
郵便番号	 〒	＿＿＿＿	－	＿＿＿＿＿＿

住　　所	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

			フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名にフリガナをお願いします）

氏　　名	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話番号	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ファクス※	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Ｅメール※	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡事項	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　　　	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◎   通常は「商品を先にお送り」いたします（代金は商品到着後のお
振込み）。ご希望でしたら、以下にチェックをお願いします（詳
しくはホームページの説明をご覧下さい）

	 □	代金引換（ゆうメールの代金引換で発送）
	 □	先にお振り込み（ご入金確認後、商品発送）

◎ よろしければアンケートにご協力下さい
	 Ｑ．初めてのご注文ですか？
	 　　　□	はい　　□	いいえ
	 Ｑ．どちらで「リラ自然音楽」を知りましたか？
	 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	 Ｑ．		今後、新商品やコンサート等のご案内をお送り

してもよろしいですか？
	 　　　□	はい　　□	いいえ

◎ こちらからご連絡する際の方法をご指定下さい
	 □	ファクス　　□	電話　　□	Ｅメール
＊			ご注文内容の確認や代引金額の連絡、先にお振り込みの場合のお振り
込み金額や口座番号の連絡等のため、必ずご指定下さい。

プリントして注文枚数と必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお送り下さい。

でくのぼう出版　通販係  宛　　ファクス番号：０４６７−２３−８７４２

ご送付先 ご確認事項

20180402

（※ご連絡に必要な場合に
ご記入下さい）

（　　	このようにチェックして下さい）

◦		ご記入いただいた個人情報は厳正に管理し、法令に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を
得ることなく個人情報を第三者に提供することはありません。

新ＤＶＤ「人は死なない」 New!･････････････￥800＋税･･＿･枚

新ＣＤ「母と子のゆりかご」･･･････････････￥2,800＋税･･＿･枚
ＣＤ「心が弱っているときに」･････････････￥2,800＋税･･＿･枚

ＣＤ「君が代 〜日本の心 平和の心」･･･････￥1,600＋税･･＿･枚
ＣＤ「心のともしび  愛の歌」･････････････￥3,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「雪どけの歌」･ ････････････････････････￥3,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「雲のうた･風のうた」･････････････････￥3,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「桜散るころ」･･････････････････････････￥3,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「飛

あすか
鳥の歌」･･････････････････････････････￥700＋税･･＿･枚

ＣＤ「愛を語る夢のむこうで」･････････････￥3,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「いやしの歌･～春はかえる～」････････￥3,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「はるかな木よ」･･･････････････････････￥3,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「はるかな国を行く銀河鉄道」･･･････￥3,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「龍神」･･････････････････････････････････￥3,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「妖精のうたごえ」･････････････････････￥3,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「銀河軽便鉄道最終下り列車」･････￥3,000＋税･･＿･枚
ＣＤ「ニューヨーク･あ・ら・bye」･･･････￥1,300＋税･･＿･枚
ＣＤ「生命の樹  The Tree of Life」････￥2,857＋税･･＿･枚
ＣＤ「光は銀河の果てに」･････････････････￥2,381＋税･･＿･枚
ＣＤ「オルフェウスの想い出」･････････････￥2,190＋税･･＿･枚
ＣＤ「林檎のある森」･･･････････････････････￥2,095＋税･･＿･枚

ＣＤ「動物（ペット）セラピー」･ ･･･････････￥2,800＋税･･＿･枚
ＣＤ「ヤコブの梯

はしご
子のリラヴォイス」･････￥3,400＋税･･＿･枚

ＣＤ「マカバ・リラ」････････････････････････￥3,800＋税･･＿･枚
ＣＤ「アオミサスロキシン抄」････････････￥2,000＋税･･＿･枚
ＣＤ「鹿踊りのはじまり」･･････････････････￥2,300＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しの朗読　平和と戦争」･･････････￥2,500＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しの朗読　ジュリアの音信」･･････￥3,000＋税･･＿･枚
ＣＤ「ホワイト・イーグルの言葉」･･･････￥3,000＋税･･＿･枚
ＣＤ「シルバー・バーチの言葉 １」･････￥3,000＋税･･＿･枚
ＣＤ「シルバー・バーチの言葉 ２」･････￥3,000＋税･･＿･枚
ＣＤ「地球あそびうた」････････････････････￥2,200＋税･･＿･枚
ＣＤ「ことだま」･････････････････････････････￥4,000＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しの朗読　詩集『愛のふる里』」･￥2,857＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しの朗読　童話『雪渡り』」･･･････￥2,500＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しの朗読　童話『やまなし』」････￥3,000＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しの朗読　童話『双子の星』」･･･￥2,857＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しシリーズ１　鎮痛」･･･････････････￥3,500＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しシリーズ２　パソコン」･･･････････￥3,500＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しシリーズ３　不眠」･･･････････････￥3,500＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しシリーズ４　うつ」････････････････￥3,500＋税･･品切れ中

ＣＤ「癒しシリーズ５　ガンの方に」････････￥3,500＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しシリーズ６　もの忘れ」･･････････￥3,500＋税･･＿･枚
ＣＤ「癒しシリーズ７　レクイエム」････････￥3,500＋税･･＿･枚

