
 

◆当店のご案内 
 

 

 
【手作りパワーストーンの制作手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ご来店⇒②ご相談⇒③制作⇒④お会計 

◆ご来店 

お気軽に店舗までお越し下さい。 

◆ご相談 

ご希望のデザイン・色・効果効能・予算などを元

に最適なアイテムをご紹介します。 

◆制 作 

必要なパーツや天然石を組込んで制作、既製品の

デザインをアレンジして作り直すことも可能です

◆お会計 

丁寧に包装して、お渡しします。 

ラッピングを選ぶことも可能です。 

当店は、天然石買い付けから商品企画・デザイン化、そして製品化までひとつひとつの工程をすべて手作業でおこ

なっております。また、天然石は私たちの手元へ届くまでに様々な人々と触れ合い、様々な気を持っておりますの

で、地元のお坊さんよりきれいにお祓いをして、きちんと浄化してからお客様にお渡し致します。 

 

 

 
【パワーストーンの効果】 

 

人は誰でも、悩み苦しみ不安な気持ちを常に抱えながら、

生きているものです。そんな不安な気持ちを、神秘のエネ

ルギーに頼ることは決して不思議なことではありません。

天然石は、全て地球が生んだ天然の産物です。 

パワーストーンは、愛情運、金運、仕事運、健康運や魔除

け、厄除けと様々な効果が期待できるといわれて、自分の

願いを叶えた人もたくさんいます。 

石と密接にコミュニケーションをとることで、人と石との

波長が合い、石の力が高まるので、自分の選んだパワース

トーンは、愛着を持って大切に扱うことが大切です。  

 

 

 

 

【パワーストーンの選び方】 

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b3%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b3%e7%94%bb%e5%83%8f&FORM=IGRE�


 

 

 

パワーストーンと呼ばれている石には、天然石、人工

石、加工石など、たくさんの種類の石があります。 

一般的に、パワーが強いのは、より大きく、より美し

い石だと言われていますが、自分に一番合った石を選

ぶことが大切です。現在の社会的地位や収入、実力や

目標など、自分についてさまざまな観点から見直して

選んでください。 

石選びで最も大切なのは、あなた自身の直感です。 

ふと手に取った石、ふと目についた石・・あなたの潜

在意識がその石を呼び寄せているのかもしれません。

その石は何年も、あなたとの出会いを待っていたのか

もしれません。 

ただ初めてパワーストーンを持とうとする場合は、ま

ずは水晶から始めることをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

【パワーストーンの浄化方法】 

 

 

【水による浄化】 

水に強い水晶などがオススメです。 

パワーストーンを器に入れて、数時間水道水を細く出して浄

化します。 

または、水道の蛇口を細く開けて数分間水を流し続けます。

浄化ができたら、自然乾燥か柔らかい布で水分を拭き取りま

す。 

アクセサリー加工されている石は、長時間水にさらすと金属

部や紐が劣化する可能性もありますのでご注意ください。た

だ初めてパワーストーンを持とうとする場合は、まずは水晶

から始めることをお勧めします。  

 

＊水に弱いパワーストーンはお避け下さい 

アズライト／アンバー（琥珀）／インカローズ（ロードクロサイト）／

カルサイト／ギベオン／金／クリソコラ／ 

スギライト／セレナイト／ターコイズ／パイライト／パール／ヘマ

タイト／マラカイト／ラピスラズリ 
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【お香による浄化】 

お香を立てて、パワーストーンをくぐらせます。 

セージや天然のドライハーブに火をつけ、パワース

トーンを持って、煙でいぶします。 

天然のハーブ、ホワイトセージの葉をお勧めします。

 

【クラスターによる浄化】 

水晶クラスターやアメジストクラスターの上にパワーストーンをお

き、クラスターの浄化作用でリフレッシュさせる簡単な浄化法で

す。 

浄化させたいパワーストーンを、クラスターの上に、長期間その

まま置いても良いです。 

クラスターがない場合は、水晶さざれを透明な容器に入れ、その

上に置いても同じ浄化効果になります。 
 

 

【月光による浄化】 

満月の光は強いエネルギーをもたらします。満月が

出ている夜に、パワーストーンを一晩照らしてあげてく

ださい。 

宇宙的な暗示のあるムーンストーンやモルダバイ

ト、ギベオンなどがオススメです。 

「塩」による浄化は、塩の中に含まれる成分によって、パワー

ストーンが化学反応を起こして輝きを失ってしまうこともあります

ので、あまりお勧めではありません。 
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誕生石と守護梵字の組み合わせパワーストーン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誕生石】 

 

