095g

MG0999

JAN：4580174450239
MG9035

JAN：4580174453018

界面活性剤（3.81％、
カプリリル/カプリルグルコシド）、溶剤、金属イオン封鎖剤、防腐剤、
香料

生産国：イタリア

フォーリア 住まい用マルチタイプ
オーガニックミント＆ユーカリ精油のさわやかな香り
台所や洗面所、浴室浴槽など、住まいのお掃除に幅広く
ご使用いただけます。

500ml（スプレー付き） ¥780

品番

サイズ：胴径（230）×高さ
（243）㎜

重量：575g

¥1,280

1000ml

サイズ：胴径（270）×高さ
（280）㎜

品番

重量：1080g

MG1001

JAN：4580174450253
MG9037

JAN：4580174453032

界面活性剤（2.86％、
カプリリル/カプリルグルコシド）、溶剤、金属イオン封鎖剤、漂白剤、
香料

生産国：イタリア

フォーリア おしゃれ着用

センセ ベビー肌用洗濯洗剤

フォーリアにおしゃれ着用洗剤が登場！
オーガニックラベンダー精油の香りが
やさしいおしゃれ着用洗剤です。

デリケートなお肌を守る洗濯洗剤
赤ちゃんの衣類やデリケートな肌に触れる
衣服をやさしく洗い上げる洗濯洗剤です。

1000ml

¥1,380

品番

MG9069

¥1,480

品番

MG9071

サイズ：胴径（330）×高さ
（240）㎜ 生産国：イタリア
重量：1110g JAN：4580174453148

サイズ：胴径（330）
×高さ
（240）㎜ 生産国：イタリア
重量：1110g JAN：4580174453162

界面活性剤（14.1％、純石けん成分[脂肪酸カリウム]、
ラウリル/ミリスチルグルコシド、
カプ
リリル/カプリルグルコシド、
ラウリル硫酸ナトリウム、エチルヘキシル2ナトリウム・イミノ
ジプロピオネート、
コカミドプロピルベタイン、脂肪酸アミドプロピルベタイン）安定剤、金
属イオン封鎖剤、香料、柔軟剤、防腐剤

界面活性剤（17.83％、純石けん成分[脂肪酸カリウム]、
ラウリル/ミリスチルグルコシド、
カ
プリリル/カプリルグルコシド、
コカミドプロピルベタイン、脂肪酸アミドプロピルベタイ
ン）、安定剤、金属イオン封鎖剤、防腐剤、香料

フォーリア 柔軟剤パウダータイプ
オーガニックラベンダー精油の
すがすがしい香り
粘土鉱物の一種ベントナイトを主成分とした、
ミネラル柔軟剤です。ベントナイトが繊維のす
き間に入り込み、膨らむことですき間を広げ、
衣類をふわふわにします。

650g

¥1,280

品番

00100810

サイズ：胴径（85）×高さ
（115）
㎜ 生産国：イタリア
重量：725g JAN：4580174450260
無機塩、ベントナイト、PH調整剤、香料

※業務用サイズ、10㎏、25㎏もございますのでお問い合わせ下さい。
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1000ml

マザータッチ
せっけんでも、洗剤でもない、21世紀型の
「洗えば洗うほど地球にやさしい」
そんな夢のような
「安全洗濯用・台所用ミネラル水」
です。
母なる地球を美しくする働き

汚れを含んだマザータッチの排水は、

川や海に流れていろいろな有用微生物（浄化善玉菌）
のえさになります。

このときのえさはミネラルが大きく影響して

川や池にいる浄化菌を活性して水をきれいにいたします。

マザータッチ 洗濯用

No.1500

本品は洗濯用ですが、
せっけんや合成洗剤は一切使用しておりません。
成分はミネラル（スメクタイト、
トルマリン、備長炭など）ハーブ液（天然
青森ヒバのエキス）、そしてEM発酵物質です。泡は全く立ちません。
すすぎは最低1回以上してください。海水、温泉水、井戸水などの硬水
でも洗えます。
液性：弱酸性／用途：毛、綿、合成繊維用／標準使用量：3000倍に薄め
て使用して下さい。
（45lの洗濯水/15ml）

1000ml

¥2,000

品番

5000ml

¥8,500

品番

サイズ：縦90×横71×高さ270㎜

1410

重量：1100g

サイズ：縦200×横120×高さ280㎜

JAN：4964433150014

1411

重量：5265g

JAN：4964433850013

生産国：日本
ミネラル水（スメクタイト、
トルマリン、備長炭）、ハーブエキス
（青森ヒバエキス、
オレンジエキ
ス）、海藻エキス、大豆レシチン、EM発酵物質

マザータッチ 洗濯用

No.2200

強化タイプ

洗浄・抗菌・柔軟・保湿（抗かゆみ）強化タイプ
マザータッチの洗浄・抗菌・柔軟・保湿（抗かゆみ）強化タイプです。
マザータッチは洗濯用・キッチン用として販売いたしておりますが、本
来は機能性飲料水として開発されたものです。
液性：弱酸性／用途：毛、綿、合成繊維用／標準使用量：3000倍に薄め
て使用して下さい。
（45lの洗濯水/15ml）

1000ml

¥2,200

品番

5000ml

¥10,000

品番

サイズ：縦90×横71×高さ270㎜

1414

重量：1100g

サイズ：縦200×横120×高さ280㎜

JAN：4964433200016

1414.3

重量：5265g

JAN：4964433100019

生産国：日本
ミネラル水（スメクタイト、
トルマリン、備長炭）、ハーブエキス
（青森ヒバエキス、
オレンジエキ
ス）、海藻エキス、大豆レシチン、EM発酵物質
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マザータッチ キッチン用
マザータッチのキッチンタイプです。
洗濯用に比べ若干のぬめり感があり、台所での使用がしやすくなって
います。油分も包み込み、はがします。やはり泡はほとんど立ちません。
食器洗浄機に使用すると合成洗剤やせっけん顔負けの汚れ落ちと爽
快感。
プロの厨房にも大手業務洗剤メーカーが推奨し、商品としての導
入がはじまりました。
食器洗いに、または野菜の農薬問題に、手荒れなど敏感肌の方の対
策、配水管の保全にぜひご利用下さい。
液性：弱酸性／用途：野菜、果物、食器、調理器具用／標準使用量：取扱
説明をお読み下さい。

500ml

¥1,200

品番

5000ml

¥10,000

品番

サイズ：縦65×横65×高さ200㎜

1412

重量：540g

サイズ：縦200×横120×高さ280㎜

JAN：4964433150021

1413

重量：5265g

JAN：4964433100002

生産国：日本
ミネラル水（スメクタイト、
トルマリン、備長炭）、ハーブエキス
（青森ヒバエキス、
オレンジエキ
ス）、海藻エキス、大豆レシチン、EM発酵物質
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ガール石けん
ローレル＋オリーブオイルだけで作った
こだわりの
「ガール石鹸」
絞りたてのオイルをすぐに石鹸にすることで、

オイルの酸化度がさらに低くなり香りもソフトに仕上がりました。

ますます高品質になったガール石鹸は、

日本人の好みにあった優しい使用感のスペシャルグレードです。

ガール石けん プレミアム

ガール石けん ノーマル

一 番 絞りのエキストラバージンオ
リーブオイルとローレルオイルで作
りました。オイルの持つ美容成分が
お肌を健やかに保ちます。顔や体は
もちろんシャンプーとしてもお使い
いただけます。

1000年前から変わらぬ製法で守り
続 けられてきた オリーブ オイル 、
ローレルオイルが主原料のガール
石けん。お肌に負担をかけず、さっ
ぱり仕上がります。バスタイムの他に
キッチンやお洗濯にも。

190g
品番

¥1,200
00700639

200g
品番

¥800
00700638

サイズ：80×56×45㎜ 生産国：トルコ
重量：190g JAN：4560193695163

サイズ：65×65×45㎜ 生産国：トルコ
重量：210g JAN：4560193691288

エキストラバージンオリーブオイル、
ローレルオイル、水、水酸化Na

オリーブオイル、
ローレルオイル、水、水酸化Na
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紀州備長炭と紀州備長炭木酢液
紀州備長炭そのものと、
最高のエネルギーを誇る
弊社の看板商品「最高級木酢液」
紀州備長炭そのものと、紀州備長炭木酢液、

オリジナル竹炭竹酢液をずらっと公開！

最高級木酢液
純古式製法の木酢液です。
一切の化学処理・人為的処理は施しておりま
せん。
半年以上熟成させて、
静置沈殿分離による精製を行っています。

¥1,000

500ml

4

品番

サイズ：75×75×180㎜

重量：775g

JAN：3188000000040

ガラス容器も木酢液販売の世界では流通させにくいと避けてこられた
現状で、勇気をもって提案したい遮光性薬瓶タイプです。紫外線をカッ
トし、安定した保存が可能です。
［遮光性薬瓶使用］500ml
品番

¥1,000

500ml

［遮光性薬瓶使用］500ml

2000ml

20ℓ

4.2

サイズ：75×75×180㎜

重量：775g

JAN：3188800000424

お得な大容量サイズ。たっぷり使いたい方におすすめです。

¥3,000

2000ml

5

品番

サイズ：100×87×300㎜

JAN：3188000000057

¥15,000

20L
品番

重量：2450g

5.1

サイズ：30×30×28㎝

重量：20.8kg

JAN：3188158000510

生産国：日本
【ご注意】
備長炭・木酢液は共に食品添加物・医薬品ではありませんので、燃料用途以外・植物への500倍
以下での散布以外のご使用をなさる場合は、お客様のご判断と責任においてご使用下さい。
当方はその責を一切負いかねます。

ガラス瓶のスプレー容器
木酢液に最適なスプレーです。
ミストは非常に細かく、気持ちよく木酢
液の世界が楽しめます。バッグの中に入れるのにも最適のサイズで手
になじむフォルムです。

30ml

¥380

サイズ：35×35×105㎜
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品番

4.6

生産国：イタリア 重量：80g

JAN：3188153600463

新・完全蒸留竹酢液
竹酢液を蒸留してあります。普通では手に入らない製品です。90%以上
が水で残りの数%～10%程度が有機酸を中心とする有機化合物です。
主成分は「酢酸」
です。
その他、
アルコール類、
フェノール類、
アルデヒド
類など200種類もの熱分解生成物が含まれているといわれています。
春のムズムズ不快な季節にもぴったり。弊社スタッフはスプレー容器
に常備して持ち歩いて快適な春を過ごしています。

¥3,600

500ml
品番

1420

JAN：3188000014207

最高級竹酢液・原液
竹炭を焼く際に採取した竹酢液の原液を1年以上竹炭を漬け込んで静
置分離してあります。
これも普通には流通しておりません。他の竹酢液
を試された方に是非使用感比較をしていただきたいと思います。量産
が目的ではない最高品質の竹酢液です。

¥2,100

500ml
品番

1422

JAN：4562123390100

サイズ：75×75×180㎜

重量：775g

生産国：日本

紀州備長炭 お風呂用
使いやすいように洗浄済みです。他の窯の物と耐久・使用感がまったく
違います。お風呂に入れると塩素を取り良く温まります。肌の弱い方・冷
える方に特にお奨めします。
半年は有効です。

1kg（ネット付き）
品番

¥2,500

6

生産国：日本

JAN：3188000000064

紀州備長炭 ご飯用
すぐ使えるように洗浄済み。他の釡のものと全く違う耐久性と効果。
ご
飯に入れて炊くとふっくらおいしく。保温次入れておくと酸化せず黄ば
みません。
ミネラルで健康ご飯に変身！

2本入
品番

生産国：日本

¥500
7

JAN：3188000000071
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らくなちゅらるウールボール
乾燥機にぽーんぽんと入れるだけ。
ピュアウール100％のナチュラル仕上げ
ネパールの工房で100％ウールのボールをオリジナル生産しました。

洗濯物はふんわり、仕上がりも早く、電気の無駄すらも抑えてくれるのです。

らくなちゅらるウールボール
ひつじの毛玉が、ふんわり、ふわわ～！ネパールのひつじが、かわ
いーく姿を変えてお手伝い？! 100％ピュアウールの手づくりウール
ボールが届きました。ぽーんぽーんと入れるだけで、ふんわりふわ
わ～。
とっても簡単！ふわふわが気持ちいい、
ケミカルフリーな可愛
いツールが海を越えてやってきました。
らくちんで気持ちいい。
らく
なちゅらるなウールボールです。
（直径：約80mm）
6個入り
品番

¥4,800

00100194

サイズ：170×85×250㎜ 生産国：ネパール
重量：565g JAN：4562123395754

【ご使用方法】
衣類乾燥機に洗濯物と一緒にウールボールを入れ、稼働させます。容量6kgあたりに4個
を目安にご使用ください。
※ご使用の機種や洗濯物の量によって、使用個数を調整してください。
※全自動洗濯乾燥機をご使用の場合は、乾燥コースを選択しウールボールを投入してく
ださい。
（お洗濯時に投入するとウールボールが水を含み乾燥に時間がかかります。乾燥
時のみのご使用をお願いいたします。）
注意事項:香りの強い柔軟剤・仕上げ剤などは使用をお控えください。
ウールボールに香り
が移ることがあります。
使用するうちにウールボールが毛羽立ってくることがありますが、品質に問題はありませ
ん。
ウールボールは手づくりですので、形がひとつずつ異なります。
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masmi

お産後のママにも、
デリケートな時期の女性にも、

ふんわりやさしいオーガニックコットンを100％使用した
お産用パッドやパンティライナーが新登場。

コットンはやわらかな肌触りで、
赤ちゃんにもお使いいただけます。

オーガニックコットン
立体フィット パンティーライナー

オーガニックコットン
超薄型パンティーライナー
（個包装）

オーガニックコットンを100％使用。やわら
かい肌触りが特長です。香料・超吸収剤・塩
素系漂白剤不使用で、敏感肌の方にもおす
すめです。

オーガニックコットンを100％使用。やわら
かい肌触りが特長です。香料・超吸収剤・塩
素系漂白剤不使用で、敏感肌の方にもおす
すめです。

30枚入り

¥600

品番

00101052

24枚入り

¥700

品番

00101053

サイズ：95×70×150㎜ 生産国：スペイン
重量：115g JAN：4573357391856

サイズ：100×70×68㎜ 生産国：スペイン
重量：80g JAN：4573357391863

オーガニックコットン

オーガニックコットン

ピュアコットン 2 in 1
高吸収パンティーライナー
&ウルトラパッド

オーガニックコットンの
コスメコットン ラウンド
（丸型）

ピュアコットンを100％使用。
やわらかい肌触
りが特長です。香料・超吸収剤・塩素系漂白
剤不使用で、
敏感肌の方にもおすすめです。

24枚入り

¥800

品番

00101054

オーガニックコットンを100％使用。お肌の
お手入れやメイク落としに。赤ちゃんのお
肌のお手入れやお尻ふきにもお使いいた
だけます。

80枚入り

¥500

品番

00101055

サイズ：80×77×210㎜ 生産国：スペイン
重量：123g JAN：4573357391870

サイズ：55×55×275㎜ 生産国：スペイン
重量：47g JAN：4573357391887

ピュアコットン

オーガニックコットン

オーガニックコットンの
コスメコットン スクエア
（角形）

オーガニックコットン
お産パッド

オーガニックコットンを100％使用。お肌の
お手入れやメイク落としに。赤ちゃんのお
肌のお手入れやお尻ふきにもお使いいた
だけます。

オーガニックコットンを100％使用。吸水体
のコットンを不織布で包んでいるため、肌
触りもやさしく快適です。粘着性のテープ
付きで、ずれにくくなっています。

60枚入り

¥700

品番

00101058

10枚入り

¥1,000

品番

00101056

サイズ：100×85×240㎜ 生産国：スペイン
重量：131g JAN：4573357391917

サイズ：140×95×290㎜ 生産国：スペイン
重量：263g JAN：4573357391894

オーガニックコットン

オーガニックコットン

オーガニックコットン
母乳パッド
オーガニックコットンを100％使用。保湿力
が高く、乳首のひび割れを防ぎながら、母
乳をやさしく吸収してくれます。粘着性の
テープ付きで、
ずれにくくなっています。