Ｃ Ｄ・ＤＶＤ　注文書
２枚目が書籍、3枚目がぬりえの･

注文書になっています
価格はすべて税別価格です



郵便番号	 〒	＿＿＿＿	－	＿＿＿＿＿＿

住　　所	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

			フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名にフリガナをお願いします）

氏　　名	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話番号	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ファクス※	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Ｅメール※	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡事項	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　　　	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◎   通常は「商品を先にお送り」いたします（代金は商品到着後のお
振込み）。ご希望でしたら、以下にチェックをお願いします（詳
しくはホームページの説明をご覧下さい）

	 □	代金引換（ゆうメールの代金引換で発送）
	 □	先にお振り込み（ご入金確認後、商品発送）

◎ よろしければアンケートにご協力下さい
	 Ｑ．初めてのご注文ですか？
	 　　　□	はい　　□	いいえ
	 Ｑ．どちらで「リラ自然音楽」を知りましたか？
	 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	 Ｑ．		今後、新商品やコンサート等のご案内をお送り

してもよろしいですか？
	 　　　□	はい　　□	いいえ

◎ こちらからご連絡する際の方法をご指定下さい
	 □	ファクス　　□	電話　　□	Ｅメール
＊			ご注文内容の確認や代引金額の連絡、先にお振り込みの場合のお振り
込み金額や口座番号の連絡等のため、必ずご指定下さい。

プリントして注文枚数と必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお送り下さい。

でくのぼう出版　通販係  宛　　ファクス番号：０４６７−２３−８７４２

ご送付先 ご確認事項

20180402

（※ご連絡に必要な場合に
ご記入下さい）

（　　	このようにチェックして下さい）

◦		ご記入いただいた個人情報は厳正に管理し、法令に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を
得ることなく個人情報を第三者に提供することはありません。

総合誌「サムライ・平和（第11号）」 New!･･￥1,000＋税･･＿･冊
書籍「ホワイト・イーグル 自己を癒す道（新装版）」 New!･･￥1,200＋税･･＿･冊
書籍「日本の目覚めは世界の夜明け」･･････￥1,400＋税･･＿･冊
書籍「見えない世界の科学が医療を変える」･･￥1,300＋税･･＿･冊

書籍「リラ自然音楽 事始め」･････････････￥1,400＋税･･＿･冊
書籍「妖精の庭から･～緑のじゅもん～」･･￥1,429＋税･･＿･冊
書籍「リラ自然音楽セラピー 体験記・記録集（３）」･￥500＋税･･＿･冊
書籍「リラ自然音楽セラピー･体験記・記録集（２）」･￥800＋税･･＿･冊
書籍「リラ自然音楽セラピー･体験記・記録集（１）」･￥800＋税･･＿･冊
書籍「続・ボクの霊体験日記」･･･････････￥1,400＋税･･＿･冊
書籍「ボクの霊体験日記」･････････････････￥1,200＋税･･＿･冊
書籍「ヒトデのはなし」････････････････････￥1,200＋税･･＿･冊
書籍「人間には『見えない体』がある」････￥1,200＋税･･＿･冊
書籍「天使への道」･････････････････････････￥1,400＋税･･＿･冊
書籍「続・音楽進化論」･･････････････････￥3,333＋税･･＿･冊
書籍「音楽進化論」････････････････････････￥3,333＋税･･＿･冊
書籍「自然音楽療法」･･････････････････････￥1,500＋税･･＿･冊
書籍「LYRA･コズミック・ハーモニー」･･･￥1,429＋税･･＿･冊
書籍「日本の言霊が、地球を救う」･････￥1,800＋税･･＿･冊
書籍「愛のことだま」･･･････････････････････￥1,400＋税･･＿･冊
書籍「宮沢賢治とでくのぼうの生き方」･ ･･････￥1,500＋税･･＿･冊
書籍「スピリチュアルな宮沢賢治の世界」･･￥1,400＋税･･＿･冊
書籍「宮沢賢治と法華経について」･･････￥1,400＋税･･＿･冊
書籍「こころで読む宮沢賢治」･･･････････￥1,600＋税･･＿･冊
書籍「変革の風と宮沢賢治」･････････････￥2,095＋税･･＿･冊
総合誌「サムライ・平和（第 10 号）」 ･･････￥1,000＋税･･＿･冊
総合誌「サムライ・平和（第９号）」････････￥1,000＋税･･＿･冊
総合誌「サムライ・平和（第８号）」････････￥1,000＋税･･＿･冊
総合誌「サムライ・平和（第７号）」････････￥1,000＋税･･＿･冊