 
誕生石は旧約聖書に残されている聖石を起源としています。 生まれた月によって 12 種類のストーンがあります。

生年月日は、占星術を始め人が持つ運命に深い関係があるとされていて、誕生石を身につけることで持ち主を守っ

てくれる「守護石」と信じられています。 守護石である誕生石を持つときは、肌身離さず身につけることができ

るブレスレッタイプが最も効果的です。直接肌に身に付けることで、より効果を高めることができるとされていま

す。 

 

 

【守護梵字】12 の干支に対し 8 つ存在する 

 

梵字の一文字に不思議な力が宿っており、生まれ年（干支）によって守護神の守り本尊八神と梵字が決まっていま

す。 守護梵字を身に着ける事により神仏の加護を受けられると言われ、 人生を歩み続けていく時に降り掛かる

様々な苦難から逃してもらえる 不思議な力を持ち災いから救ってくださるとも言われています。 

 

誕生石と守護梵字を組み合わせることで最強の【守護石】となるでしょう。 

 7 月     8 月      9 月     10 月     11 月     12 月 

1 月     2 月      3 月      4 月     5 月      6 月 
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1 月誕生日のあなたへ 

 

ガーネットストラップ ￥800 

守護梵字ストラップ ￥1,050 

ガーネットイヤリング  

金額：￥1,680（税込） 

ガーネットネックレス  

長さ：43 ㎝ ￥4,100（税込） 

 

ガーネット＆守護梵字ブレス 

内寸：17.5ｃｍ ￥4,800（税込） 

【ガーネット】真実・友愛・忠実 

１月生まれのあなたには、どんなことでも耐えることができる忍耐強さ

と､粘り強さをもっています。 

ガーネットは『実りの象徴』とされ、目標に向かい、コツコツと積み上げ

てきた努力の成果を実らせて、成功へと導いてくれるでしょう。 

２月誕生日のあなたへ 

   

アメジストストラップ  

金額：￥８００（税込） 

アメジストイヤリング  

金額：￥1,680（税込） 

アメジストネックレス  

長さ：43 ㎝ ￥4,100（税込） 

 

アメジスト＆守護梵字ブレス 

金額： ￥3,900（税込） 

【アメジスト】高貴・誠実・知性 

２月生まれのあなたには、知的で好奇心旺盛で行動的だといわれま

す。 

アメジストがバランスの良いものの見方を教え、さらには、真実の愛

へと導いてくれるでしょう。意識をクリアにし、真実の愛を見極め、冷

静な判断力を与えるといわれます。 



 

３月誕生日のあなたへ 

   

アクアマリンストラップ  

金額：￥1,000（税込） 

アクアマリンイヤリング  

金額：￥1,680（税込） 

アクアマリンネックレス  

長さ：43 ㎝ ￥3,980（税込） 

 

アクアマリン＆守護梵字ブレス 

金額： ￥5,000（税込） 

【アクアマリン】沈着・勇敢・聡明  

3 月生まれのあなたには頭がよく、知識の幅が広く責任感が強いとい

われています。 

アクアマリンは母なる海のように、優しく繊細なハートを保護し、癒しと

幸運をもたらすでしょう。 

 

４月誕生日のあなたへ 

   

クリスタルストラップ  

金額：￥８００（税込） 

クリスタルイヤリング  

金額：￥1,760（税込） 

クリスタルネックレス  

長さ：43 ㎝ ￥3,980（税込） 

 

クリスタル＆守護梵字ブレス 

金額： ￥3,200（税込） 

【クリスタル】高貴・誠実・知性 

４月生まれのあなたには、負けず嫌いで粘り強い実務家といわれま

す。 

クォーツはすべてのものを浄化し、生命力を活性化させ、潜在能力を

引き出し、直感力、創造力をはぐくむなど、万能パワーですべてのも

の・ことをサポートしてくれます。 

 



 

５月誕生日のあなたへ 

   

ヒスイストラップ  

金額：￥８００（税込） 

ヒスイと龍彫りイヤリング  

金額：￥1,400（税込） 

ヒスイネックレス  

長さ：43 ㎝ ￥3,980（税込） 

 

ヒスイ＆守護梵字ブレス 

金額： ￥3,200（税込） 

【ヒスイ】  忍耐・調和・飛躍 

５月生まれのあなたには、周囲を穏やかにさせ,雰囲気を和やかにし

ます｡ 

ヒスイは、素晴らしい人徳を与えてくれるといわれています。不安で落

ちつかない夜にも効果を発揮し、持ち主に平和な眠りをもたらしてくれ

るともいわれています。 

 

 

６月誕生日のあなたへ 

   

ムーンストーンストラップ  

金額：￥1,000（税込） 

ムーンストーンイヤリング  

金額：￥1,400（税込） 

ムーンストーンネックレス  

長さ：43 ㎝ ￥3980（税込） 

 