30枚入り

¥1,000

品番

00101057

サイズ：102×102×163㎜ 生産国：スペイン
重量：131g JAN：4573357391900
オーガニックコットン
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コーボルト

吸引力より高集塵、爽やか、
アップライト型掃除機
圧倒的なハウスダスト除去能力、
あらゆる状況に応じた汎用性、

家電製品でありながら世代を超えていくことができる耐久性とメンテナンス性…。

どれをとっても史上最強の掃除機と自信をもっておすすめできます。

コーボルトVK140
掃除機はどれでも同じと思われていませんか？
圧倒的なハウスダスト除去能力、
あらゆる状況に応じた汎用性、家電製品
でありながら世代を超えていくことができる耐久性とメンテナンス性…
どれをとっても史上最強の掃除機と自信をもっておすすめできます。
PM2.5をはじめとする環境汚染、高い機密性ゆえに引き起こされる家庭
内微生物の過剰な繁殖等々、新しい課題が突きつけられている今だから
こそ、
ドイツで愛され続けてきたコーボルトの知見とメカニカルな技術
力、
そしてサステイナビリティを目指す姿勢そのものを、掃除機に載せて
お届けいたします。

コーボルトVK140-SKPBHS

ハードフロア用

【セット内容】
○VK140本体 プレミアムフィルター1個付
○フィルターバック
（6枚入）

※標準設定としてセット内容に含まれています。

○電源コード・ドビーナ
（6個入）
○パワーノズルHD40
○パワーボーイPB420
○アクセサリー一式
パワーホース／延長パイプ／ソフトノズル／
すきまノズル／ラジエーターブラシ／ショルダーストラップ

¥113,000

品番

00900004

JAN：4580414141156

コーボルトVK140-PBHS カーペット用
【セット内容】
○VK140本体 プレミアムフィルター1個付
○フィルターバック
（6枚入）

※標準設定としてセット内容に含まれています。

○電源コード・ドビーナ
（6個入）
○パワーノズルHB360 寝具用ブラシ付
○パワーボーイPB420
○アクセサリー一式
パワーホース／延長パイプ／ソフトノズル／
すきまノズル／ラジエーターブラシ／ショルダーストラップ

¥166,000

品番

00900005

JAN：4580414141125

サイズ：
［本体寸法］W303×D238×H1185～825㎜
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ハードフロア用

生産国：ドイツ 重量：3.0kg（本体のみ）

カーペット用

自然食器具・
食器

Nature’sDesign（ネイチャーズデザイン）

水や飲み物が本来の力を取り戻す、
美しいグラスウェアシリーズ
音楽家であり建築家でもある、
オーストリア人のトーマス・チョチョラ氏が
設計したグラスウェアシリーズです。

Nature’sDesign特有の丸みを帯びた美しいデザインは、
自然界に存在

する音のリズムを、
目に見えるかたちで表現した、
オリジナルの形状です。

この形状によって生まれる目に見えない波により、水や飲み物が活性化

し、本来の力を取り戻し、風味を整えまろやかにしてくれます。
また、周辺

の環境にも働きかけるため、部屋のインテリアや就寝時に枕元に置くの

もおすすめしています。

※グラスウェアの形状により生まれる目に見えない波で飲み物を活性するため、
どれを選ん
でいただいても
（フラワーオブライフあり・なし）飲み物の変化に変わりはありません。
フラ
ワーオブライフのモチーフは、活性化した飲み物のさらにエネルギーをプラスします。
※水だけではなく、
ジュースやお茶、
コーヒー、
ワイン、
ビールなど、水分に働きかける設計に
なっているため、飲み物各種にお使いいただけます。

♦ゴールデン：

金色に輝くフラワー・オブ・ライフには、様々な
ダメージに対するパワーを安定させる効果が
あります。
（24金）

♦ハッピー：

小さな子どもたちにも人気のカラフルな色あ
いが、
よりポジティブで爽快な毎日の暮らしを
サポートします。日頃気持ちが沈みがちな傾
向の方々にもおすすめです。

♦ホワイト：

シンプルなものをお好みの方にも、
フラワー・
オブ・ライフの強力なパワーを実感いただけ
ます。

♦グレー：

輝くフラワー・オブ・ライフには、
自分自身を感
じ・愛する心を活性化する効果があります。

14

カラフェ／ピッチャー／ボトル

ガリレオ カラフェ
（パワーストーン用）
1300ml
品番

¥9,800

00100175

サイズ：
（高さ）215×（底径）170㎜
生産国：ポルトガル
【ハンドメイド】
※付属品にパワーストーンは含まれません。
重量：700g JAN：4562123394757

ウォーターピッチャー CADUS
（フラワーオブライフ）
1000ml
品番

¥8,400

00100176

サイズ：
（高さ）215×（底径）110㎜
生産国：ポルトガル
【ハンドメイド】
仕様：フラワーオブライフ ホワイト
重量：700g JAN：4562123394764

ウォーターピッチャー CADUS
（パワーストーン用）
1000ml
品番

¥8,400

00100177

サイズ：
（高さ）215×（底径）110㎜
生産国：ポルトガル
【ハンドメイド】
※付属品にパワーストーンは含まれません。
重量：700g JAN：4562123394771

THANK YOU
100％ナチュラルボトル To Go Hot

THANK YOU
100％ナチュラルボトル To Go

温かい飲みものを持ち運べる、耐
熱ガラス（100℃）のエコボトルで
す。自宅でも、外出先でも、場所を
問わずいつでも美味しいお茶や
コーヒーが楽しめるすぐれもの。
大きめの飲み口だから、香りも一
緒に楽しめます。
このボトルはコル
クでしっかりと覆うことで、長時間
の保温を実現しています。

世界でもめずらしい、ハンドメイド
の 吹 き ガ ラス 技 法 で 作 ら れ た
ウォーターボトルが誕生しました。
自然界に存在する法則にそった繊
細な形状を持ち、健康的な日常の
暮らしのために求められるべき、
高波動の水を作り出します。

300ml
品番

¥6,800

00100761

500ml
品番

¥5,800
00100762

サイズ：
（高さ）210×（底径）60㎜
生産国：ポルトガル
重量：290g JAN：4562123390315

サイズ：
（高さ）240×（底径）65㎜
生産国：ポルトガル
重量：365g JAN：4562123390322

THANK YOU
100％ナチュラルボトル To Go

THANK YOU 100％ナチュラルボトル
For Baby & Kids（哺乳びん）

内側からしっかりと潤いたい、
そん
なあなたのためのエコボトルです。
THANK YOUシリーズの中で一番大
きなサイズでありながら、
かばんや
リュックにも入れやすく、ハイキン
グやヨガなど、
しっかりと汗をかく
あらゆるスポーツや、長時間の会
議などのおともにも最適です。

美しいエコボトルは、大人だけの
ものではありません。赤ちゃんの頃
から自然素材を手にとり、感じ、味
わってほしい、そう願ったことはあ
りませんか？そんなたくさんの想
いをかたちにしたのが、
このエコ
ボトル（ほ乳瓶）
です。

700ml
品番

¥6,800
00100763

サイズ：
（高さ）265×（底径）85㎜
生産国：ポルトガル
重量：400g JAN：4562123390360

300ml
品番

¥7,800
00100764

サイズ：
（高さ）240×（底径）60㎜
生産国：ポルトガル
重量：300g JAN：4562123390407
※重量はパッケージ込みの重さとなります。
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ウォーターサーバー

アラジン・ウォーターサーバー

「1:1:2:3:5:8･･･」自然界に存在する一定のリズムを形状化した、NatureDesignの基本アイテムです。美しい形状は、職人が吹きガラ
ス技法で作っています。
この形状によって活性化した飲み物は、からだにすっと馴染むと好評です。また、キャップ部分は月と太陽の
比率で作り上げています。

ゴールデン・
アラジン・ウォーターサーバー

1300ml
品番

¥9,800

MG9000

サイズ：
（高さ）240×（底径）160㎜
生産国：ポーランド
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ 金
重量：815g JAN：4562123390995

ホワイト・
アラジン・ウォーターサーバー

1300ml
品番

¥9,800

MG9002

サイズ：
（高さ）240×（底径）160㎜
生産国：ポーランド
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ 白
重量：855g JAN：4562123391015

ハッピー・
アラジン・ウォーターサーバー

1300ml
品番

¥9,800

MG9001

サイズ：
（高さ）240×（底径）160㎜
生産国：ポーランド
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ カラフル
重量：930g JAN：4562123391008

ベーシック・
アラジン・ウォーターサーバー

1300ml
品番

¥9,400

MG9003

サイズ：
（高さ）240×（底径）160㎜
生産国：ポーランド
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ なし
重量：850g JAN：4562123391022

基本のアラジン・ウォーターサーバーでは物足りないと言う方にぴったり。2500mlとたっぷり入り、なおかつその素晴らしい効果に違いは
ありません。家族団らんの場やキッチンに、気持ちのよい空間作りにもお役立ていただけます。

ゴールデン・
アラジン・ウォーターサーバー・
ファミリー

2500ml
品番

¥18,000

MG9027

サイズ：
（高さ）255×（底径）190㎜
生産国：ポーランド
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ 金
重量：1235g JAN：4562123391268

※重量はパッケージ込みの重さとなります。
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アラジン・ウォーターサーバーの妹的存在です。容量は0.5リットルと小さいものの、
その素晴らしい効果に違いはありません。場所を選ば
ない使い勝手のよいサイズなので、テーブルの上などに置いておくのにぴったりです。
また、
ミニは耐熱ガラス製のため、お茶などの温か
い飲み物にもお使いいただけます。

ホワイト・
アラジン・ウォーターサーバー・ミニ

500ml

¥5,000
MG9004

品番

サイズ：
（高さ）190×（底径）120㎜
生産国：中国
仕様：フラワー・オブ・ライフ 白
重量：400g JAN：4562123391039

ベーシック・
アラジン・ウォーターサーバー・ミニ

500ml
品番

¥5,000
MG9005

サイズ：
（高さ）190×（底径）120㎜
生産国：中国
仕様：フラワー・オブ・ライフ なし
重量：375g JAN：4562123391046

注ぎ口付きで便利、大きなサイズのウォーターサーバーです。職人が丁寧に吹き上げた風合いが、上品に空間を彩ります。ホテルやパー
ティーなど、人がたくさん集まる空間に置いていただいても華やかです。付属の筒には、パワーストーンをいれたり、氷をいれて冷やしたり
と、
アレンジしていただけます。
業務用サイズ

ベーシック・アラジン・ユニバース

10L

¥68,000

品番

MG9028

サイズ：
（高さ）500×（底径）280㎜
原産国：チェコ共和国
仕様：フラワー・オブ・ライフ なし
重量：3650g JAN：4562123391275

業務用サイズ

プラチナ・アラジン・ユニバース

10L
品番

¥88,000
MG9029

サイズ：
（高さ）500×（底径）280㎜
原産国：チェコ共和国
仕様：フラワー・オブ・ライフ プラチナ
重量：3650g JAN：4562123391282

グラス
「1:1.618」最も美しい比率とされる自然界の黄金比率を形状化したグラスです。普段使い用として頑丈に作られていますので、毎日のお食
事用として、
日常的なご使用にぴったりです。傾けても倒れない特殊な形状のため、お子さま用グラスとしてもおすすめです。

ミソス・ゴールデン・グラス

250ml
品番

¥1,680
MG9038

サイズ：
（高さ）85×（口径）88㎜
生産国：ポーランド
仕様：フラワー・オブ・ライフ 金
重量：185g JAN：4562123391299

ミソス・ゴールデン・グラスセット

250ml×6個
品番

¥10,000

MG9006

サイズ：
（高さ）85×（口径）88㎜
生産国：ポーランド
仕様：フラワー・オブ・ライフ 金
重量：各185g JAN：4562123391053

※重量はパッケージ込みの重さとなります。
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“アファメーション”グラスという名のとおり、飲み物とともに、
アファメーションを繰り返しからだに取り入れられる、女性に大人気のシリー
ズです。すべての飲み物、特に水は、
そのシンボルが表す情報を包み込みます。言葉の意味で、
カラーで、直感で‥お好みでどうぞ。ギフト
としてのご提案もおすすめです。

ミソス・チャクラ・アファメーション・グラス
第1チャクラ “健康（health）”

250ml
品番

¥1,580
00100672

ミソス・チャクラ・アファメーション・グラス
第2チャクラ “調和（harmony）”

250ml
品番

¥1,580
00100547

サイズ：
（高さ）85×（口径）88㎜
生産国：ポーランド
重量：185g JAN：4562123390285

サイズ：
（高さ）85×（口径）88㎜
生産国：ポーランド
重量：185g JAN：4562123398953

ミソス・チャクラ・アファメーション・グラス
第3チャクラ “勇気（courage）”

ミソス・チャクラ・アファメーション・グラス
第4チャクラ “愛（love）”

250ml
品番

¥1,580
00100673

250ml
品番

¥1,580
00100545

サイズ：
（高さ）85×（口径）88㎜
生産国：ポーランド
重量：185g JAN：4562123390292

サイズ：
（高さ）85×（口径）88㎜
生産国：ポーランド
重量：185g JAN：4562123398939

ミソス・チャクラ・アファメーション・グラス
第5チャクラ “創造（creativity）”

ミソス・チャクラ・アファメーション・グラス
第6チャクラ “直感（intuition）”

250ml
品番

¥1,580
00100548

250ml
品番

¥1,580
00100671

サイズ：
（高さ）85×（口径）88㎜
生産国：ポーランド
重量：185g JAN：4562123398960

サイズ：
（高さ）85×（口径）88㎜
生産国：ポーランド
重量：185g JAN：4562123390193

ミソス・チャクラ・アファメーション・グラス
第7チャクラ “知恵（wisdom）”

ミソス・チャクラ・アファメーション・グラスセット
7個セット

250ml
品番

¥1,580
00100546

サイズ：
（高さ）85×（口径）88㎜
生産国：ポーランド
重量：185g JAN：4562123398946

250ml×7個
品番

¥11,000

00100544

サイズ：
（高さ）85×（口径）88㎜
生産国：ポーランド
重量：各185g JAN：4562123398922

※重量はパッケージ込みの重さとなります。
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「1:1.618」最も美しい比率とされる自然界の黄金比率を、吹きガラス技法にて作り上げた、贅沢なグラスウェアです。繊細な口当たりは、特
別なシチュエーションにもおすすめ。
アルコールを入れても良し、食卓を美しく彩ります。
もちろん普段使いとしてもお使いいただけます。

ベーシック・グラス

¥2,800

300ml
品番

MG9009

サイズ：
（高さ）100×（口径）80㎜
生産国：ポーランド
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ なし
重量：150g JAN：4562123391084

レインボー・グラス

¥3,000

300ml
品番

MG9011

サイズ：
（高さ）100×（口径）80㎜
生産国：ポーランド
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ カラフル
重量：150g JAN：4562123391107

ゴールデン・グラス
300ml
品番

¥3,000
MG9010

サイズ：
（高さ）100×（口径）80㎜
生産国：ポーランド
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ 金
重量：150g JAN：4562123391091

ホワイト・グラス
300ml
品番

¥3,000
MG9012

サイズ：
（高さ）100×（口径）80㎜
生産国：ポーランド
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ 白
重量：150g JAN：4562123391114