総合誌「サムライ・平和（第６号）」････････￥1,000＋税･･＿･冊
総合誌「サムライ・平和（第５号）」････････￥1,000＋税･･＿･冊
総合誌「サムライ・平和（第４号）」････････￥1,000＋税･･＿･冊
総合誌「サムライ・平和（第３号）」････････￥1,000＋税･･＿･冊
総合誌「サムライ・平和（第２号）」･･････････￥952＋税･･＿･冊
総合誌「サムライ・平和（創刊号）」･････････￥952＋税･･＿･冊
書籍「人は神（新装版）」････････････････････￥1,200＋税･･＿･冊
書籍「ホワイト・イーグル 秘儀への道（新装版）」･･￥1,300＋税･･＿･冊
書籍「ワードの『死後の世界』（新装版）」･･￥1,200＋税･･＿･冊
絵本「ジュリアの音信 〜人は死なない〜」･￥1,400＋税･･＿･冊
書籍「ジュリアの音信（新書判）」★･･････････￥767＋税･･＿･冊
書籍「人は永遠の生命（新装版）」･････････￥1,200＋税･･＿･冊
書籍「ステイントン・モーゼス　続・霊訓」･･￥1,500＋税･･＿･冊
書籍「近代スピリチュアリズム百年史」･･･￥1,500＋税･･＿･冊
書籍「人類の最大犯罪は戦争」･･････････￥1,400＋税･･＿･冊
書籍「人に死はない　三つの実話」★･････￥950＋税･･＿･冊
書籍「ネオ・スピリチュアリズム」･･･････￥1,200＋税･･＿･冊
書籍「アメリカ大陸の太陽人たち」･･･････￥1,300＋税･･＿･冊
書籍「神への帰還」････････････････････････￥1,200＋税･･＿･冊
書籍「神霊主義」･･･････････････････････････￥1,300＋税･･＿･冊
書籍「スピリチュアルな生き方原典」････￥1,300＋税･･＿･冊
書籍「デクノボー革命の軌跡１」･････････￥1,200＋税･･＿･冊
書籍「デクノボー革命の軌跡２」･････････￥1,300＋税･･＿･冊
書籍「デクノボー革命の軌跡３」･････････￥1,300＋税･･＿･冊
詩集「アオミサスロキシン･抄（新装版）」･･￥1,000＋税･･＿･冊
詩集「アオミサスロキシン（改訂増補版）」･￥1,200＋税･･＿･冊
詩集「別情歌」･･････････････････････････････￥1,200＋税･･＿･冊
詩集「地球が晴れて行く」･････････････････￥1,400＋税･･＿･冊
詩集「天啓の詩　水晶宮」･･････････････････￥1,000＋税･･＿･冊

書  籍　注文書

★印：在庫僅少。表紙に多少汚れ等ありますがご容赦下さい。

１枚目がＣＤ・ＤＶＤ、3枚目がぬりえの･
注文書になっています

価格はすべて税別価格です



郵便番号	 〒	＿＿＿＿	－	＿＿＿＿＿＿

住　　所	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

			フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名にフリガナをお願いします）

氏　　名	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話番号	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ファクス※	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Ｅメール※	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡事項	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　　　	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◎   通常は「商品を先にお送り」いたします（代金は商品到着後のお
振込み）。ご希望でしたら、以下にチェックをお願いします（詳
しくはホームページの説明をご覧下さい）

	 □	代金引換（ゆうメールの代金引換で発送）
	 □	先にお振り込み（ご入金確認後、商品発送）

◎ よろしければアンケートにご協力下さい
	 Ｑ．初めてのご注文ですか？
	 　　　□	はい　　□	いいえ
	 Ｑ．どちらで「リラ自然音楽」を知りましたか？
	 　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	 Ｑ．		今後、新商品やコンサート等のご案内をお送り

してもよろしいですか？
	 　　　□	はい　　□	いいえ

◎ こちらからご連絡する際の方法をご指定下さい
	 □	ファクス　　□	電話　　□	Ｅメール
＊			ご注文内容の確認や代引金額の連絡、先にお振り込みの場合のお振り
込み金額や口座番号の連絡等のため、必ずご指定下さい。

プリントして注文枚数と必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお送り下さい。

でくのぼう出版　通販係  宛　　ファクス番号：０４６７−２３−８７４２

ご送付先 ご確認事項

20180402

（※ご連絡に必要な場合に
ご記入下さい）

（　　	このようにチェックして下さい）

◦		ご記入いただいた個人情報は厳正に管理し、法令に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を
得ることなく個人情報を第三者に提供することはありません。

こころのぬりえ　Vol.3 
　　「とある世界の光景」（作画／熊谷直人）･￥500＋税･･＿･枚

こころのぬりえ　Ａセット（作画／熊谷直人）･￥380＋税･･＿･枚

こころのぬりえ　Ｂセット（作画／コウ）･･････￥380＋税･･＿･枚

こころのぬりえ　Ｃセット（作画／熊谷直人）･￥380＋税･･＿･枚

こころのぬりえ　Ｄセット（作画／コウ）･･････￥380＋税･･＿･枚

ポストカード「草原の樹」･･･････････････････￥100＋税･･＿･枚

ポストカード「二本の樹と風」･･････････････￥100＋税･･＿･枚

ポストカード「りんごの樹」･････････････････￥100＋税･･＿･枚

ポストカード「草の輪」･･････････････････････￥100＋税･･＿･枚

アートセラピー

こころのぬりえ　注文書
1 枚目がＣＤ・ＤＶＤ、２枚目が書籍の･

注文書になっています
価格はすべて税別価格です


