
 商品一覧表 
                    (納期はお尋ね下さい) 

ヒーター関連 
     

顔に蒸しタオルをし 

温度を持続させ保湿 

約 42℃固定 

L35×W25×H1cm 

AC100V 20W 

①フェイス温熱マスク ②デコルテ用 

 各 10,500円 
 

ベッドの上に敷いて 

暖かく約 43℃固定 

AC100V 120W 
W60×L150×H1cm 

②治療ベッド用ヒーター 中間スイッチ付 

 21,000円   

ロングタイプ 

約 43℃固定 

AC100V 120W 

W70×L190×H1cm 

③エステベッドヒーター 中間スイッチ付 

 29,400円   

 

骨盤調整関連 
骨盤のゆがみを調整 

L20×W7×H10cm 

400g 

④三角ブロック   

 5,250円  
 

美容/健康関連 
径 5.5cm H10cm 

DC12V 10W 
AC アダプター付 

ボディから美顔まで 

ホットエステ器 

⑤17,850円（バイブ付温度調節可） 

 

敷布 

L95×W52×H0.5cm 

枕 

 L43×W25×H0.5cm 

⑥パワーストーン入り枕 3,150円 

⑦パワーストーン入り敷布 9,450円 
色柄は変わることがあります 

 

  

  白石入り     ルチル宝石入り 

 遠赤で足の裏からジンワリ温まる 

⑧W32×L93×H6cm AC100V120W 43℃\17,850 

⑨W32×L42×H6cm AC100V113W 43℃\12,600 

遠赤足裏岩盤浴 石はホームセンターなどでお求

め下さい⑧10kg ⑨4Kg 角の丸い大き目の石がお勧め  
遠赤で暖か～い 宝石入り\34,650/\21,000 
 

 

青色は心が落ち着くと云わ

れています 

W60×L50×H35cm 

DC3.3V 1.2WACアダプター付 

⑩ＬＥＤブルースカイドーム   

 47,250円 納期約 1週間 

原石を屋敷へピラミッド状

に 5個配置し、全体的な運

気を上げ家庭円満.仕事運.

健康運.癒し魔除け.厄除け

など周囲の邪気を払い、気

の流れを正して運気を向上。 

⑪アメジストパワーストーン (1個約 500g) 

 42,000円   
 

 

天然アメジストパワーで 

 身体の健康運気上昇に 

6ｍｍ玉 40cm 

 

⑫パワーストーンネックレス 

 8,925円 

⑬アメジストブレスレット   

 3,150円 6mm×16cm（ご希望寸可） 
 

恋の女神ローズクォーツ

半透明の天然石 

ハート型約 2ｃｍに 

ダイヤカット銀チェーン 

     41ｃｍ 

⑭ローズペンダント 

 4,935円     パワーストーン色々有 

 

  

 

 

 

 
 

 

〒670-0831 兵庫県姫路市城見町 83 

川 根 治 療 器 
TeL 079-224-9042  Fax 079-224-9042 

HP=http://bskd8.com/bigan.html 

Mail=miraclejoy@nike.eonet.ne.jp 

各商品予告なく仕様が変わることがあります 

（只今レザー仕様商品はベージュ色です） 

計 1万円以下は送料を御負担下さい 



アメジストネックレスに 

ハート型ローズをセット 

6ｍｍ丸玉 40ｃｍ 

約 2ｃｍのハート形 

半透明 

 

⑮ アメジスト＆ローズペンダント 

 10,290円 

 

アメジストクラスター 

小型置物 

原石で大きさ色合い 

形は様々です 

 

⑯ アメジストクラスター 

 4,000円前後 納期約 1～2週間 

 

アメジストクラスター 

大型置物 

原石で大きさ色合い形は 

様々です 

納期約 1～2週間 

アメジストクラスター 

 ⑰  6,000円前後 2kg前後 

 ⑱ 10,000円前後 5kg前後 

 
溶煉水晶（ガラスではありません） 

天然水晶より透明度が高いです 

この商品に青色・赤色のＬＥＤを 

プラスしてライトアップしました 

見る方向により模様が変わり非常に綺麗です 

⑲ 水晶ダイヤモンドカット 特大 8ｃｍ 

 7,350円      ACアダプター付 

 

誕生石を五芒星に 

配置し厄除けと 

健康を重視しました 

サイズ 8mm玉 

腕周り 16.5ｃｍ 

⑳ 誕生石五芒星ブレスレット 

 5,250円 誕生月腕周りをお知らせ下さい 

 

車の厄除けパワーストーン 

Ｌ12cm玉 8～10mm(吸盤除く) 

フロントガラスに付けてください 

 

㉑ 車の厄除けストーン 

 3,150円 

 
タイガーアイストラップ 

㉒ 2,100円 6～8ｍｍ 

 

エナジーブレスレット 

アメジスト＆シトリン＆ 

ローズ＆水晶の数種 類 

8～10ｍｍ丸玉 18ｃｍ 

㉓ エナジーブレスレット 

 4,935円 

 

水道メーターの家庭側に装着

して家中の水をフレミングの法

則で磁気活性水に 4450G×12

個使用（錆止め加工済） 

㉔ 磁気活性水器 取り付け家庭用サイズ 

 42,000円 

飲み物を上において 

磁化してお飲み下さい 

1粒 4700Ｇを 6粒 

 

磁気コースター 

 3,150円 ㉕ 丸・角 同価格 
 

 

ヒノキウッドチップ 

お風呂に入れて 

ヒノキ風呂に 

枕元にもＯＫ 

            ヒノキ肌水 

㉖ 525円/200g735円/300g ヒノキ成分＋グリセリン 

        ㉗ 1,890円/100ml 

  

 

荒れたお肌に 

古代から使用されているオレイン酸

が豊富なスィートアーモンドオイル 

100ｍｌ 

 

㉘ スィートアーモンドオイル 

 2,100円 

 

抗菌作用のある高級ティートリー精油 

うがいから花粉症・傷・水虫など多種 

多様に使用できます 

50ｍｌ 

 

㉙ ティートリーオイル 

 4,200円 
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犬用・猫用磁気首輪 

磁石１つ 2730Ｇ 4個 

 

犬用            猫用 

動物用磁気首輪  ㉖ 3,360円猫用Ｓ～Ｌ 

 ㉗ 3,670円犬用Ｓ～Ｌ 

 お好きな首輪を送って頂いてもＯＫです 

                （但し穴の開く材質） 
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