「1:1.618」
自然界の黄金比率が生む見えない波が、
グラスに注がれたワインの風味を引き出します。いつものワインがより美味しく。

ワイングラス

¥4,800

250ml
品番

MG9013

サイズ：
（高さ）210×（口径）80㎜
生産国：スロバキア
【ハンドメイド】
重量：140g JAN：4562123391121

「1:1:2:3:5:8･･･」
自然界に存在する一定のリズムを形状化した、
ワ
イン専用のカラフェです。他のウォーターサーバーと異なり、“香り
のポケット”と呼ばれる、
フタが空洞になったデザインが特長です。
ここに香りが集まることで、
ワインの芳醇な香りもお楽しみいただ
けます。

ワインカラフェ
1300ml
品番

¥12,800

MG9015

サイズ：
（高さ）240×（口径）160㎜
生産国：スロバキア
【ハンドメイド】
重量：700g JAN：4562123391145

※重量はパッケージ込みの重さとなります。
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ボウル／カップ／ポット

ボウル/PATERA（大）

ボウル/PATERA（小）

¥7,000

¥3,600

品番

00100179

サイズ：
（高さ）90×（直径）230㎜
原産国：ポルトガル
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ 白
重量：800g JAN：4562123394795

品番

00100180

サイズ：
（高さ）50×（直径）140㎜
原産国：ポルトガル
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ 白
重量：600g JAN：4562123394801

ボウル/COTULA
（大）

ボウル/COTULA
（小）

¥7,000

¥3,600

品番

00100181

サイズ：
（高さ）120×（直径）230㎜
原産国：ポルトガル
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ 白
重量：900g JAN：4562123394818

カップ＆ソーサー SHINNO
（2客セット）

200ml
品番

¥6,800
00100184

サイズ：
（高さ）85×（直径）90㎜
原産国：ドイツ
仕様：フラワーオブライフ シルバーグレー
重量：650g（2客） JAN：4562123394849

品番

00100182

サイズ：
（高さ）65×（直径）120㎜
原産国：ポルトガル
【ハンドメイド】
仕様：フラワー・オブ・ライフ 白
重量：600g JAN：4562123394825

ティーポット SHINNO

1000ml
品番

¥13,800

00100185

サイズ：
（高さ）160×（直径）170㎜
原産国：ドイツ
仕様：フラワー・オブ・ライフ シルバーグレー
重量：650g JAN：4562123394856

マグ SHINNO

300ml
品番

¥ 3,600
00100186

サイズ：
（高さ）100×（直径）95㎜
原産国：ドイツ
仕様：フラワーオブライフ シルバーグレー
重量：280g JAN：4562123394863

※重量はパッケージ込みの重さとなります。
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その他

イオンスプレー

ドリンキングストロー
このストローは、シンプルなデザインに反した複雑なエネルギー
の流れが特長です。
このストローを使用すると飲み物の持つ生命
力が高められ、新鮮さがよみがえります。
また、強度にも優れている
ため、温かい飲み物にもお使いいただけます。ただし、
ガラス製品
のため取扱いには十分ご注意ください。

¥1,580
品番

¥3,600

70ml

MG9016

品番

00100183

サイズ：
（長さ）120×（幅）45㎜
生産国：中国
仕様：フラワー・オブ・ライフ シルバーグレー
重量：160g JAN：4562123394832

サイズ：
（長さ）210×（最大幅）15㎜
生産国：中国
【ハンドメイド】
重量：20g JAN：4562123391152

エナジープレート

エナジープレート 大

手軽に持ち歩けて、いつでもどこでも飲み物に生命力を与えてくれ
る便利なコースター。飲み物を入れたマグカップやグラスをプレー
トの上に置いていただくと、
ウォーターサーバーやグラスと同じよう
に飲み物を活性します。

飲み物だけでなく、
フルーツや食べ物も置けるサイズです。
ガラス
や陶器の器に入れた食べ物やフルーツを、
プレートの上に数分間
おくだけで活性化します。

¥3,000

¥6,000

品番

MG9017

品番

サイズ：
（直径）90㎜ 生産国：中国
仕様：フラワー・オブ・ライフ 金
携帯用コットンバッグ付き
重量：70g JAN：4562123391169

MG9046

サイズ：
（直径）220㎜ 生産国：中国
重量：500g JAN：4562123391374

ティーウォーマー
溶解ガラス技法を用いたハンドメイドのNature’s Design ティー
ウォーマー。水やお茶などを温かく新鮮な状態に保つことができ、
よ
り一層、心身の健康に役立てることができるでしょう。アラジン・
ウォーターサーバー・ミニと組み合わせてお使いください。

¥3,800
オレンジ
クリア

品番

MG9018

重量：285g

JAN：4562123391176

品番

MG9019

重量：280g

JAN：4562123391183

サイズ：120×120×80㎜

生産国：中国

アラジン・ユニバース専用
木製スタンド［ブナの木/樺の木］
天然木で作った、高級感あふれるアラジン・ユニバースの専用台で
す。
ウォーターサーバーを台のうえに載せることで、
よりスマートに
お水を注いでいただけます。
ブナと樺の素材はお好みでお選びい
ただけます。

¥29,800
ブナの木
樺の木

品番

MG9057

JAN：4562123391466

品番

MG9058

JAN：4562123391473

サイズ：直径380× 高さ210㎜

原産国：ドイツ 重量：4000g
※重量はパッケージ込みの重さとなります。
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CD

CD "Sound of time" ～時の調べ～
身体のもつリズムと周波数をチューニング
収録された音楽がもつ周波数のパターンは、人間の体内にある基
本リズムの周波数を再現しています。
メロディーを聴くことで私たち
をベストな状態に導き、
その状態を保ちます。
また、音楽が空間に広
がることで、
自然がもつ周波数との調和を空間に与え、私たちの身
体にも働きかけます。

¥3,500
品番

MG9026

サイズ：縦130×横130×幅10㎜
生産国：オーストリア
CD1枚/7曲入り
（67分09秒）
重量：100g JAN：4562123391251

付属品

アラジン・ウォーターサーバー・キャップ

アラジン・ウォーターサーバー・ファミリー・キャップ

¥1,500

¥2,500

品番

MG9047

品番

MG9048

サイズ：縦55×横55×高さ70㎜（外箱）
原産国：ポーランド
重量：65g JAN：4562123391381

サイズ：縦65×横65×高さ80㎜（外箱）
原産国：ポーランド
重量：100g JAN：4562123391398

アラジン・ウォーターサーバー・ミニ・キャップ

アラジン・ユニバース・キャップ

¥800

¥7,500

品番

MG9049

品番

MG9051

サイズ：縦55×横55×高さ70㎜（外箱）
原産国：中国
重量：45g JAN：4562123391404

サイズ：縦140×横140×高さ140㎜（外箱）
原産国：チェコ共和国
重量：200g JAN：4562123391428

アラジン・ユニバース・チューブ

ワインカラフェ・キャップ

¥3,800

¥1,800

品番

MG9052

サイズ：直径50×長さ400㎜（外箱）
原産国：チェコ共和国
重量：400g JAN：4562123391428

品番

MG9050

サイズ：縦60×横60×高さ70㎜（外箱）
原産国：スロバキア
重量：85g JAN：4562123391411

※重量はパッケージ込みの重さとなります。
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THANK YOU 100％ナチュラルボトル
ウッドキャップ

THANK YOU 100％ナチュラルボトル
ウッドキャップ

¥1,800

¥1,000

サイズ：
（胴径）50×（高さ）33㎜
原産国：ポルトガル
重量：31g JAN：4562123390438

サイズ：
（胴径）37×（高さ）28㎜
原産国：ポルトガル
重量：15g JAN：4562123390469

THANK YOU 100％ナチュラルボトル
For Baby＆Kids（哺乳びん）専用 替乳首

THANK YOU 100％ナチュラルボトル
For Baby＆Kids（哺乳びん）専用 ガスケット
（内蓋）

対応商品
●品番：00100761/To Go Hot（300ml/耐熱）
●品番：00100764/For Baby＆Kids（哺乳びん）

品番

00100767

品番

対応商品
●品番：00100764/For Baby＆Kids（哺乳びん）

¥1,000
品番

対応商品
●品番：00100762/To Go（500ml）
●品番：00100763/To Go（700ml）

対応商品
●品番：00100764/For Baby＆Kids（哺乳びん）

¥500

00100773

00100770

品番

00100774

サイズ：
（胴径）30×（高さ）50㎜
乳首の先：18×11㎜
原産国：ポルトガル
重量：5g JAN：4562123390490

サイズ：
（胴径）38×（高さ）6㎜
原産国：ポルトガル
重量：1g JAN：4562123390506

THANK YOU 100％ナチュラルボトル
コルクカバー

THANK YOU 100％ナチュラルボトル
コルクカバー

¥2,800

¥3,000

サイズ：
（胴径）68×（高さ）150㎜
原産国：ポルトガル
重量：44g JAN：4562123390414

サイズ：
（胴径）72×（高さ）150㎜
原産国：ポルトガル
重量：45g JAN：4562123390445

THANK YOU 100％ナチュラルボトル
コルクカバー

THANK YOU
ラバーリング

¥3,000

¥800

対応商品
●品番：00100761/To Go Hot（300ml/耐熱）
●品番：00100764/For Baby＆Kids（哺乳びん）

品番

00100765

品番

対応商品
●品番：00100763/To Go（700ml）

品番

00100771

00100768

100％ナチュラルボトル

対応商品
●品番：00100761/To Go Hot（300ml/耐熱）
●品番：00100762/To Go（500ml）
●品番：00100764/For Baby＆Kids（哺乳びん）

品番

サイズ：
（胴径）85×（高さ）165㎜
原産国：ポルトガル
重量：65g JAN：4562123390476

THANK YOU
ラバーリング

対応商品
●品番：00100762/To Go（500ml）

00100766

サイズ：
（胴径）60×（高さ）4㎜
原産国：ポルトガル
重量：6g JAN：4562123390421

100％ナチュラルボトル

対応商品
●品番：00100763/To Go（700ml）

¥800
品番

00100772

サイズ：
（胴径）70×（高さ）4㎜
原産国：ポルトガル
重量：8g JAN：4562123390483
※重量はパッケージ込みの重さとなります。
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森修焼

安心安全のために。食材本来の味を引き出し、
鉛やカドニウムを含有しない食器です。
安心安全はもちろん、遠赤外線、
イオン、還元力などでも有名な
「森修焼」

小さなお子様にこそ使ってほしいから、可愛い動物が並ぶ、
プレマオリジナルの

レッツゴーズシリーズを特別に作っていただきました。贈り物としてもおすすめです。

「レッツゴーズ」キッズマグカップ
取っ手部分に手を挟み込めば、小さな
お子さまでもうまくカップを持つことが
できる、
片手でも持てるユニバーサルデ
ザインです。重ねてしまえるので、収納
に場所を取りません。

¥2,100

品番

D1008

サイズ：直径75×高さ65㎜
生産国：日本 重量：180g
JAN：4562123395051

「レッツゴーズ」キッズプレート

「レッツゴーズ」キッズおわん
倒れにくいように、底面を広くして安定
感のある形にしました。ごはんだけで
なく、
スープなどにも使えます。

¥1,600

品番

D1009

サイズ：直径108×高さ50㎜
生産国：日本 重量：180g
JAN：4562123395068

「レッツゴーズ」らくらくボウルS

朝昼夜の食事だけでなく、おやつの時
間にも大活躍のプレート。ふちが付い
ているので、お子さまも持ちやすくなっ
ています。

ボウルのふちが内側にカーブしている
から、最後まできれいにすくえます。

¥1,900

¥1,600

品番

D1010

サイズ：直径75×高さ65㎜
生産国：日本 重量：250g
JAN：4562123395075

「レッツゴーズ」らくらくボウルM
ボウルのふちが内側にカーブしている
から、最後まできれいにすくえます。カ
レーやシチューに最適です。

¥2,200

品番

D1012

サイズ：直径120×高さ53㎜
生産国：日本 重量：255g
JAN：4562123395099

「レッツゴーズ」マグカップ

品番

D1011

サイズ：直径100×高さ35㎜
生産国：日本 重量：160g
JAN：4562123395082

「レッツゴーズ」キッズスプーン
口あたりも優しい、待望のキッズスプー
ンが登場しました。

¥860

品番

D1030

サイズ：L130㎜
生産国：日本 重量：24g
JAN：4562123395273

「レッツゴーズ」マグカップのふた

たっぷり入るマグカップは、子ども用と
してはもちろん、お母さんのブレイクタ
イムにもおすすめ！ご家族皆でお使い
いただけます。

カップにふたをすればホコリも入らず
冷めにくいので、ゆっくり飲みたい方に
おすすめです。フタの上におやつを載
せてもOK！

¥2,500

¥750

品番

D1013

サイズ：直径85×高さ90㎜
生産国：日本 重量：305g
JAN：4562123395105

品番

D1014

サイズ：直径93×高さ17㎜
生産国：日本 重量：105g
JAN：4562123395112
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【森修焼子ども食器・レッツゴーズ】
ギフトセット
キッズマグカップ、
キッズおわん、
キッズ
プレート、
らくらくボウルS、
キッズスプー
ンとお子様の食事に必要な食器をギフ
トセットにしました。

¥7,250

品番

D1031

生産国：日本 重量：1250g
JAN：4562123395280
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GREEN POWER
Juice Extractor

グリーンパワージューサー

2本のギアが、野菜や果物をしっかり搾汁。
酵素たっぷりのおいしいジュースが作れます。
世界が認めた低速回転圧搾式ツインギアジューサー グリーンパワージューサー。

長年にわたりジューサーに情熱を注ぎ続けるグリーンケンポ社がお届けする、信頼

のブランドです。
グリーンパワージューサーの魅力は、
なによりもそのジュースの味と

納得の搾汁率。低速だから酵素も壊さず、2本のギアがしっかりと搾ります。美容に、
毎日の健康維持に、美味しいジュースをお召し上がりください。

グリーンパワージューサー
りんごや人参、
もちろんほうれん草や小松菜といった葉っぱもお手
のもの。2本のギアが、おいしいジュースをしっかりと搾ります。細い
葉っぱの麦若葉もお任せください。製造は韓国で長年低速回転
ジューサーに情熱を注ぎ続けている、
グリーンケンポ社だから、安
心の品質でお届けします。日々の健康維持のために、おいしい
ジュース習慣をどうぞ。

¥69,800
品番

2380

サイズ：幅410×奥行190×高さ280㎜
生産国：韓国 重量：6.2kg
JAN：4562123390308
ABS樹脂（本体、
カバー、キャップ、果物用押し棒）、ポリアセタール（ストレーナー、排出部、
ギアの一部）、ポリカーボネード（鮮度維持専用カップ）、
ステンレス（ツインギア、
フィル
ターの一部）※ビスフェノールA非検出検査済み

グリーンパワージューサー ＋ 多機能用パーツセット
トマトやぶどうなど、果肉のやわらかいものも、無駄なくしっかりと
搾れる多機能用パーツセット付きです。麺類や、
さらに圧搾率の高
い麦若葉の青汁ができます。
（専用パーツ用途：麦若葉、
トマト、種ありぶどう、種なしぶどう、ザク
ロ
（大・小）、すいか、柑橘類、
プチトマト、
ミックスジュース）

¥79,800
品番

2381

サイズ：幅410×奥行190×高さ280㎜
生産国：韓国
重量：6.7kg（多機能パーツ570g）
JAN：4562123390339
ABS樹脂（本体、
カバー、キャップ、果物用押し棒）、ポリアセタール（ストレーナー、排出部、
ギアの一部）、ポリカーボネード（鮮度維持専用カップ）、
ステンレス（ツインギア、
フィル
ターの一部）※ビスフェノールA非検出検査済み

画像は一部です。

多機能用ギア / 果物用ストレーナー / 麺類用ストレーナー /
多機能用排出部 / 麺類用排出口 / ステンレスストレーナー

※重量はパッケージ込みの重さとなります。
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ÖKOフィルターボトル

