
※発注前にご確認ください 　　　　　　　入荷＆欠品状況 2015.5.22

カード レインボーエンジェルズクリスタルカード 5月28日発売予定

雑貨 エンジェルウィングイヤホンジャック 入荷済

カード ホツマふとまに128カード 入荷済

神様の言魂カード 入荷済

書籍 『からだの傷みはこころのサイン』 入荷済

『魔術師のトートタロット』 入荷済

『鏡リュウジのタロット占い』 入荷済

魔法のヒーリングキャンドル 各種 再入荷済

プチグラスキャンドル 各種 再入荷済

フロスティ・クリスタル・キャンドル 各種 再入荷済

オラクルカード 女神のガイダンスオラクルカード 再入荷済

セイクリッド・アロマカード 再入荷済

ミスト／スプレー ゴッデスオイル各種 再入荷済

書籍 『ヨーガバイブル』 再入荷済

その他 アバロンシェル 再入荷済

オラクルカード 日本の神様カード 未定

観音力カード〈新装版〉全２種 未定

大天使ラファエルオラクルカード 未定

ユニコーンオラクルカード 未定

デイリーガイダンスオラクルカード 未定

フェアリーオラクルカード 未定

パワーオブフラワーオラクルカード 未定

ライフパーパスオラクルカード 未定

ザ・マップオラクルカード 未定

カラーカード 未定

妖精の鍵オラクルカード 未定

マリアオラクルカード 未定

ノストラダムスカード 未定

スカラベオ社（アリストランプ） 未定

ジプシーオラクルカード 未定

セイント＆エンジェルオラクルカード 未定

ダウジンググラスボード チャクラ／ペンデュラム3チャート／ペンタグラム 未定

タロットカード
ダークエンジェルタロット／マーメイドタロット／ペイガンキャッツ／
ピクトリアルキー／ホワイトキャッツ／ルノルマンタロット／
アールヌーヴォータロット

未定

クロス
スカラベオ社（ムーン＆スター）／（アストロロジー）／（ケルティックラビリンス）
／（ウィッカ）／（ペンタクル）

未定

ポーチ スカラベオ社（ムーン・フェアリー） 未定

チベタングッズ ヴァジュラ（ゴールド）／チベタンベル　オムマニペメフム小 未定

ノート インスピレーションジャーナルノート 未定

メディテーションジャーナルノート 未定

マジカルジャーナルノート 未定

ホワイトフェアリージャーナルノート 未定

チャクラヴォーティブキャンドル ①マネー／②ラブ／③プロテクション／④ヒーリング／⑥アバンダンス 未定

フードゥーキャンドル
ウィンズオブチェンジ／スピリチュアルクレンジング／ラッキー7／
アンクロッシング／ロードオープナー／ミスティックヒーラー／
クラウンオブグローリー／４ウィンズオブプロテクション／マネードロー

