
 

価 格 表 

品番 商品名 一般価格(税込) 会員価格(税込) 備考 

 スピリチュアル 健康・美容グッズ    

W006 シリウス H2O 1L×10 本 \12,960 \10,800 3 月より廃番 

W007 シリウス H2O 【波動 200+】1L×10 本 \16,800 \15,750 会員 

W008 シリウス H2O 1L【波動 200+】1 本  \1,680 \1,575 お試し用 

     

     

MP015 ムーエイジレス枕 \17,050 \15,950  

MP040 ムー枕補充用ミニパイプ \2,200 \1,870 200g(波動入) 

MP035 ムー枕カバー \2,420 \1,980 色：黄、紺 

EC100 ムーエナジークリスタル Octagon（ゴールド） \59,400 \56,400 色ゴールド 

EC110 ムーエナジークリスタル Octagon（ナチュラル） \59,400 \56,400 色 L グリーン 

EC120 ムーエナジークリスタル（フラワーオブライフ） \110,000 \102,300 高透過ガラス 

M600 ムーオルゴナイト《美オーラ》 \29,700 \27,500  

M601 ムーオルゴナイト《神秘の光》 \29,700 \27,500  

M011 ムーシリウスの雫ミニペンダント(ゴールド) \29,480 \27,500  

M011 ムーシリウスの雫ミニペンダント(プラチナ) \29,480 \27,500  

M029 ムーヘルメスの杖ペンダント  \9,900 会員限定 

M012 ムーチタンチェーン（ゴールド・プラチナ色） \10,500 \8,400  

F300 ムー勾玉ペンダント \8,250 \7,150  

M016 ムーライトペンダント  \16,740 会員限定 

P800 ムーパウダーペンダント（Mu1g 内蔵） 会員限定 \55,000 ２個まで 

M018 ムーエッグ 1 個 \32,700 \30,800  

M019 ムーエッグ 2 個セット \62,480 \58250  

MW001 ムー温浴器 Octagon \59,400 \56,400 限定品 

MW002 ムー温浴器 UFO \62,400   \60,500 限定品 

F100 ムーマグカップ \9,350 \8,450  

F203 ムーフラクタルボール ３個セット \11,000 \8,800  

F201 ムーフラクタルボール １個 \3,850 \3,300  

F130 ムーBIZEN スプーン \2,750 \2,200  

M018 ムービーズブレスレット(L、M、S) \11,000 \9,130 手首の外周 

F105 ムーポット 備前 \18,150 \14,300 在庫 10 個 

F400 ムー水差し 備前 \28,050 \24,200 在庫 7 個 

S601 ムー備前大皿 \14,850 \13,200 限定品 

S602 ムー備前小皿 \7,040 \6,050 限定品 

S603 ムー備前大皿・小皿セット  \14,850 会員限定品 

F120 ムー備前ぐい呑み茶碗 \5,940 \4,950  



 電磁波・静電気 対策グッズ    

E602 ムーコンセント 3 口 \7,370 \6,700  

E301 ムータップ 6 口 \13,200 \12,100  

E401 ムーコンセント 1 個＋ムータップ 1 個 会員限定 \15,950 会員限定 

CL110L   ムークリッパーL (配管外径 23~28mm) \15,730 \14,300  

CL100ML ムークリッパーML(配管外径 18~22mm) \8,360 \7,700  

CL120M  ムークリッパーM(  々 13~17mm) \8,360 \7,700  

CL110S ムークリッパーS（  々   5~10mm） \6,600 \6,050  

     

CL130XL ムークリッパーXL(    々   35~45mm)   特注 

E033 ムー電磁波シール 2 枚セット \9,680 \8,500  

M016 ムーチタンマカバカード \8,800 \8,140  

F300 ムー勾玉ペンダント \8,250 \7,150  

     

E034 エンジェルテープ 5m 会員限定 \7,150  受注後 2 週間 

 省エネ・環境対策グッズ    

B025 ビッグバーニング 250cc \2,640 \2,420  

B050 ビッグバーニング 500cc \4,730 \4,400  

B100 ビッグバーニング １L \8,250 \7,700 500cc×2 本 

B130 ビッグバーニング 100cc \1,100 \935 お試し用 

A010 ムーアタッチメント \9,180 \8,100  

     

B200 ムークーラント 200cc（ラジエーター添加） \2,970 \2,530  

B250 BBO ロング 100cc（エンジンオイル添加） \5,500 \4,620  

CL110S ムークリッパーS（電気コード等用） \7,150 \6,600  

     

M001 シリウスの雫ミニペンダント \29,480 \27,500  

M018 ムーエッグ \32,700 \30,800  

M016 ムーチタンマカバカード \8,800 \8,140  
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