ÖKO で ECO 生活
おいしい水を、
いつでも、
どこでも
NASAの技術により

コーラを透明に出来るほどの強力なろ過力を持つ節約フィルターボトルです。

よりエコに、
より経済的に水道水を美味しくお飲みいただけます。

ÖKO フィルターボトル
500mlペットボトル760本分ろ過可能。
一杯分が約2.8円、経済的。

550ml
650ml
1000ml

¥3,450
¥3,650
¥3,900

アース・グリーン

シー・ブルー
サン・オレンジ

550ml

品番

00700445

JAN：4582243296977

650ml

品番

00700451

JAN：4582243297035

550ml

品番

00700446

JAN：4582243296984

JAN：4582243296953

650ml

品番

00700452

JAN：4582243297042

00700449

JAN：4582243297011

カーボン・ブラック 550ml

品番

00700447

JAN：4582243296991

品番

00700444

JAN：4582243296960

650ml

品番

00700453

JAN：4582243297059

650ml

品番

00700450

JAN：4582243297028

1000ml

品番

00700456

JAN：4582243301145

1000ml

品番

00700455

JAN：4582243301138

550ml

品番

00700442

JAN：4582243296946

650ml

品番

00700448

JAN：4582243297004

1000ml

品番

00700454

JAN：4582243301121

550ml

品番

00700443

650ml

品番

550ml

スカイ・ブルー
グラウド・グレー

サイズ：
（550ml）W70×D70×H205㎜（650ml）W70×D70×H235㎜（1000ml）W87×D87×H270㎜
重量：
（550ml）130g（650ml）134g（1000ml）180g 生産国：中国
（本体）ポリプロピレン
（ふた）ポリエステルキャップ、
シリコン
（フィルター）ポリプロピレン、活性炭

アース・グリーン
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シー・ブルー

サン・オレンジ

スカイ・ブルー

グラウド・グレー

カーボン・ブラック

スキンケア・
ヘアケア

ホホバオイル
高品質をお手軽に、
マッサージや
アロマセラピストの方からもご好評です。
弊社のホホバオイルが安いわけは単純です。

独自輸入品のため、一切商社や卸売業者を通していません。つまり、中間

マージンが「ゼロ」
です。価格設定を低く押さえていますが、品質はン万円のも
のと変わりません。

プレマオリジナル
ピュアホホバオイル

プレマオリジナル
ピュアホホバオイル
（業務用）

すばらしい自然なしっとり感と艶やかな「のび」
を感じていただける製品です。高額の製品と同
じクオリティがお手軽にお使いいただけます。

美容室・エステなど業務用サイズ。もちろん
一 般の方もご利用下さい。他にある製品の
100ml程度の価格も魅力です。

100ml

¥2,800

品番

23

1000ml

¥15,000

品番

サイズ：縦48×横48×高さ80㎜
生産国：アメリカCA州
重量：275g JAN：4562123390155

サイズ：胴径294×高さ225㎜
生産国：アメリカCA州
重量：1150g JAN：3188000000231

ホホバオイル100％

ホホバオイル100％

23.1
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かえる印 のとろける愛 情 バ ーユ
とろけるような優しさ、高品質の馬油です。
人間の体温以下の低温で、
じっくりと抽出したオリジナル馬油です。

ごく一般的な馬油と比べ、手に取った瞬間とろけてなじむのが大きな特長。
体温のぬくもりで完全溶解し、
スムーズにお肌に浸透していきます。

水仕事の前に、
日々のお手入れに。赤ちゃんとのおむつ交換の際にも。毎日に欠かせない優しさです。

かえる印のとろける愛情バーユ
必須脂肪酸である「α-リノレン酸」や「リノール酸」、
「オレイン酸」を豊富にふくむ、栄養豊かな馬油です。
低温にて丁寧に抽出しているので、天然の有用成分構
造が壊れることなく、お肌になじみます。最後まで清潔
に使えるスポイトタイプの容器を採用。デリケートな
お肌の方にも安心してお使いいただけます。

30ml
品番

¥1,700
MG1700

サイズ：直径35×高さ108㎜ 生産国：日本
重量：94g JAN：4580174452004
馬油99.9％ トコフェロール（天然ビタミンE）

「かえる印のとろける愛情バーユ」
に
ティーツリーオイル
（エッセンシャルオイル）
を配合。

ティーツリー入 30ml
品番

00100541

¥1,800

サイズ：直径35×高さ108㎜ 生産国：日本
重量：95g JAN：4562123398892
馬油、
ティーツリー油
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バオバブオイル
アフリカ産スーパーフルーツ
『バオバブ』
の
種子を使ったバオバブオイルです。
バオバブの種子を低温圧搾で丁寧にしぼった黄金のオイルです。
バオバブの栄養とその雄大さを凝縮した天然のオイルで
心休まるひと時をお楽しみください。

バオバブオイル
アフリカのスピリットが宿る大自然の聖なる樹エッセンス
「世界一古い木」
とも言われているバオバブの木から種子を取り、
フル
トレーサビリティ管理のもとで48℃以下の低温で圧搾し、紙でゆっくり
と濾過した貴重なオイルです。

30ml

¥1,800

サイズ：35×35×105㎜

100ml

¥3,800

サイズ：50×50×170㎜

品番

00100595

重量：瓶＋スポイト90g
品番

JAN：4562123399448

00100731

重量：240g

JAN：4562123392388

生産国：イタリア/タンバコウンダ、ボローニャ

Prema's コパイバエッセンス
旺盛な生命力を誇る
アマゾンの聖木エッセンス
『コパイバ』
ブラジル北部のアマゾンに自生する樹木から小量しか採れない
貴重な精油（エッセンシャルオイル）
です。

Prema's コパイバエッセンス
コパイバのすばらしさをたっぷりと実感したい方にお勧めいたします。

30ml

¥4,800

品番

271

サイズ：35×35×103㎜
重量：
［瓶のみ］85g［スポイト2本＋瓶］100g
コパイフェラ精油

JAN：3188000002716

100％
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天照ル君ノ ヘアケアシリーズ
あなたの髪を内側からたっぷり満たす、
「与える」
ヘアケアシリーズ
東洋と呼ばれるそのもっとも東に位置する日本。日本人の髪は蒼く美しいとして西洋にも

知られます。洋の東西では髪質も対極、
私たちの髪はデリケートです。繊細な髪に潤い実感、
天照ル君ノシャンプー。世界で一番最初に朝陽を浴する美しい髪のために。

天照ル君ノシャンプー

天照ル君ノシャンプー 詰替用

洗浄成分の主剤はアミノ酸の一種である
グルタミン酸。潤いを与えながら微細な泡
で包み込み、洗浄します。手のひらにとっ
た途端に、細胞の奥深くまでしみこんでい
くような不思議な感触のシャンプーは、ふ
んわりジャスミンの香りです。

専用ボトルを使用すればパウチごと詰め
替えられるのでとっても簡単。特殊フィル
ムを使用しているので詰め替え時のポン
プからの液だれも少なくてすみます。

300ml

750ml

¥3,620

品番

AT1

品番

AT0012

サイズ：胴径166×高さ188㎜ 生産国：日本
重量：344g JAN：4562104524098

サイズ：胴径270×高さ294㎜ 生産国：日本
重量：790g JAN：4562104524197

水、
ココイルグルタミン酸TEA、
コカミドDEA、
コカミドプロピルベタイン、PEG-60水添ヒマ
シ油、
ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、
ムコールシルシネロイデス油、
トコフェロー
ル、ポリクオタニウム-10、
オレイルアルコール、
ナタネ油、
ジャスミン油、
ローズマリーエキ
ス、
イチョウ葉エキス、
シラカバエキス、加水分解ダイズタンパク、水酸化Na、EDTA-4Na、
メ
チルパラベン、
プロピルパラベン、
サリチル酸、
エタノール、
ヒアルロン酸Na、
BG

水、
ココイルグルタミン酸TEA、
コカミドDEA、
コカミドプロピルベタイン、PEG-60水添ヒマ
シ油、
ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、
ムコールシルシネロイデス油、
トコフェロー
ル、ポリクオタニウム-10、
オレイルアルコール、
ナタネ油、
ジャスミン油、
ローズマリーエキ
ス、
イチョウ葉エキス、
シラカバエキス、加水分解ダイズタンパク、水酸化Na、EDTA-4Na、
メ
チルパラベン、
プロピルパラベン、
サリチル酸、
エタノール、
ヒアルロン酸Na、
BG

天照ル君ノシャンプー 詰替用ボトル

天照ル君ノヘアコンディショナー

容器の中の袋ごと入れ替えるので、内容物
をこぼすことなく簡単に詰め替えが可能で
す。パウチ内には空気が入らず真空状態
になるため、内容物をしっかり吸い上げ、
最後まで無駄なく使えます。

セラミド2やγ-リノレン酸を中心に脂質に
こだわり、毛髪修復を中心に考えたコン
ディショナーです。シャンプー後、適量を髪
全体になじませてからすすいでください。
すぐにすすいでも効果はありますが、数分
放置してからすすぐと、
さらに効果的です。

750ml

¥600

品番

AT0013

サイズ：胴径94×高さ222㎜ 生産国：日本
重量：310g JAN：4562104524210
ボトル材質：PE、
キャップ材質：PP スプレー等材質

天照ル君ノヘアオイル
髪の表面ではなく、
髪の内部に潤いを届けるタ
イプのエッセンス。
ヘアカラーの退色防止にも
効果的です。
特にバリアー成分CMCを補うこと
を目的としています。
タオルドライ後の濡れた
髪にごく少量（1～2滴）
をダメージが強い毛先
や乾燥の気になる部分を中心になじませます。
その後、
十分に乾かして下さい。

20ml

¥3,620

品番

AT3

サイズ：縦30×横30×高さ110㎜ 生産国：日本
重量：80g JAN：4562104524111
アーモンド油、ムコールシルシネロイデス油、
セラミド2、
トコフェロール、ホホバ油、
ナタネ
油、
メトキシケイヒ酸エチルヘキシル
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¥6,000

240g

¥3,620

品番

AT2

サイズ：胴径160×高さ195㎜ 生産国：日本
重量：266g JAN：4562104524104
水、セテアリルアルコール、セタノール、ハチミツ、ベヘントリモニウムクロリド、
ジメチコ
ン、
アモジメチコン、
オレイン酸フィトステリル、ムコールシルシネロイデス油、セラミド2、
ミツロウ、
グリセリン、
ココイルアルギニンエチルPCA、
セテス-40、
ツバキ油、水添コメヌカ
油、
トコフェロール、ローズマリーエキス、イチョウ葉エキス、
シラカバエキス、
メチルパラ
ベン、
プロピルパラベン、乳酸、水酸化Na、没食子酸プロピル、
ジャスミン油、エタノール、
イソプロパノール、BG

天照ル 君ノハーバルケア ライトブラウン

天照ル 君ノハーバルケア ブラウン

ヘナの最高級産地インド・ラジャスタン州ソー
ジャット地方で収穫した上質のヘナ100％
たっぷりの太陽で元気に育った初摘みのヘナ
を天日干しにしたあと、パウダー状にファイン
ミル。新鮮な香りとともにアルミパックに充填
したふわふわのプレーンヘナです。傷んだ髪
のキューティクルを包み、ボリュームと艶を与
えます。

髪を美しく染めあげながら、心をやわらかに
ほぐす、
ヴェーダの知恵を凝縮したオリジナル
ブレンド
髪と頭皮の改善に有効なハーブ20種類を配
合したスペシャルブレンドの頭皮パック。髪に
つやとハリを与えながら、傷んだ髪と頭皮を健
康に導きます。ヘナを初めて使用する方にも
おすすめです。

■白髪はオレンジ色に染まります。
■白髪の量や髪質、パック時間等により、仕上
がりの色合いには個人差があります。
■明るくなった髪色を落ち着かせたい方は、
続けてダークブラウンまたはインディゴでパッ
クをしてください。
■個人差もありますが、初めての方は1回では色が入りにくい場合があ
ります。続けるうちに、つやとハリが髪の色に調和してきます。
■天然色素成分の性質上、
パック後1～2日は髪色が変化し、
その後、
より
落ち着いた色になってきます
（髪質・状態により異なります）
。
※髪の表面を物理的に着色します。

■白髪はやや濃いオレンジ色に染まります。
■白髪の量や髪質、パック時間等により、仕上
がりの色合いには個人差があります。
■明るくなった髪色を落ち着かせたい方は、
続けてダークブラウンまたはインディゴでパッ
クをしてください。
■個人差もありますが、初めての方は1 回では色が入りにくい場合があ
ります。続けるうちに、つやとハリが髪の色に調和してきます。
■天然色素成分の性質上、パック後1～2日は髪色が変化し、その後、
よ
り落ち着いた色になってきます
（髪質・状態により異なります）。
※髪の表面を物理的に着色します。

【パック時間】45分～制限なし
（長くパックするほど髪の色は明るくなります）
【使用量の目安】
ショートヘア40g、
ロングヘア80g

80g

¥1,880

品番

AT0014

【パック時間】45分～制限なし
（長くパックするほど髪の色は明るくなります）
【使用量の目安】
ショートヘア40g、
ロングヘア80g

80g

¥1,980

品番

AT0015

サイズ：23×10.8×1.5㎝ 生産国：日本
重量：90g JAN：4562123392913

サイズ：23×10.8×1.5㎝ 生産国：日本
重量：90g JAN：4562123392920

ヘンナ

ヘンナ・クルミ殻粒・ウコン根・アンマロク果実・ムクロジエキス・アカシアコンシナ果実・ミ
ロバラン果実エキス・チャ葉・バコパモンニエラエキス・バラエキス・メリアアザジラクタ
葉・カミメボウキ葉エキス・ビャクダンエキス・コーヒー種子エキス・アセンヤクノキガム・レ
モン果皮・コロハ種子エキス・タカサブロウ葉・ウィタニアソムニフェラ根エキス・パパイヤ

天照ル 君ノハーバルケア ダークブラウン

天照ル 君ノハーバルケア インディゴ

インディゴをブレンドした落ち着いた色合いは、
ヘナ染めでは明るすぎるといった方におすすめ
主原料のヘナに、
インディゴ、
ハイビスカスなど
24種類のハーブを配合したヴェーダブレンドの
頭皮パック。
落ち着いた色のダークブラウンで白
髪を隠しながら、
髪にハリと艶を与えます。
気に
なる根元の白髪の部分染めにも最適です。

質のインディゴ100％、美しく輝く健康的な黒
髪を手に入れたい方にインド藍（インディゴ）
の葉だけを使用した天然色素100％の白髪染
めパウダー。ヘナで明るくなった髪に使用する
と、光沢と深みのある
「黒髪」が楽しめます。

■成分のインディゴは、ヘナに吸着して髪を
落ちついた色に着色します。
そのため、本品の
みを使用すると色が定着しにくい場合があり
ますので、
（ 特にヘナを初めて使用する方は）
ライトブラウンまたはブラウンでヘナパックを
した後にお使いください。
■ご使用になる直前にお湯で溶かしてください。
■白髪の気になる部分には、厚く塗り重ねてください。
■パック時間により黒みの調節ができますが、髪につけ始めてから1時
間以内に洗い流してください（1時間以上は放置しない）。
■洗髪と湯すすぎはしっかりと行ってください。
■天然色素成分の性質上、パック後1～2日は髪色が変化し、
その後、黒
さが鮮明になります
（髪質・状態により異なります）。
※髪の表面を物理的に着色します。

【パック時間】
○初めての方、
ヘナで明るくなった色を少しだけ落ち着かせたい方…15～20分
【使用量の目安】
ショートヘア40g、ロングヘア80g（白髪の量に応じて加減し
てください）