未定

ワールドマジックキャンドル 聖なるホワイトセージ 未定

エンジェルオーラスプレー
大天使ラファエル／エネルギークリアリング／エンジェル・ソナエル／
大天使メタトロン

未定

タロットスペルキット 邪気退散／富と幸運／幸せな結婚 未定

ロータリーキャンドルホルダー スター／アース／フェアリー 未定

書籍 『フラワーセラピーガイドブック』 未定

CD ザ・ソング・オブ・ツリー 未定

ディヴァイン・デヴォーション 未定

安らぎの聖域 未定

エンジェルアース　WAVES 3 未定

コネクティング・ウィズ・ユア・エンジェルズⅢ 未定

心のツールキット（３枚組） 未定

ミュージック・フォー・ヒーリング・アーツ 未定

アヌガマ　ヒーリング 未定

ウーマン　ウィズダム 未定

ア　ウーマンズヴォイス 未定

アルティメットスパ 未定

クリスタルズ 未定

クリスタルエンジェル 未定

グラティチュード 未定

神聖なる空間 未定

〈入荷未定〉　※メーカー、販売元に状況確認中、または発注待ちの商品です。納期は未定です。

〈再入荷〉　※通常どおりご注文頂けます

<新商品>　※入荷済、新発売の商品です。

〈発注中〉　※入荷日が決定しているもの、もしくは現在商品到着待ちの商品です。



ヒーリングエンジェル 未定

リラックス 未定

スピリット　ヒーリング　チャント（イミー・ウーイ） 未定

ヒーリング 未定

ザ・ハートオブワンネス（イミー・ウーイ） 未定

フェアリーハートマジック 未定

パスウェイトゥザハート 未定

ヒーリングミュージック 未定

エンジェルズヴォイス 未定

チャクラヒーリング 未定

チャクラヒーリングチャント 未定

フェアリーララバイ 未定

マントラオブザグリーンターラ 未定

ザ　ハートオブワンネス 未定

スピリットヒーリングチャント 未定

マントラ（イミー・ウーイ） 未定

オム・マニ・ペメ・フム（イミー・ウーイ） 未定

ブリサCDシリーズ 未定

ミュージックオブウィンド 未定

ウッドストックチャイム
アメージンググレイスS／アメージンググレイスM／アンバー／
ヒーリング／マーズ／モーツァルト／ターコイズ

未定

その他 ホワイトセージ（ミニ３本セット） 未定

ホワイトセイジ バンドルA 未定

ルーンセット（アメジスト） 未定

ウィッシングエンジェル 未定

ペンデュラムセット（クリアクォーツ） 未定

ペンデュラム　ヘキサゴナル　クリアクォーツ 未定

ペンデュラム　ヘキサゴナル　ラブラドライト 未定

スーパーセルプレート 未定

インセンスホルダー 未定

ジョエル　アクティベーター 未定

グラスキューブ　フェアリー 未定

チャクラビーズスナッファー 未定

ホーリーバジルハーブウォーター 未定

ドリーンカレンダー2015 未定

オラクルカード／タロットカード 聖なる『黙示録タロット』カード 取扱終了

パラケルススオラクルカード 取扱終了

パスオブザソウル 取扱終了

ウルトラカード／全3色 取扱終了

アース＆ハート 取扱終了

天使と神と女神のオラクルカード 取扱終了

マジックオブナンバーオラクルカード 取扱終了

モーニングメッセージカード 取扱終了

タロー・デ・パリ 取扱終了

ルーンオラクル 取扱終了

ウィッカオラクルカード 取扱終了

ギャラクティック・ルーツカード 取扱終了

エンジェル・ヴォイスオラクルカード 取扱終了

マヤンオラクル 取扱終了

オラクルカードリーディングマット
ベルサイユレッド＆リッチゴールド／インペリアルパープル＆リッチゴールド／
インディゴナイト

取扱終了

オラクルカードポーチ
クランベリー＆ショコラ／ブルームーン＆ガイア／スウィートハート＆クリーム
／リーブルポーチS（レッド）／（ゴールド）・M各種・L各種
リボンポーチ各

取扱終了

書籍 クリスタルチルドレン 取扱終了

アースエンジェル 取扱終了

エンジェル・セラピー 取扱終了

マリア~あなたを包む愛の奇蹟~ 取扱終了

ヒーリング・プラクティス２ 取扱終了

ヒーリング・プラクティス３ 取扱終了

第六感を仕事に生かす 取扱終了

今すぐ人生を変える簡単な６つの方法 取扱終了

自分を愛する魂のレッスン 取扱終了

チャクラ＆パワーストーンの癒し 取扱終了

天使と歩むライトワーカーの道 取扱終了

人生に奇跡を起こす天使のスピリチュアル・サイン 取扱終了

アークエンジェルズ~１５の大天使~ 取扱終了

ラファエルの奇蹟 取扱終了

もっと幸運を引き寄せるパワーストーン組み合わせ事典 取扱終了

魂の愛 取扱終了

ルーンの書 取扱終了

パワー・オブ・ザ・ソウル 取扱終了

アメージングヒーリング　クリスタル（Vol.1) 取扱終了

愛と光に目ざめる女神事典 取扱終了

希望をもたらす聖書の人物事典 取扱終了

夢をかなえる天使事典 取扱終了

〈販売終了>※取扱いの終了した商品です。



香の灯 絆／浄／豊 取扱終了

フェンスイキャンドル 二黒土星／五黄土星／八白土星／九紫火星 取扱終了

ファイブエレメンツキャンドル 火／水／金／木 取扱終了

ペンデュラム
スムース　カーネリアン／スムース　クリア／
ペンタクルケージ＆チャクラストーンセット

取扱終了

大天使ミスト ラファエル／ミカエル／チャミュエル／メタトロン 取扱終了

森の魔法ミスト
グラウンディング／クリエイティブ・インスピレーション／パスト・ライフ／
メモリー・ラーニング／ヒーリングザハート

取扱終了

アニマル・エッセンス ジラーフ／ライオン 取扱終了

スピリットスプレー ダブ 取扱終了

ルーンセット シトリン 取扱終了

その他 ウィングブッククリップ 取扱終了

エンジェルクリーンボックス 取扱終了

トーキングウィズエンジェル（Tender) 取扱終了

トーキングウィズエンジェル(Hope) 取扱終了

トーキングウィズエンジェル(Pray) 取扱終了

キャンドルホルダー　ブラック／クリアクォーツ 取扱終了

チャクラヒーリングワンド 取扱終了

ホーリーバジルトゥルシー　S・M 取扱終了

ランタンサンクチュアリ／チャペル／スター 取扱終了

ハーモニーボール 取扱終了

アカシャマンダラ 取扱終了

フロル　ブラウン／ナチュラル 取扱終了

ホットあったかハーブS 取扱終了

L字ロッド 取扱終了

エンジェルガイダンスボード 取扱終了

※入荷前に頂きました注文につきましては、キャンセル扱いとさせて頂きます。入荷後、改めてご注文くださいますようお願い致します。

※欠品商品を含めてご注文頂きました場合、カード類の掛け率や送料の有無などに影響する場合もございますので、充分ご注意ください。

※メーカー、販売元等の都合により、上記以外にも欠品商品が発生する可能性もございますので、ご了承ください。

※最新の情報は、お電話もしくはメールにてお問い合せください。