ﾑｰﾝｽﾄｰﾝ＆守護梵字ブレス 

金額： ￥3,500（税込） 

【ムーンストーン】健康・長寿・希望 

６月生まれのあなたには、頭脳明晰な社交家だといわれます。 

ムーンストーンは、直感を冴えさせ、感受性を高め、ネットワーク作り

をサポートします。恋人との愛を深め幸福をもたらすでしょう。 

 



 

７月誕生日のあなたへ 

   

カーネリアンストラップ  

金額：￥８００（税込） 

カーネリアンイヤリング  

金額：￥1,400（税込） 

カーネリアンネックレス  

長さ：48 ㎝ ￥4,800（税込） 

 

カーネリアン＆守護梵字ブレス 

金額： ￥3,200（税込） 

【カーネリアン】勇気・友情・勝利 

７月生まれのあなたには、とても優しくて魅力的で、一方では、大変慎

重だといわれます。 

カーネリアンは、非常に安定感のある石で、太陽のような明るさで、7

月生まれのあなたに生命力や創造力を高めてくれるでしょう。持久力

や胆力が必要な場面で「成し遂げる」をサポートしてくれるといわれま

す。 

 

８月誕生日のあなたへ 

   

サードオニキスストラップ  

金額：￥８００（税込） 

サードオニキスイヤリング  

金額：￥2,600（税込） 

サードオニキスネックレス  

長さ：60 ㎝ ￥6,700（税込） 

 

ｻｰﾄﾞｵﾆｷｽ＆守護梵字ブレス 

金額： ￥3,200（税込） 

【サードオニキス】和合・円満・幸福 

８月生まれのあなたには、カリスマ性に溢れた人気者といわれます。 

サードオニキスは夫婦の幸福や結婚運を象徴する石として知られて

います。サードオニクスは８月生まれのあなたに邪を退け幸運を招い

てくれるでしょう。 

 

 



９月誕生日のあなたへ 

   

ラピスラズリストラップ 

金額：￥８００（税込） 

ラピスラズリイヤリング  

金額：￥1,500（税込） 

ラピスラズリネックレス  

長さ：43 ㎝ ￥3,980（税込） 

 

ラピスラズリ＆守護梵字ブレス 

金額： ￥3,200（税込） 

【ラピスラズリ】高貴・崇高・成功 

９月生まれのあなたには、非常に知的、謙虚で細やかだといわれま

す。 

ラピスラズリは古代より崇められてきた美しい『聖なる石』と呼ばれて

います。怒りや嫉妬など、邪気を払いのけ、目先の結果だけではな

く、正しい方向への前進を促してくれます。強運のお守りとして人生を

成功へと導いてくれるでしょう。 

 

10 月誕生日のあなたへ 

   

オパールストラップ  

金額：￥1,000（税込） 

オパールイヤリング 

金額：￥1,680（税込） 

オパールネックレス  

長さ：60 ㎝ ￥3,500（税込） 

 
オパール＆守護梵字ブレス 

金額： ￥3,600（税込） 

【オパール】 忍耐・歓喜・安楽 

１０月生まれは、真面目で正義感が強い正直者といわれます。 

オパールは非常に明るいエネルギーを持つ幸運の石です。あなたの

人生の暗闇に希望を与え、たくさんの喜びをもたらしてくれるでしょう。

 

 



11 月誕生日のあなたへ 

   

シトリンストラップ  

金額：￥８００（税込） 

シトリンイヤリング  

金額：￥1,680（税込） 

シトリンネックレス  

長さ：43 ㎝ ￥3,980（税込） 

 

シトリン＆守護梵字ブレス 

金額： ￥3,200（税込） 

【シトリン】 勇気・活力・希望 

１１月生まれあなたには、頼りになる器の大きな人といわれます。 

太陽のエネルギーを持つシトリンは、まわりの人とのコミュニケーショ

ンを豊かで円滑にし、商売運や財運をアップさせ、幸運をもたらしてく

れるでしょう。 

 

 

12 月誕生日のあなたへ 

   

ターコイズストラップ  

金額：￥８００（税込） 

ターコイズイヤリング  

金額：￥1,680（税込） 

ターコイズネックレス  

長さ：70 ㎝ ￥13,000（税込） 

 

ターコイズ＆守護梵字ブレス 

金額： ￥3,200（税込） 

【ターコイズ】成功・繁栄・安全 

１２月に生まれのあなたには、大きなエネルギーを秘めた物静かで誠

実な努力家とされます。 

ターコイズは、ネガティブなエネルギーを払いのけ、困難を乗り越えて

願望を達成するためのサポートをしてくれるでしょう。 

 

 



誕生石以外にも数多く天然石を預かっておりますので、 

是非一度お店に足を運んで下さい！ 