80g

¥2,380

品番

AT0016

サイズ：23×10.8×1.5㎝ 生産国：日本
重量：90g JAN：4562123392937
ヘンナ・ヘンナエキス・ナンバンアイ葉・アンマロク果実・アカシアコンシナ果実・ハイビス
カス花・クスノハガシワ樹皮エキス・クルミ殻粒・ウコン根・ムクロジエキス・ミロバラン果
実エキス・チャ葉・バコパモンニエラエキス・バラエキス・メリアアザジラクタ葉・カミメボ
ウキ葉エキス・ビャクダンエキス・コーヒー種子エキス・アセンヤクノキガム・レモン果皮・
コロハ種子エキス・タカサブロウ葉・ウィタニアソムニフェラ根エキス・パパイヤ

■ヘナに吸着して黒く定着するため、必ずライ
トブラウンまたはブラウンでヘナパックをした
後にお使いください。
■ご使用になる直前にお湯で溶かしてください。
■白髪の気になる部分には、厚く塗り重ねてく
ださい。
■パック時間により黒みの調節ができます
が、髪につけ始めてから1時間以内に洗い流し
てください（1時間以上は放置しない）。
■洗髪と湯すすぎはしっかりと行ってください。
■天然色素成分の性質上、パック後1～2日は髪色が変化し、
その後、黒
さが鮮明になります
（髪質・状態により異なります）。
※髪の表面を物理的に着色します。

【パック時間】○初めての方、
ヘナで明るくなった色を少しだけ落ち着かせたい
方…15～20分 ○黒色に近づけたい方…30～60分
【使用量の目安】
ショートヘア40g、
ロングヘア80g （白髪の量に応じて加減
してください）

【次の方はヘナ及びインディゴの使用をお控えください】
今までに染毛剤でかぶれたことのある方やパック中または直後に発疹、発赤、かゆみがで
たり、気分が悪くなったりしたことのある方。パッチテストの結果、異常が生じた方。頭、顔、
首筋にはれもの、傷、皮膚病のある方。生理時、妊娠中または妊娠している可能性のある
方。出産後、病中、病後の回復期にある方、
その他身体に異常がある方。特異体質の方や腎
臓病、血液疾患の既往症のある方。微熱、倦怠感、動悸、息切れなどの症状が持続したり、
紫斑、鼻血など出血しやすく、
月経その他の出血が止まりにくいなどの症状のある方。

80g

¥1,980

品番

AT0017

サイズ：23×10.8×1.5㎝ 生産国：日本
重量：90g JAN：4562123392944
ナンバンアイ葉
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天照ル君ノ スキンケアシリーズ

Golden Silk

ゴールデンシルク

世界で一番最初に朝陽を浴する美しい肌のために。
タイ王国北部、
チェンマイのさわやかな風と大地で育まれた黄金のシルク、
金色の深遠な煌めきを、肌にのせる。

あなたは、
その金色を、
あなたの内側に取り込んでいく。

そして、
あなたはあなた自身が輝いていくことを知るだろう。

タイ王国と、
日いずる国の、美・遺伝子の継承によって。

天照ル 君ノスキンケア
ゴールデンビューティーエッセンス
いつものスキンケアの前後
に使うことで、お肌の状態や
仕上がりを整え、
もっと輝け
るあなたへ。ゴールデンシ
ルクシリーズならではの、高
品質の使い心地をお楽しみ
ください。

30ml
品番

¥5,800

00100540

天照ル 君ノスキンケア
ゴールデンシルク
リフレッシュコクーン
タイゴールデンシルクの原料
となる、T M - 2 0 1 号 蚕 玉（コ
クーン）
を高温乾燥せず、
その
ままカットしたピーリング用
品です。使用中にセリシンが
溶け出し、お肌をなめらかに
装います。

20個
品番

¥1,280

00100521

サイズ：縦35×横35×高さ105㎜
生産国：タイ 重量：65g
JAN：4562123398885

サイズ：縦220×横150×高さ30㎜
生産国：タイ 重量：15g
JAN：4562123398694

水、加水分解水添デンプン、
グリセリン、
エタノール、加水分解シルク、
カラギーナン、
ラウリ
ン酸ポリグリセリル-10、
レウコノストック/ダイコン根発酵液、キサンタンガム、
カプリル酢
グリセル、ベルガモット果実油、
クエン酸Na、
クエン酸チョウジエキス

ゴールデンシルクTM-201号繭玉（コクーン）

天照ル 君ノスキンケア
ゴールデンシルク
ネックパッド

天照ル 君ノスキンケア
ゴールデンシルク
フェイスパッド

気 に なる 首 もと、デ コ ル テ
ゾーンの肌の呼吸をシルクの
真綿が受け止めてやさしく保
温・保湿します。

タイゴールデンシルクの原料
となる、T M - 2 0 1 号 蚕 玉（コ
クーン）
を高温乾燥せず、熟練
の技で柔らかく丁寧に引き伸
ばし、重ね上げた真綿のフェ
イスパッドです。
フェイスマス
クのようにお使いいただけま
す。お顔全体の保湿ケアとし
て、
そのままでも、お好きな化
粧水や美容液を加えてもご使
用いただけます。

1枚
品番

¥1,280

00100522

サイズ：縦180×横150×高さ2㎜
生産国：タイ重量：15g
JAN：4562123398700
ゴールデンシルクTM-201号

1枚
品番

¥1,280

00100523

サイズ：縦180×横150×高さ3㎜
生産国：タイ 重量：10g
JAN：4562123398717
ゴールデンシルクTM-201号
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天照ル 君ノスキンケア
ゴールデンシルク
アイゾーンパッド

タイゴールデンシルクの原料とな
る、TM-201号蚕を一匹ずつ丁寧に
おき、平面上に吐糸させる蚕の芸
術作品です。目元ケアにペアでお
使いいただけます。
アイゾーンの保
湿ケアとして、そのままでも、お好
きな化粧水や美容液を加えてもご
使用いただけます。

1セット
（左右）¥1,280
品番

00100524

サイズ：縦165×横90×高さ1㎜
生産国：タイ 重量：5g
JAN：4562123398724
ゴールデンシルクTM-201号繭玉（コクーン）

天照ル 君ノスキンケア
ゴールデンシルク
フェイス・ディープクレンジング・ブラシ
（黄金ブラシ・大）
タイゴールデンシルクの原料となる、TM-201号シルクを薬品を使
わずセリシンも残したまま極細のまま紡ぎ、美容ブラシとして仕上
げました。
フェイス全体をやさしく、お顔を愛でるようになでて、
ブ
ラッシングしてください。
シルク特有のウェーブが汚れをやさしく絡
めとり、気になるゾーンの汚れを取り去ります。

1本
品番

¥6,000

00100525

天照ル 君ノスキンケア
ゴールデンシルク
ノーズゾーン・ディープクレンジング・ブラシ
（黄金ブラシ・小）
タイゴールデンシルクの原料となる、TM-201号シルクを薬品を使
わずセリシンも残したまま極細のまま紡ぎ、美容ブラシとして仕上
げました。小鼻の周りや気になる場所を、お顔を愛でるようになで、
ブラッシングしてください。
シルク特有のウェーブが汚れをやさしく
絡めとり、気になるゾーンの汚れを取り去ります。

1本
品番

¥4,800

00100526

サイズ：Φ135×高さ175㎜
生産国：タイ 重量：55g
JAN：4562123398731

サイズ：Φ135×高さ110㎜
生産国：タイ 重量：35g
JAN：4562123398748

ブラシ：ゴールデンシルクTM-201号
持ち手：木、金属

ブラシ：ゴールデンシルクTM-201号
持ち手：木、金属
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®
Hirara

Natural & Spiritual

‒ ひらら®‒

外見を繕うより、
その殻を脱ごう。
あなたの内側にのみ存在し続ける、
「ほんとうの美しさ」
それを引き出す可能性が、離島、宮古島にありました。
宮古島特有の植物たちのパワーで、

あなたの内側に秘められた可能性を導き出すお手伝いをしたい。

これが、
「Hirara《ひらら®》」があなたのそばに生まれた理由です。

フェイシャルウォッシュ

フェイシャルアクアジェル

お肌への負担の少ない石けん素地を主体に、
汚れや酸化物をすっきり取りながら、必要な
皮脂を残します。宮古島産のフルーツや野草
などナチュラル素材をたっぷり加え、
これだけ
でケアが可能なレベルに仕上げています。

豊富な宮古島産原料に充分な保湿成分を加
え、
しなやかに、繊細に保湿します。肌ストレス
に負けないよう、栄養補給とプロテクションも
同時に行い、ワンステップで多様なケアを実
現しました。

150g

品番

01000037

120ml

¥3,800

品番

01000038

サイズ：縦35×横35×高さ155㎜ 生産国：日本
重量：140g JAN：4582494840011

水、DPG、
ミリスチン酸、
ステアリン酸、
カリ石ケン素地、水酸化K、
ラウリン酸K、加水分解コ
ラーゲン、パルミチン酸、
グリセリン、
オレンジフラワー水、
コシロノセンダングサエキス、パ
パイア果実エキス、キュウリ果実エキス、ツルレイシ果実エキス、
シロキクラゲ多糖体、ホ
ホバ種子油、ラベンダー油、BG、水添ポリイソブテン、ココアンホ酢酸Na、セタノール、
EDTA-2Na、EDTA-4Na

水、BG、
グリセリン、
コシロノセンダングサエキス、ヘチマエキス、
ツバキ種子エキス、
クダ
モノトケイソウ果実エキス、
オレンジフラワー水、ヒアルロン酸Na、
アルギニン、ポリアクリ
ルアミド、水添ポリイソブテン、
ラウレス-7、
カルボマー、酸化銀、ペンテト酸5Na、
フィチン
酸、
ジメチロールプロピオン酸ヘキシル

モイスチャーローション

ボディウォッシュ

宮古島産植物を贅沢に使い島内で作り、バイ
ブレーション調整を行っていることはもちろん
ですが、何よりの特徴が、高級保湿素材である
低 分 子 ツ バメの 巣 エ キスを 配 合 の モイス
チャーローション。普段ジェルタイプをあまり
使わない方にも最適です。

お肌への負担の少ない石けん素地を主体に、
汚れや酸化物をすっきり取りながら、必要な
皮脂を残します。宮古島産のフルーツや野草
などナチュラル素材をたっぷり加え、
これだけ
でケアが可能なレベルに仕上げています。

サイズ：縦45×横45×高さ135㎜ 生産国：日本
重量：180g JAN：4582494840905

サイズ：縦60×横60×高さ190㎜ 生産国：日本
重量：395g JAN：4582494840028

水、BG、
グリセリン、
アナツバメ巣エキス、
ココイルメチルタウリンNa、
コシロノセンダング
サエキス、
シロキクラゲ多糖体、
アロエベラ葉エキス、
ゲットウ葉エキス、
ウコン根エキス、
グレープフルーツ果皮油、
オレンジ果皮油、
ライム油、酸化銀、ペンテト酸5Na、
フィチン酸、
塩化Na、
ジメチロールプロピオン酸ヘキシル

水、
カリ石ケン素地、
トレハロース、
コカミドDEA、
ラウリン酸K、
オレンジフラワー水、
ココア
ンホ酢酸Na、
ラウリン酸ポリグリセリル-10、
グリセリン、
ジグリセリン、
コシロノセンダング
サエキス、
ヨモギエキス、
ピタヤ果実エキス、
クダモノトケイソウ果実エキス、
ツルレイシ果
実エキス、海塩、BG、DPG、EDTA-2Na、PEG-32、ポリクオタニウム-52、EDTA-4Na

モイスチャライジングミルク

グラウディングクリーム

豊富な宮古島産原料に充分な保湿成分を加
え、
しなやかに、繊細に保湿します。肌ストレス
に負けないよう、栄養補給とプロテクションも
同時に行い、ワンステップで多様なケアを実
現しました。

宮古島産原料を贅沢に使い、
女性の本当の美し
さに特化してバイブレーション
（周波数）
によるエ
ネルギー調整を手伝います。
天然色素でそれぞ
れのエネルギーポイントに働くようにナチュラル
な色を加えました。
1日の疲れをセルフタッチで
癒し、
日常のトラブルからリセットしてくれます。

150ml

150ml
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¥3,800

サイズ：縦50×横70×高さ168㎜ 生産国：日本
重量：180g JAN：4582494840004

¥3,800

¥3,800

品番

品番

01000199

01000040

350ml

27g

¥3,800

¥4,800

品番

品番

01000039

01000041

サイズ：縦45×横45×高さ135㎜ 生産国：日本
重量：180g JAN：4582494840035

サイズ：縦59×横59×高さ40㎜ 生産国：日本
重量：70g JAN：4582494840042

水、BG、ホホバ種子油、
グリセリン、水添ポリイソブテン、
ミリスチン酸ポリグリセリル－5、
コシロノセンダングサエキス、
ウコン根エキス、
ゲットウ葉エキス、
ローズマリーエキス、
オ
レンジフラワ-水、
トコフェロール、
セタノール、
ステアリン酸、
グリチルレチン酸ステアリル、
アルギニン、
シメチコン、キサンタンガム、カルボマー、酸化銀、ペンテト酸5Na、
フィチン
酸、
ジメチロールプロピオン酸ヘキシル

水、
水添ポリイソブテン、
エルカ酸オクチルドデシル、
BG、
ステアリン酸、
グリセリン、
セタノール、
ミリス
チン酸ポリグリセリル-5、
コシロノセンダングサエキス、
アロエベラ葉エキス、
ボタンボウフウエキス、
ツ
バキ種子エキス、
バナナ果実エキス、
ニンジン根エキス、
ダイズ油、
オレンジフラワー水、
アルギニン、
水
添レシチン、
トコフェロール、
ラウリン酸ポリグリセリル-10、
シメチコン、
キサンタンガム、
カルボマー、
酸
化鉄、
ホホバ種子油、
酸化銀、
ペンテト酸5Na、
フィチン酸、
ジメチロールプロピオン酸ヘキシル

ハートチャクラクリーム
宮古島産原料を贅沢に使い、
女性の本当の美し
さに特化してバイブレーション
（周波数）
によるエ
ネルギー調整を手伝います。
天然色素でそれぞ
れのエネルギーポイントに働くようにナチュラル
な色を加えました。
1日の疲れをセルフタッチで
癒し、
日常のトラブルからリセットしてくれます。

27g

¥4,800

品番

01000042

サイズ：縦59×横59×高さ40㎜ 生産国：日本
重量：70g JAN：4582494840059
水、
水添ポリイソブテン、
ホホバ種子油、
BG、
ステアリン酸、
グリセリン、
セタノール、
ポリアクリ
ルアミド、
ミリスチン酸ポリグリセリル-5、
コシロノセンダングサエキス、
ツバキ花エキス、
ピタ
ヤ果実エキス、
クダモノトケイソウ果実エキス、
オレンジフラワー水、
アルギニン、
ラウレス-7、
水添レシチン、
トコフェロール、
ラウリン酸ポリグリセリル-10、
シメチコン、
キサンタンガム、
カ
ルボマー、
酸化鉄、
酸化銀、
ペンテト酸5Na、
フィチン酸、
ジメチロールプロピオン酸ヘキシル
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天然防虫
雑貨

殺虫剤、
ガス不使用。
エコロジーな次世代の蚊取り器です。
世界中で10万台を超える大ヒット。光触媒効果と、
ランプで蚊をおびき寄せ、吸引ファンで確実に捕獲。
殺虫剤不使用、捕獲した蚊も内部に閉じこめて周囲を汚さないので、人と環境にやさしく、
薬剤を使わないので家畜・ペットにも完全無害のすぐれもの。

ガス等の補充も不要で、電源さえあれば即使える手間いらずの一台です。

ブラックホールRed＋
ロングセラーのブラックホールがさらにパ
ワーアップ！新たに、
ランプに蚊誘引波長
（365nm）を選択的に放射するUV-LEDラ
ンプ を 採 用 することにより、寿 命 は 約
30,000時間、消費電力はわずか5Wと、1日
24時間使って約10年間ランプをほぼ交換
することなく使用できるようになりました。
また、従来品の5～6倍の効果があります。

¥21,297

品番

37

蚊が捕れすぎてすぐに溢れてしまう、
そ
んなユーザー様のお声を得て、さらに
たくさん捕虫が可能な専用ネットをご
用意しました。

¥1,000

品番

7830

サイズ：縦550×直径220㎜ 生産国：中国
重量：155g JAN：4562123390131

00100894

サイズ：高さ310×直径250㎜ コードの長さ：約3000㎜ 生産国：韓国
重量：1925g/1350g（商品のみの重量） JAN：4573357390859
ABS樹脂

ブラックホール専用ネット

ポリ塩化ビニルコートメタルリング、布

ハエ成仏

“疑似エサのにおい”でハエを引き寄せる。
屋外仕様の捕虫グッズです。
成防虫剤を使っていないので、
人と環境にやさしく、
ハエ用殺虫剤なみの効果が期待できます。
“疑似エサのにおい”で家や納屋、
家畜、
大型ごみ収集箱などさまざまな場所からハエを引き
寄せて捕獲。
この疑似エサがすばらしい誘因効果を発揮し、ハエを強力に吸引します。

ハエ成仏
屋外のハエ対策に。
「ハエ成仏」は、世界各国のハエの多い地
域でも使われており、現在27ヶ国で使用されています。
※疑似エサの匂いが強いため、屋外にてお使いください。

¥1,830

品番

7840

サイズ：縦250×横230×幅10㎜（外袋）
生産国：南アフリカ共和国
販売元国：アメリカ合衆国
重量：165g JAN：718122326563
（エサ）炭水化物、
タンパク質、脂肪、
ミネラル、安定剤

韓国では、病院や飲食店など、
幅広く普及している、
エコロジーな捕虫器です。
イエバエ捕虫率98%！紫外線で誘引し、粘着テープで捕獲。ハエなどの不快な飛来害虫を

スマートに駆除します。ハエ取り器とはわからない見た目も魅力です。

SKY-F（スカイエフ）

SKY-F

室内用捕虫器です。ハエなどの害虫が好むとされる紫外線光線を
放出し、飛翔虫を誘引し、内部の粘着シートで捕獲する無音・無臭
の捕虫器です。人体や環境にも負荷をかけません。
ご家庭はもちろ
ん、オフィスやレストランなどにもぴったりです。韓国では、定額で
本体を貸出し、粘着シートを交換する事業も広がっています。

ブラックホール本体について
いる誘虫ランプは、寿命が約
5000～7000時間。新しいラン
プの別売りです。

¥19,800

品番

専用誘虫ランプ

E0054

¥1,480

サイズ：縦130×横500×高さ230㎜
生産国：韓国
重量：3235g/1500g(商品のみ）
JAN：4562123390346

サイズ：本体付属品 生産国：韓国
重量：本体付属品 JAN：4562123390063

ABS樹脂、
スチール

クォーツガラス

SKY-F

品番

EP0042

専用粘着シート
（5枚入り）

ブラックホール・ホワイトの専用粘着
シートの別売りです。
月2回程度の交
換がおすすめです。

※粘着シートには、貼り付き防止用に白い粉（原
材料：じゃがいも）がついています。

¥1,380

品番

EP0043

サイズ：本体付属品 生産国：韓国
重量：45g JAN：4562123390070
紙
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かえる印のナチュラルかとり線香シリーズ
天然素材100％。毎年大人気、売れ続けているかとり線香シリーズ。
天然素材100％、木の粉と除虫菊の粉末からできたかとり線香は、焚くとふんわり優しく、懐かしい香り。

けれども忌避効果は抜群。
その優しい香りと使い勝手の良さで、毎年口コミで広がり続けている、
弊社の大人気商品です。夏になったら、
「かえる！」が合言葉です。

かえる印のナチュラルかとり線香

30巻入り

明治時代から昭和30年代までかとり線香の主原料と して用いられ
た天然除虫菊を有効成分とした天然素材100％のけむりの優しい
かとり線香です。美しく花開く白菊が感じられる懐かしい香りです。
※防腐剤（ソルビン酸など）
・着色料は一切使用しておりません。

¥933

39

品番

7800

かえる印の天然除虫菊パウダー
不快害虫の対策に。パウダー状だから、
まくだけ簡単、
しかも優しく
とっても安全です。台所に突然現れてくるアリや天井に巣を作るク
モ。軒先や玄関にやってくるムカデ。安心素材で、台所、玄関、軒先、
庭先、物置に潜む不快害虫の防除が可能です。

¥1,080

品番

3400

サイズ：外箱：縦130×横130×高さ80㎜
製造：日本 除虫菊原料：中国
重量：452g JAN：4580174450017

サイズ：直径240×高さ80㎜
製造：日本 除虫菊原料：中国
重量：300g JAN：4580174450055

除虫菊粉末（ピレトリン）
・除虫菊粕粉・タブ粉末・
木粉・ヤシガラ粉末

除虫菊乾燥粉末（ピレトリン）

かえる印のハーブ・プロテクト
（120ml）

かえる印のフッ素加工せんこう皿

100％天然素材。
ノンケミカルの虫除けスプレー。製造時のアル
コール不使用を追求。独自開発の植物酵素とエッセンシャルオイ
ルをブレンドすることで、誰にも優しく、すがすがしい香りとしっかり
パワーを提供します。

かとり線香シリーズのせんこう皿。
フッ素加工なのでヤニがつきに
くく、汚れが取れやすいのでお手入れが簡単にできます。立ち消え、
異常燃焼や、受け皿が熱くなりにくい構造になっています。置いても
吊り下げても使用できる、室内・屋外両用タイプです。

¥1,314

¥880

品番

7860

品番

7825

サイズ：直径160×高さ80㎜
生産国：タイ国
重量：148g JAN：4580174450062

サイズ：直径140×高さ34㎜
生産国：日本
重量：145g JAN：4580174450048

シトロネラグラスエッセンシャルオイル・植物発酵
酵素（パイナップル、サトウキビ由来）
・純水

スチール（本体）、
ロックウール（ヘリ付きマット）

健康
グッズ

アルファウェーブ

現代人は、春夏秋冬「体の芯の冷え」
の環境で生活しています。
「冷えは万病の元」 ここから改善していきましょう！
健康の語源は、健体康心。安らかな心が健やかな体をつくります。
温かい心は体をほぐし、温かい体が心をほぐします。

アルファウェーブは、高レベルの遠赤外線であなたの体を芯から温め、循環をアップ。

深い眠りにつけるので、翌日にはスッキリとした気持ちで新たな1日をスタートできます。

いま一番大切にしたいのは、
イキイキとした心。

まずは、心と体を温めることからスタートしましょう。
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アルファウェーブ・スクエアパッド
ベッドルーム、
リビングルームなど、いろいろな生活シーンでやわら
かな活性光線につつまれ、全身リラックスできるアルファウェーブ・
スクエアパッド。
カラー＆サイズバリエーションも豊富です。
（スクエ
アパッド・Ｍサイズは、以前取り扱っていたパッド・シングルのリ
ニューアル版です。）

¥7,800

Sサイズ
ベージュ

品番

ER1547

JAN：4562123391497

ピンク

品番

MG1495

JAN：4562123393132

サイズ：約700×約1200㎜

Mサイズ
ベージュ

重量：約550g

¥18,000

ピンク

品番

ER1548

品番

MG1496

サイズ：約1000×約2000㎜

Lサイズ
ベージュ
ピンク

ベージュ
ピンク

JAN：4562123393149
重量：約1300g

¥22,000
品番

ER1549

品番

MG1497

サイズ：約1200×約2000㎜

LLサイズ

JAN：4562123391503

JAN：4562123391510
JAN：4562123393156
重量：約1500g

¥25,000
品番

ER1550

品番

MG1498

サイズ：約1400×約2000㎜

JAN：4562123391527
JAN：4562123393163
重量：約1800g

生産国：日本
表地：綿100％、遠赤外線加工不織布・中綿：ポリエステル100％、
（5層キルティング構造）

アルファウェーブ・パイルケット

アルファウェーブ・ウォームカーペット（TM）

軽くて肌触り最高。夏でも冬でもご利
用頂けます。吸湿性や速乾性に優れ、
やわらかな活性光線に包まれ、軽く
肌触りも抜群。夏はタオルケット、冬
は毛布感覚で。
また敷きパッドとして
もご利用いただけます。

リビングルームなど、いろいろな生活
シーンでやわらかな活性光線につつ
まれ 、全身がリラックスできるアル
ファウェーブ・ウォームカーペット（TM）。

¥20,000

品番

ER1551

¥36,600

品番

ER1546

サイズ：約1400×約2000㎜ 生産国：日本
重量：約1300g JAN：4562123391534

サイズ：約2000×約2000㎜ 生産国：日本
重量：約2500g JAN：4562123391558

表地（シンカーパイル）
：綿80％、ポリエステル20％、遠赤外線加工不織布・中綿：ポリエス
テル100％、
（4層キルティング構造）

表地：綿100％、遠赤外線加工不織布・中綿：ポリエステル100％、
（5層キルティング構造）

アルファウェーブ・ミニパッドS

アルファウェーブ・ポカぽん

腰やお腹を温めることが、リフレッ
シュの秘訣。
ジャストフィットするミニ
サイズのパッドです。

下着やサポーターの中やスリッパに
入れたり、
アイピローとしてもOK。薄
いので外にひびきません。

¥2,500

ベージュ

品番

MG0560

ピンク

品番

MG1499

JAN：4562123391480
JAN：4562123393170

サイズ：約210×210㎜
重量：約35g

生産国：日本

表地：綿100％、遠赤外線加工不織布・中綿：ポリエステル100％、
（5層キルティング構造）
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¥900

品番

MG1466

サイズ：約130×210㎜ 生産国：日本
重量：約10g JAN：4562123391657
表地：リオセル100％、遠赤外線加工不織布・中綿：ポリエステル100％、
（4層キルティング
構造）

アルファウェーブ・肩パッド
アルファウェーブ・肩パッド ロング
肩＆首にピッタリの形状です。
エアコンや冬の冷気で冷えやすい肩
と首の滞りをスムーズに。
肩パッド

¥3,900

品 番 00100168 JAN：4562123394719

肩パッド・ロング

¥5,900

品 番 00100520 JAN：4562123398687

サイズ：約 幅420×長さ350×厚さ5㎜ カラー：ベージュ 重量：45g

サイズ：約 幅440×長さ550×厚さ5㎜ カラー：ベージュ 重量：80g
生産国：日本

肩パッド

表地、裏地：ポリエステル100%、遠赤外線不織布：ポリエステル100%・中綿：ポリエステル
100%、4層キルティング構造

肩パッド・ロング

アルファウェーブ・ヨガマット
うれしいリバーシブルタイプ。両面にEVA樹脂加工を施し、すべり止
め力抜群です。嫌な臭いを抑える消臭機能がついてます。遠赤外線
で癒し効果もあります。丸洗いOKです。

¥13,800

チェリーピンク/コーラルピンク

品番

MG1391 JAN：4562123391565

チェリーピンク/マスタード

品番

MG1392 JAN：4562123391572

マスタード/コーラルピンク

品番

MG1393 JAN：4562123391589

サイズ：約650×約1800×約8㎜

重量：約1000g

生産国：日本

仕様：4層キルティング構造（リバーシブル） 表地：オックス生地（綿100％）+ EVA樹脂す
べり止め加工/遠赤外線加工不織布（ポリエステル100％）/中綿（ポリエステル100％）
表地：オックス生地（綿100％）+ EVA樹脂すべり止め加工

アルファバン ゴールド
（30粒）
リフレッシュしたい部分（肩や背中、腰や足）に1個から数個貼って
下さい。貼ったまま上から押していただくと、半球の玉部分で効率よ
くリラックス感をもたらします。
アルファウェーブの効能がピンポイ
ントで体感できます！

6粒/1シート×5シート

¥2,000

品番

00100483

サイズ：アルファバンΦ6.5㎜×厚さ2㎜/個 貼り付けテープ19×21㎜
［個装］横71×縦125×厚み8㎜ 生産国：日本 重量：10g JAN：4562123398311
突起部：樹脂、ポリプロピレン100％ 絆創膏部：基布/綿100％ ゴム部：天然ゴム100％
接着剤：ポリテルペン樹脂40％、
テルペンフェノール樹脂59％、
その他1％

アルファウェーブ・アイマスク
パソコンやスマートフォンでの目の
疲れを癒しましょう。
ゴムベルトが調
節できますので、お好みの大きさで
使用頂けます。

¥2,400

品番

00100169

サイズ：幅190×長さ95×厚さ5㎜ 生産国：日本
カラー：チャコールグレー 重量：15g JAN：4562123394726
表地：ポリエステル100%（キル卜部分）
・表地、裏地：ポリエステル100%・遠赤外線不織布：
ポリエステル100%・中綿：ポリエステル100%、表地+4層キルティング構造
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禅チェア

これまでの椅子理論を完全にくつがえした、
集中型チェアー“禅チェア”
座るだけで自然に背筋が凛とし、美しく健康的な本来の姿勢となる、禅チェア。骨盤が前後左右に動いて体重移動することによ

り、特定箇所の偏り緊張や疲労を除去します。理想的な椅子というものは、
このように自然調整機能を活発化させて、疲れにくい

だけでなく不自然な癖をつけません。
さらに、半強制的に自然な状態に戻す矯正作用があります。健康にはこの事が実に大切な

働きなのです。
「禅チェア」
は、安息用とは逆で、集中型の椅子です。勉強や仕事に究められた椅子です。
また、
日本工学グッドプラ

クティスデーターベース人間工学デザイン部門に登録されました。

禅チェア
座禅の精神統一の手法を取り入れた、新理論。姿勢を正して、作業
効率＆人生の質を大幅アップ！
「禅チェア」は、安息用とは逆で、集中
型の椅子です。勉強や仕事に究められた椅子です。

¥27,800
ブラック

品番

MG0024

JAN：4562123390209

ブラウン

品番

MG0172

JAN：4562123390230

ネイビー

品番

MG0025

JAN：4562123390216

レッド

品番

MG0026

JAN：4562123390223

サイズ：
（外寸）W535×D575×（座H）410～515（背H）745～850㎜
（背面）W450×H350㎜、
（座面）W465×D350㎜、
（脚部）Φ560㎜
重量：8200g 生産国：台湾製
（張地）ポリエステル100%、
（クッション部）成形ウレタン、
（キャスター）
ナイロン、
（脚部）
ス
チールクロムメッキ
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Mysa（ミーサ・マット）

寝転ぶだけで、簡単リラグゼーションタイム
Mysa（ミーサ）
とは、
スウェーデン語で｢ここちよい｣｢あたたかな｣という意味。
この言葉のとおり、
ミーサ・マットに寝転ぶだけで、

マットについた約7,000のヒーリング突起が、
まるでマッサージをうけているかのような、
心地よいリラクゼーションの時間を実現します。

ベーシック・ミーサ

ミーサ・ピロー

ミーサの原点、
オリジナルマット
ミーサの探求に裏付けられた約7,000のピ
ラミッド型ヒーリング突起が、エネルギー
ポイントを刺激し、真のリラクゼーションと
癒し
（ヒーリング）
をもたらします。

サーモヒートの癒しと柔らかな刺激
じんわりとしみこむ温かさが、ヒーリング突起の効果をより一層高
めます。温めても、冷やしても、
また、背中の上部や肩・首をはじめ、
腰や足などにもお使い頂けます。
付 属 の マジックテープで、どの
ミーサ・マットとも繋げてご利用
頂けます。

¥9,800

品番

MG9086

サイズ：縦750×横450×厚さ30㎜
生産国：イタリア 重量：580g JAN：4580174450079
[生地]100％綿 [ヒーリング突起部分］ABS樹脂 [クッション]ポリウレタン

¥9,800

品番

MG9087

サイズ：縦430×横235×厚さ50㎜
生産国：イタリア 重量：370g JAN：4580174450086
スパイク・カバー：[生地］綿100％[ヒーリング突起部分］ABS樹脂
98%、
スパンデックス2％ [中身］
スペルト麦殻

クリスタル・ミーサ

ヨーガ・ミーサ

指圧マットとクリスタル・ヒーリングの融合
で、
身体と魂の調和を
スモーキー・クオーツ、
アメジスト、サンス
トーン、
シトリン、
ローズ・クオーツの5種類
のパワーストーンをセットしました。

日々、
ヨガなどの自宅トレーニングに取り組
む人たちへ
自宅でのヨガトレーニングや、
ストレス軽
減、柔軟性の向上に真剣に取り組む人た
ちに向け、指圧マットとヨガの融合を提案
します。

¥11,800

品番

MG9089

サイズ：縦750×横450×厚さ30㎜
生産国：イタリア 重量：580g JAN：4580174450109
[生地］綿100％[ヒーリング突起部分］ABS樹脂[クッション］ポリウレタン[パワーストーン］
：
スモーキー・クオーツ、
アメジスト、サンストーン、
シトリン、
ローズ・クオーツ

¥11,800

品番

ピロー本体：[生地］綿

MG9090

サイズ：縦750×横450×厚さ30㎜
生産国：イタリア 重量：730g JAN：4580174450116
[生地］
100％綿[ヒーリング突起部分］
ABS樹脂[クッション］
ポリウレタン[ヨガベルト］
綿100％
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電磁波対策
商品
市場には多種多様な電磁波対策商品が溢れています。弊社ではこれらの商品の中から商品を厳選し、
これを適切に大きく分け
て2つに区分してご案内致します。ニーズは多種多様にあり、お客様が希望される商品を適切に選択される一助になる情報に
なればと願っています。

プレマオリジナルの思考方による電磁波対策商品の区分表

タイプA

タイプB

物理的電磁波カット・低減系
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ハイレベルエネルギー・高波動付加系

現時点で到達している現代科学で
明快に機序が説明できる

科学

現時点で到達している現代科学で機序が説明できない
または説明が非常に困難である

電磁波メータによって、確実に有害電磁波
（電場・磁場）
の低減が確認できる

メータ

電磁波メータによって、確実に有害電磁波
（電場・磁場）
の低減が確認しにくい/出来ない

その商品を利用した場合に電磁波の害が
低減している何らかのデータがある

データ

その商品を利用した場合に電磁波の害が
低減している何らかのデータがある

有害電磁波そのものをブロックしたり、
アースしてり、遮蔽したりするのも

方法論

その商品を利用した場合に電磁波の害が
低減している何らかのデータがある

導電対による遮蔽/アースを簡単にとるもの/
住宅や家電製品そのものの改良

種類

遠赤外線/マイナスイオン/ハイレベルエネルギー/
ゼロ磁場などと呼ばれるもの

明快である

説明

複雑で困難である

エルマクリーン/らくなちゅらるカーペット/
ヘンプバット/オールアース住宅など

商品

セラミック類/鉱石類/炭類/
特殊加工類/天然繊維類など

なぜ2つのタイプを展開するのか？

1

タイプAの商品群だけでは対応できない
厳しい状況が存在する場合がよくあるため

タイプAの商品群は対象物の有害電磁波を明確に減らしたり
カットできたするが、たとえば人間は移動することが常のため、
移動中に対策出来なかったり、広範囲が有害電磁波に汚染され
ているために局所の対処では済まない場合や、携帯電話のよう
に遮蔽していまうと機能を果たさなくなる場合もある。

2

科学的未解決の事象であっても試したい
という新しい時代のニーズが存在するため

タイプBの商品群は、
まだ広く学術界で認知されていない技術
や説明を有するものだが、
こういった新しい技術を使って人体
などへの影響を減らしたいとするニーズが日増し高まっている。
ただし、電磁波メーターで検証できないようなことをするのは
全く無意味とする説ものあることは事実である。
それで必要なこ
とは、
それらについてを明確に区分し、説明することは必須であ
ると考えるため、
この区分表を提供している。

電磁波対策表に関するQ&A

Q. 私は結局タイプA/Bのどちらを選んだらいいですか？
もしお客様が科学的な根拠を必要とされているのなら迷わずタイプAをご選択ください。正しく活用すれば、客観的に電磁波の低減を測定す

ることができます。科学的根拠や電磁波メータなどによる結果よりも体感を大切にされたい方はA/Bどちらでも構いません。
またいろいろな方
法を駆使して有害電磁波かた身を守りたい方には、対策したい対象物に合わせ、両方を組み合わせてお使いになることをお勧めします。

Q. 私は既に電磁波過敏症状を訴えていますが、
どうづればいいですか？
この場合には有害電磁波がアレルギーの原因になっていることがはっきりしているわけですから、受ける電磁波の総量を劇的に減らすために

もタイプAによる対策からおはじめください。かなりの変化が体感されると思います。外出時やどうしてもアース出来ない対象物がある場合に
は、
タイプBの商品も少しづつで構いませんから試してみられることをお勧め致します。Bの商品によっても体が楽になるようでしたら、ぜひい

ろいろの対策を複合的に行ってください。私たちの願いは過敏症の方が快適な状態を作り出すことです。

Q. タイプBは読んでいるだけで怪しそうに感じるのですが？
そうお感じになるのも無理はありません。学術的に広く認められている商品群ではないからです。ただ、
どんなことでもそうですが、当初、異端

的に受け止められるものでも後に広く認められることが過去たくさんあったことも事実です。ただ、今は無理をなさらず、電磁波そのものが低

減されるタイプAの商品でまずご自身の体を守られてみてはいかがでしょうか。本質的に云えることは、私共はそのお客様が望まれないものを
無理に購入されることが残念でなりません。
これについてはトップページの「プレマとつきあう人5箇条」
をご参照下さい。

Q. 電磁波には有害性はないという議論をよく聞きますが？
確かにそのような論調を聞くことはよくあります。諸説が乱立することは私たちの住む社会が資本の原理で動いていることから無理もないこと

と思います。
これに対する答えを強く主張してぎすぎすした状況を作り出すことは私たちの本望ではありません。お客様ご自身が五感の感度を
高めて頂いて、お感じになることがその方にとっての事実かと思います。何の影響も感じていないのに無理に危険だと思うことも必要ないと考

えます。ただ、昔に比べて遙かに電気を使ったものがたくさん溢れており、
それに関係して運ばれる電力の総量も飛躍的に増えています。
これ
が人体にとって自然であるかといえば、私たちにはそのように捉えることはかなり困難だと云えます。

電磁波対策商品の区分表の著作権は、
プレマ株式会社および中川信男に帰属しています。
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アポロ科学製品
どの商品をどこへ、
どのように使ったらいいのか図解します。
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シンムーンで家全体の配線を
改善した後はコンセントタイプ
で気になる機器を個別に改善。

空間の改善ならこの商
品。よりハイグレードな
改善を望まれる方に！
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アポロ製品

電磁波対策商品

タイプB

弊社のロングセラー商品！お家の中や外出時の電磁波対策に。
電気の質が変わるコンセントやシール、
身につけることで電磁波の対策ができるアクセサリー。有害な電磁波を有益に。
電気の質を変えることで生まれる、
心地のよい毎日が訪れます。

最初は半信半疑のお客様も、使っていただくと納得の使い心地。一度使うとさらに欲しくなる、大人気のシリーズです。

コンセント
アルファ・ジーニアス 2.0

ベータ・ジーニアス Light 2.0

有害な電磁波を有益に。
コンセントを変えるだ
けで快適な暮らし空間へ。さすだけで家庭の
電化製品がグレードアップ！の魔法のコンセン
トです。
コンセントにさしがアルファジーニアス
に、電気製品をつなぐだけでOK！ドライヤー、
洗濯機、電子レンジなどなど。
しかもメンテナ
ンスフリー、半永久的にお使いいただけます。

2ピンの3口コンセントで、同時
に電化製品を繋ぎ、ハイレベル
エネルギー化します。

¥6,000

¥14,000

SW0001

品番

サイズ：95×46×29㎜（差込金具除く） 生産国：日本
重量：75g JAN：4562123390377
ユリア樹脂、ポリプロピレン

銅合金・ABS樹脂

ベータ・ジーニアス 2.0
3ピンの4口コンセントで、PC、
モニタ、
モ
デム、ルータなど一通りつなげることが
可能です。同時に4つの電気製品をハイ
レベルエネルギー化、3ピンプラグにも
対応です。
オーディオ好きの方からも、音
の生々しさの純度が増すと好評です。

¥24,000

品番

SW0002

サイズ：215×45×25㎜ コード長 3m
重量：560g JAN：4562123394269

生産国：日本

耐熱ABS

アポロSynmコンセント
シンプルなコンセントをお求めの方に
アポロのSynm技術を使ったコンパクトな
コンセントです。従来のライトをひかりの
純度が高いLEDに切り替えて、
さらにハイ
レベルエネルギーになりました。色はお
好みでお部屋に合わせてお選び下さい。

¥6,477
夜明け ブルー

品番

SW0097

JAN：4560410845135

春めき グリーン

品番

SW0098

JAN：4560410845128

サイズ：27×47×26㎜（差込金具除く） 生産国：日本
ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂
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品番

SW0003

サイズ：3口タイプ・2ピン用 コード長 3m
重量：350g JAN：4562123390391

重量：40g

生産国：日本

アポロ シン ムーン / アポロ シン サンサンムーン / アポロ イーシン
アポロ・シン・ムーン

アポロ シン サンサンムーン

分電盤に貼るだけで、
そこから配線されている
お部屋の電気の質が変ります。その他、
コンセ
ントからの電磁波対策ができないＩＨクッキ
ングヒーターなどにも最適です。

大好評のアポロ・シン・ムーン
（旧名称）に携帯
電話用が登場！アポロSynmサンサンムーン
15㎜タイプは、携帯電話のバッテリー部に挟
み込むだけでOK！

①直径30㎜タイプ
（2枚）

¥13,334

品番

②直径50㎜タイプ
（1枚）

¥13,334

品番

3枚セット
（①＋②）

¥24,762

品番

サイズ：厚み0.5㎜

重量：2g（1枚） JAN：4560410844022

サイズ：厚み0.5㎜

サイズ：上記参照

重量：約5g

JAN：4560410844015

JAN：4560410844039

SW0009

※両面テープ2枚入り。
※挟み込めない機種の場合、両面テープで貼り付けてご使
用ください。両面テープで貼り付けた状態でも効果は変わり
ません。

SW0010

直径15㎜タイプ
（1枚）

SW0011

直径15㎜タイプ
（3枚）

生産国：日本

サイズ：厚み0.2㎜

サイズ：厚み0.2㎜

重量：0.2g

¥4,000

品番

¥10,000

品番

JAN：4560410844114

JAN：4560410844121

SW0015

SW0016

生産国：日本

チタン、純金、特殊触媒

チタン、純金、特殊触媒

アポロ・eSYNm～イーシン～
携帯電話やタブレット、ゲーム機に貼りつけるだけで、気分を害す
る電磁波エネルギーを心地よいエネルギーに。

ゴールド
（1枚）
サイズ：25×40㎜

シルバー
（1枚）
サイズ：25×40㎜

¥8,000

品番

¥8,000

品番

00700848

重量：150g（パッケージ込み） JAN：4560410844213
00700849

重量：150g（パッケージ込み） JAN：4560410844220

生産国：日本

【ゴールド】
チタン、金箔、
アポロ特殊触媒 【シルバー】
チタン、銀箔、
アポロ特殊触媒
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アポロ製品
アポロ プリマシン ペンダント＆ブレスレット/アポロ シン サイセイ
アポロ プリマシン ペンダント
（男性用）

アポロ プリマシン ペンダント
（女性用）

外出時の電磁波対策に！便利なペンダントタ
イプ 男性用｡外出時もオシャレに電磁波対策
をしましょう。色はお好みで。

外出時の電磁波対策に！便利なペンダントタ
イプ 女性用｡外出時もオシャレに電磁波対策
をしましょう。色はお好みで。

¥28,000

¥28,000

グレー

品番

SW0047

JAN：4560410847122

グレー

品番

SW0050

JAN：4560410847023

ブルー

品番

SW0048

JAN：4560410847115

ブルー

品番

SW0051

JAN：4560410847016

サイズ：ヘッド Φ12㎜/チェーン 長さ 650㎜

ヘッド：チタン、
チェーン：丹銅（銅90％、亜鉛10％）

重量：145g

生産国：日本

重量：150g

アポロ プリマシン ブレスレット
（男性用/女性用）

アポロ シン サイセイ

外出時の電磁波対策に！身につけやすい
ブレスレット
外出時もさり気なく電磁波対策をしましょう。
普段アクセサリーをあまりつけないという方
でも、他にアクセサリーをつけたい場合に
も、
気軽にご使用いただけるアイテムです。

外出時の電磁波対策に！
人体に干渉する電磁波を有益なものに変えま
す。
また、水や土地をエネルギー化することも
できます。

［男性用］
ブルー

品番

SW0053

JAN：4560410847610

［男性用］
ネイビーブルー

品番

SW0054

JAN：4560410847627

［女性用］
ブルー

品番

SW0055

JAN：4560410847511

［女性用］
ネイビーブルー

品番

SW0056

JAN：4560410847528

サイズ：205㎜
サイズ：206㎜
サイズ：175㎜
サイズ：176㎜

チタン

生産国：日本
生産国：日本
生産国：日本
生産国：日本

生産国：日本

※効果の感じ方には個人差があります。

¥40,000
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サイズ：ヘッド Φ12㎜/チェーン 長さ 440㎜

ヘッド：チタン、
チェーン：シルバー925

¥19,000

サイズ：Φ25㎜
チタン

品番

SW0020

生産国：日本

重量：36g

JAN：4560410843018

エネルギーサポート
なんだか不思議？でも本物！そっとあなたをサポートします。
アポロ加工を施した、贅沢なエネルギーサポートシリーズ。

腹巻きやサポーター、
チタンカードやセラミックは、上質なエネルギーで日々をサポートしてくれます。

かわいらしい招き猫シリーズは、
玄関やお部屋、
もちろんギフトとしても。
アポロ加工で、
他にはないすばらしい招き猫が生まれました。

魔法のサポーターシリーズ
基本素材に天然の遠赤外線放射物質の微粉末粒子を練り込んで遠
赤外線繊維にし、
さらに アポロ特殊触媒加工を施しています。人の
体のなかでも特に大切な、おなか、腰、膝、肘をしっかりサポートし
ます。

アポロ腹巻

¥13,000

品番

SW0017

実寸サイズ：248×600㎜（伸縮性あり）ウェスト：60～90㎝対応
重量：125g JAN：4560410848013

アポロ膝サポーター

¥6,000

品番

SW0018

実寸サイズ：96×316㎜（伸縮性あり）
重量：45g JAN：4560410848020

アポロ肘サポーター 2.0

¥4,000

品番

SW0019

実寸サイズ：70×192㎜（伸縮性あり）
重量：25g JAN：4560410848037
生産国：日本

ポリエステル67%、綿29%、ポリウレタン4%

アポロシンチタンカード/アポロ・セラミック
アポロシンチタンカード

アポロ・セラミック 2.0

いつでもどこでもエネルギーを取り入れられ
ます。名刺サイズのカードで便利なアポロ製品
です。小さくてもエネルギーは充分。ポケット
や名刺入れに入れたり、上に物を乗せたり、
さ
まざまな場面でお使いいただけます。

お水にいれたり、炊飯器で使っ
たり、用途はいろいろ！ふっくら
おいしいご飯に炊きあがりま
す。お風呂にいれても、
リラック
スタイムが楽しめます。

①ブルー

サイズ：55×89×0.7㎜

②グレー

サイズ：55×89×0.7㎜

2枚セット
（①＋②）
サイズ：上記参照
生産国：日本

チタン

¥22,000

品番

¥22,000

品番

¥39,600

品番

重量：17g

重量：17g

重量：34g

JAN：4560410843223

JAN：4560410843230

JAN：4560410843216

SW0057

レギュラー
（あめ玉型）

SW0058

特殊 丸型

SW0059

特殊

サイズ：直径24㎜

重量：20g

サイズ：Φ60×12㎜

サイズ：Φ60×12㎜

¥3,000

品番

¥15,000

品番

¥15,000

品番

JAN：4560410843117

重量：65g

重量：65g

JAN：4560410843131

JAN：4560410843124

SW0006

SW0046

SW0007

生産国：日本

セラミック
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アポロ製品
アポロシン招き猫
アポロの特殊加工を施した九谷焼のかわいらしい招き猫たちが福
を招きます。
プレゼントにもぴったり。
九谷焼の招き猫にアポロの技術をプラスしました。縁起物の招き猫
にアポロの技術でさらに福がアップしそう。サイズや色などお気に
入りの子を見つけてください。
右手を挙げている招き猫は金運を招き、左手を挙げている猫は人
を招くといわれます。昔ながらの招き猫は三毛猫や白猫、黒猫が一
般的ですが、最近では、
さまざまな色が登場しています。

大

三毛（右）

サイズ：約145×80×65㎜

三毛（左）

サイズ：約145×80×65㎜

中

白
（右）

サイズ：約70×48×45㎜

金（右）

サイズ：約70×48×45㎜

黒（左）

サイズ：約70×48×45㎜

ピンク
（左）

サイズ：約70×48×45㎜
生産国：日本
九谷焼
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小判のり

¥15,000

品番

¥15,000

品番

SW0060

白
（右）

SW0061

ミニ

重量：355g

JAN：4560410842011

重量：355g

JAN：4560410842028

サイズ：約95×65×56㎜

赤

サイズ：約30×17×15㎜

¥9,000

品番

¥9,000

品番

¥9,000

品番

¥9,000

品番

SW0062

緑

SW0063

黄

SW0064

青

SW0065

金

重量：75g

JAN：4560410842226

重量：65g

JAN：4560410842219

重量：70g

JAN：4560410842233

重量：70g

JAN：4560410842240

サイズ：約30×17×15㎜
サイズ：約30×17×15㎜
サイズ：約30×17×15㎜
サイズ：約30×17×15㎜

¥12,858

品番

¥3,600

品番

¥3,600

品番

¥3,600

品番

¥3,600

品番

¥3,600

品番

重量：170g

SW0071

JAN：4560410842110

SW0066

重量：5g

JAN：4560410842325

重量：5g

JAN：4560410849072

重量：5g

JAN：4560410842349

SW0067

SW0068

SW0069

重量：5g

JAN：4560410849058

重量：5g

JAN：4560410842318

SW0070

地場・空間改善
生活空間をまるごと快適に！土地も車の中もイヤシロチ
土地にさすだけ、置くだけ。
お部屋に置いておくだけで、土地全体がハイエネルギーを放出する場になる、

アポロの独自技術を屈指した、
ロングセラーシリーズです。

“イヤシロチ”という言葉の認知が広まってきた今、多くの方が待ち望んでいる、本物です。

アポロ・シン・シン 4
カーバッテリーに装着すれば、マイカー
が快適空間に！
※ハイブリッドカーへの取り付けはできません。

¥30,000

品番

SW0096

サイズ：本体 Φ8×88㎜ 生産国：日本
重量：32g JAN：4560410846026
チタン、端子は無酸素銅

光波動コースター 2.0
「光波動コースター」の上に直接乗せたり、お部屋に置くだけでイキ
イキ快適に。
コースターの光を、水や食べ物に照射し、それを飲食
することで、ハイレベルエネルギーを体に取り入れることが出来ま
す。
また、年中コンセントにつないでおくことで、ハイレベルエネル
ギーを放出する場をつくることが出来ます。

¥58,334

グリーン

品番

SW0012

JAN：4560410845029

パープル

品番

SW0013

JAN：4560410845012

サイズ：Φ88×24㎜

プラスチック樹脂

重量：320g/70g（商品） 生産国：日本

アポロ Me Light（ミーライト）
ミーライトの光は紫外線のない太陽のエネルギーです。
この太陽の
エネルギーで空間の気配を高め、爽やかで呼吸しやすい空間を作
ります。心身の癒やし、心地よい環境作りなどさまざなシーンでご使
用ください。

¥260,000

シャンパンゴールド

品番

00700824

JAN：4560410845500

レッド

品番

00700825

JAN：4560410845517

ブルー

品番

00700826

JAN：4560410845524

サイズ：100×100×14㎜

重量：本体約140g、充電器約75g

生産国：日本
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アポロ製品

アポロフィールダー ロイヤルsynm-Weft
ブルーとゼロの両方の性質を持つフィールダー。
自然本来のバラン
スを持つ『フリーエネルギー』
を放射し、場に働くエネルギーに改善
します。
『フリーエネルギー』
とは全ての物質や生命の源となる力で
す。バランス良く調和し、全てを整えてくれるエネルギーです。土地
や一戸建て、建物全体の本格的なエネルギー改善には大を、お部
屋や大までは必要としないレベルのエネルギー改善には小をご活
用ください。
大

サイズ：Φ約30×260㎜

小

サイズ：Φ約30×190㎜

¥300,000

品番

¥170,000

品番

00700592

重量：約482g

JAN：4560410841403

重量：約300g

JAN：4560410841441

00700608

チタン・磁石・特殊有機質体・無機質体

アポロ・ピッコロ・シン
『フリーエネルギー』
とは全ての物質や生命の源となる力です。バラ
ンス良く調和し、全てを整えてくれるエネルギーです。ロイヤル
synm-Weftと同じ特徴ですが、持ち歩きしやすく、携帯サイズにしま
した。

¥90,000

品番

00700594

サイズ：本体 Φ18×74㎜ 生産国：日本
重量：75g JAN：4560410841434
チタン、磁石、特殊有機質体、無機質体

アポロ・サン・ピラー ドーム型
アパートやマンションに最適！置くだけイヤシロチ。
「アパートorマン
ションなどでフィルダーを埋められない」そんな声にお応えして作
られたお部屋版フィルダーといえる製品。お部屋の気になる場所に
置いてください。
フィルダー小と同程度のパワーを発揮します。
ブ
ルーは右螺旋のエネルギー、ゼロは浄化のエネルギー。セットで使
うとより効果的です。

¥90,477

ブルー

品番

SW0093

JAN：4560410843315

ZERO

品番

SW0094

JAN：4560410843322

サイズ：Φ50×35㎜

チタン
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重量：330g

生産国：日本
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お気軽に
ご 要 望 く だ さ い！
サンプルや見積書のご要望がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

みなさまからのお問合せ心よりお待ちしております。

TEL：050-5846-6682 FAX：0120-641-828
E-mail：e@prema.co.jp 担当：岸江、矢吹

プレマ 卸
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検索

プレマ株式会社宛 ファックス発注用紙
年
住所

月

FAX：0120-641-828

日

〒

会社名
TEL
FAX
■納品先
住所

〒

会社名
TEL
納品日
お支払い方法
商品番号

月
代金引換

日 （
／

）

銀行振込（前払い） ／ 日締め
商品名

日払い（初回はお選びいただけません）
@単価

注文数

小

計

消費税（8％）
合計金額

■その他連絡事項
【卸ご発注】分として、
ご注文承ります。
（プレマ株式会社）

＜送料について＞

食品のみ【卸売価格で税別3万円以上送料無料、卸売価格で税別3万円未満は発送梱包数×1080円（税込）】となります。
雑貨のみ、
雑貨を含むご発注
（食品+雑貨）
の場合
【卸売価格で税別2万円以上送料無料、
卸売価格で税別2万円未満は発送梱包数×1080円
（税込）
】
となります。

スタッフ紹介
Staﬀ int�oduction

■ 企業様コンサルティングセクション

岸江 治次

Har�tsug� Kishie

はじめまして、企業様コンサルタントの岸江治次です。
膨大な情報や様々な商品が錯綜し、氾濫する中で、弊社は真にお客様が喜んでいただける商品の
みを取り扱うことで、皆様の業績向上に寄与したいと思っております。何を基準に選べばよいのか、
価値観の揺らぎが発生している今だからこそ、
できるだけ多くの方に本物の価値を提供したいと考
えています。真剣かつ情熱にあふれたメーカーが提供する“ほんもの”は継続的な業績向上に寄与
するだけではなく、
プロセスに於いて関わる全ての人を幸福に導いてゆくチカラがあります。
ダイレ
クトにフィードバックを受けてきた過去の経験から培った、お客様の喜びに比例して業績を上げる
弊社の手法はきっと御社のお役に立てるものと確信しております。
まだ見ぬ、本物を志向する多く
の方々との出会いを求めて、意識を共有できる新たなご縁がありますことを期待しております。
そし
て更なる感謝の和を共に広げたいと考えております。弊社の製品や理念にご興味、
ご関心のある方
は、お気軽にお問い合わせをお願いします。

山口 勝弘

Katsuhiro Yamag�chi

はじめまして、企業様コンサルタントの山口勝弘です。
弊社では、通常「法人営業部」
と称する部署を
「企業様コンサルティングセクション」
と称しておりま
す。
これは単なる
（一方的な）営業ではなく、お客様と叡智を共有してお互いの事業の成長・繁栄を、
さらには個人の成長・繁栄を目指すためです。
それには取り扱わせて頂く製品が「ほんもの」
である
ことは言うまでもなく、弊社では創業以来厳しいチェックをし、本物の製品つまりお客様が真から喜
んで頂ける製品しか取り扱っておりません。
これがお客様、お取引先様への信用・信頼につながって
おります。弊社の理念をご理解頂き、貴社様と末永いご縁が出来ることを心より楽しみにしておりま
す。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

矢吹 香苗

Kanae Yabuki

はじめまして、企業様コンサルタントの矢吹香苗です。
弊社の取扱商品にご関心賜りましたこと、
まずは心より御礼申し上げます。ありがとうございます。
弊社に企業様コンサルティングセクション
（営業）ができてから2年とすこし。やっと、小さな歩みが
大きな一歩に変わりつつあると感じています。
自然食品業界に長く携わってきた私たちは、真摯に
誠実に商品を選定しお届けすることで、ユーザー様から大きな信頼と、たくさんの嬉しいお声をい
ただいてきました。
そして、
その中で感じつづけてきたこと。
それは、弊社の取り扱っている商品を必
要としている人が、世の中にはもっといらっしゃるのではないか、
ということです。ほんとうに良いも
のは、
日常にほんの少しあるだけで、
日々を豊かに、からだと心を明るく彩ってくれます。だから、手
にとっていただくキッカケは何でもいいと思っています。“かわいい”から、“おしゃれ”だから、“おい
しそう”だから、
そして、何かに困っているから、など。何でも良いんです。少し手を伸ばしたら、ほん
の少し気がついたら、当たり前にある幸せを、ひとりでも多くの方にお届けしたいと思っています。
取扱商品にご興味がございましたら、ぜひお気軽にお声がけいただけますと幸いです。
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■ 輸出入セクション

久野 真希子

Makiko Kuno

はじめまして、輸出入セクション担当の久野真希子です。
弊社商品に、
ご興味ご関心をお寄せいただきまして、
ありがとうございます。
カタログを通じて、
ご縁
を戴けました事に感謝いたします。
「日本」
というすばらしい国の中に眠る、
ちょっと、
もっと、人を幸
せにする商材を発掘するのが、弊社国内での商品開発だとしたら、世界各地に眠る、
「日本人」を
もっと幸せにする商材を発見し、御社に、
そしてその先のお客様にお届けするのが私達輸入チーム
の仕事です。異なる文化で育まれるすばらしい商品たちの間には、言葉を超えた共通点を見出せま
す。
それは、商品の背景にある
「人」の真摯なものづくりへのこだわりであり、愛情です。
この共通点
が見出せない商品を、弊社から皆様にご紹介することはありません。弊社だからこそご紹介できる
輸入商品ばかりです。
ご質問、
ご要望ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■ プロモーションセクション

小泉 由紀

Yuki Koizumi

はじめまして。
プロモーションセクション、
プロモーターを担当しております小泉由紀と申します。
全国百貨店様、お取引様の店舗などにて、お客様に弊社の商品のご紹介と販売の担当させていた
だいております。弊社が厳選し、取り扱っております商品を通して、お取引先様と共に、お客様に心
身共に健康で豊かな生活を提供できるよう最善を尽くします。弊社の商品をご愛顧いただく方々
が、
ますます健康になり、喜びとしあわせに満ちた生活をおくって下さいます事を心より願っており
ます。そして、
しあわせの輪がどんどん拡大し、更に進化し変容し続け、弊社に繋がる全ての方々と
共に、成長していきたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。
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＜ミッション & ヴィジョン＞
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会社概要

和 文 商 号
英 文 商 号
所

在

地

プレマ株式会社
Prema Inc.
【京都オフィス
（総括本部）】
〒604-8331 京都市中京区三条通猪熊西入御供町308
ご注文専用ダイヤル：0120-841-828 ご注文専用FAX：0120-641-828
その他のご用件：050-5846-6680
【東京オフィス
（東京支社）】
〒106-0031 東京都中央区八丁堀2丁目19-7

佐藤ビル5F

【本社・創業地・ショールーム】
〒616-8125 京都府京都市右京区太秦組石町10-1
【鳳物流センター】
〒593-8323 大阪府堺市西区鶴田町28-7 プレマ株式会社

鳳物流センター

【上海本物实业有限公司】
中国上海斜土路2601弄T2幢2D室 嘉汇广场
【株式会社オルタナティブファーム宮古】
〒906-0305 沖縄県宮古島市下地与那覇53
資
本
代
表
創
設
従 業 員

金
者
業
立
数

8,000万円
代表取締役 中川信男
1999年2月11日
2001年3月7日
43名（社員、パート、契約社員含む）

主 要 事 業

インターネットによる自然食品等の通信販売
自然食品等の卸売業
自然食品等の輸出業
自然食品等の企画・開発・コンサルティング 他

取 扱 商 品

有機自然食品・無農薬自然食品・健康食品・ナチュラルスキンケア
有害電磁波過敏症や化学物質過敏症に対する生活雑貨
エコロジー対応商品
個人の能力開発に関する商品等総計10,000アイテム以上

商品取扱基準

1 自然・健康・環境をすべて満足させる商品群であること。
2 三方良し 顧客・取引先・自社のすべてが満足するものであること。
3 誰も、何をも害さないこと。

主 な 展 開

日本国内（一般顧客・医療機関・デパート・自然食品店・建設関連等）
海外輸出入（欧州各国・米国・韓国・中国・インド・タイ・小売は全世界向け）

年

2004年度決算
2005年度決算
2006年度決算
2007年度決算
2008年度決算
2009年度決算
2010年度決算
2011年度決算

商

主要取引先

約8.7億円（2005年2月実績）
約9.9億円（2006年2月実績）
約11.9億円（2007年2月実績）
約13.3億円（2008年2月実績）
約13.8億円（2009年2月実績）
約14.3億円（2010年2月実績）
約15.1億円（2011年2月実績）
約16.2億円（2012年2月実績）

（株）
オーサワジャパン／ムソー
（株）／（株）三越伊勢丹ホールディングス／
（株）大王商会／（株）
シナジーカンパニージャパン／（株）
レジナ
など国内約300社および個人、海外取引約30社
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［業者様専用ダイヤル］

TEL：050-5846-6682
FAX：0120-641-828
E-mail：e@prema.co.jp

