
夢見草 1,200円
さくら・八十八夜・梅のイメージを醸し出す3種
のセットです。

花あかり 1,200円
ローズ・マリーゴールド・ブレンドフローラの華
やかな3種のセットです。

おぼろ月 1,200円
スイートピー・カーネーション・ラベンダーの落
ち着いた香りの3種のセットです。

清少納言  桜 700円
人 を々魅了し続ける桜の香りです。

小泉八雲  雫 700円
華やかな湯上がりの香りです。

行基  伽羅 700円
味わいのある伽羅をイメージしました。

すずらん 1,200円
きよかぜの人気商品・すずらんだけの商品です。

茶香 1,200円
人気商品。こだわって調合した茶とジャスミン
の香りの2種セットです。

きよかぜ 1,200円
すずらん・檜・アクアのスッキリした爽やかな香
を醸し出します。

さくら 1,200円
夢見草の人気商品・さくらだけの商品です。

有馬花衣 1,600円
人気商品。有馬香心堂オリジナル。有馬の四
季。やすらぎあるジャスミン・ローズ・ラベンダー
3種セットです。香立付。

恋風六甲 1,600円
人気商品。瀬戸内のオレンジ、神戸のすずらん
、淡路島のすいせんをイメージする3種セット
です。香立付。

有馬花香（コーン）1,200円
人気商品。コーンタイプの5種セット。海、山、ローズ
、スミレ、桜、有馬の自然を表現しています。

珈琲香 800円
こだわって調合した高級珈琲の香りです。

神戸開港物語 1,400円
人気商品。神戸開港当時の異国情緒を醸すス
ミレ・ローズ・ジャスミンの3種セットです。

枕草子 700円～
白檀/老山白檀を原材料としています。
沈香/厳選されたタニ沈香を柱に調香しました。
おもてなし/甘く優しい香りです。
五筆/甘みが特徴のシャム沈香。
京山/墨客に愛されてきた磨墨の香りです。
（沈香、五筆のみ800円）

自然(ZINEN) 各800円
◆桜の香りのお香。◆金木犀の香りのお香。◆
竹の香りのお香。◆ローズの香りのお香。◆沈
香の香りのお香。◆白檀の香りのお香。◆ジャ
スミンの香りのお香。

有馬百花 各700円
◆スイートピー/優しい思い出。◆ジャスミン/
愛想の良さ。◆オレンジ/純粋さ。◆ローズ/ロ
マンス。◆ラベンダー/ハーブの女王。◆スミレ/
幸運の香り。◆カーネーション/感謝の気持
ち。◆ブレンドフローラ/リラックス。

風樹の嘆 800円

木蓮/おごそかで優雅な香りです。近代的かつ
気品ある穏やかな商品で、100%の植物成分
です。

紫木蓮/香木白檀を主原料に、花の香りの成
分と和風なお香の成分を融合させました。残り
香も漂います。

夢木蓮/天然香木白檀と上質な炭をベースに、
天然漢方香料やアロマオイルを配合した気品
ある香りです。

ブルーベリー/目にやさしいブルーベリーエキ
スと、ダイエット効果があるといわれるラズベ
リーエキスを配合しました。時は自然に流れていきます。ひとときを大切に使っ

ていきたい、そんな思いのお香です。
（木蓮のみ700円）

兵庫月虹夜 1,000円～

播磨 Traditional/漢方薬の香りを練り込ん
だ、昔ながらのどこか懐かしい香りのするお香
です。
丹波 白檀 Sandalwood/上質の本格派白檀
を使ったお香です。自然あふれる丹波を味わっ
て下さい。
淡路 沈香 Agarwood/日本一のお香の産地・
淡路。上質の沈香を使ったお香をお楽しみ下
さい。
但馬 Chamomile/歴史と文化の但馬。カモ
ミールの甘い香りでタイムトリップして下さい。
摂津 Night View/摂津の港、神戸。異国情緒
あふれるロマンチックな夜の海をお楽しみ下さ
い。

独自の地域文化と魅力を持った、兵庫の五つの
国をイメージしたお香です。
（淡路 沈香のみ1,100円）

精油のしずく 各1,000円

ラベンダー/フランス産ラベンダー天然精油を
用いています。緊張がほぐれる香りです。

ユーカリ/オーストラリア産ユーカリ天然精油を
用いています。爽快感がある香りです。

イランイラン/マダガスカル産イランイラン天然
精油を用いています。自信回復の助けに。

ゼラニウム/エジプト産ラベンダー天然精油を
用いています。バラのような香りです。

レモングラス/インド産レモングラス天然精油を
用いています。バイタリティを与えてくれます。

高品質の天然精油を贅沢に用いた癒しのお香で
す。

かゆらぎ 各1,000円

藤/つややかで品のある藤のパウダリックフロ
ーラルな香りです。

金木犀/甘く華やかな金木犀のフルーティフロ
ーラルな香りです。

白檀/穏やかにひろがる素朴な香木白檀の香
りです。

薔薇/優雅であでやかな人気の薔薇の香りで
す。

桜/春爛漫の優しさあふれる桜の香りです。

白桃/澄んだ甘みがフレッシュな白桃の香りで
す。

和花をイメージした香りのシリーズ「かゆらぎ」で
す。

淡路島の香は、長く受け継がれてきた伝統の製法と、厳しい品質管理、そして

職人の技と誇りによって生まれています。また、小さな工場だから可能で丁寧

な製造が行われています。奥深い香りはやすらぎの空間を創造し、日々の生活

の中に心休まる豊かな時間を生み出してくれます。淡路島のお線香の発展は、

気候も欠かせない要因でした。淡路島には中国山地と四国山地の間でできる一

種の風洞の一種である西風を受けやすい土地であり、製造過程で乾燥を必要と

するお線香作りにはこの西風が非常に有益なものでした。「やまとごころ」

は、この淡路の地からお香の文化を世界にPRしていくべく、商品の研究開発・

製造に取り組んでいます。

sales@yamato-gokoro.jphttp:// やまとごころ .jp

0120-777-752 ※価格はすべて税抜き表示です。



＜本店＞〒656-2141 淡路市塩尾 696

http://やまとごころ.jp
sales@yamato-gokoro.jp

0120-777-752

神戸香　塩屋 1,500円
シクラメン・フレンチラベンダー・ローマンカモ
ミールの異国を感じさせるセットです。

神戸香　和田岬
フェミニン・ウッディムスク・フローラルのセット。
粋な香りを醸し出してくれます。

1,500円 神戸香　一の谷 1,500円
和を感じさせる枕草子シリーズの沈香・白檀・
おもてなしのセットです。

焚香  新角割 300円～
有馬香心堂が厳選した、高品質な練香です。
白檀/300円
タニ沈香/500円
シャム沈香/1,000円
伽羅/1,500円

柳緑花紅　 1,000円～
沈香/高貴な香りは独特な異国情緒漂う香り。
白檀/香の代表とされる白檀の香り。
茶/お茶会のお供に。
竹/竹の香りは、清潔感な空間を演出します。
檜/天然の国内産ヒノキ精油を使用。
（沈香3,500円、白檀2,500円）

備長炭麗 金泉/銀泉 1,000円
有馬香心堂オリジナル。人気商品。沈香ベース
(金泉)と蓮ベース(銀泉)の香りで、紀州備長炭
木酢液入りです。

極上  初梅 1,000円
白檀・沈香・麝香の香り。五味（甘・辛・酸・苦・
塩）を楽しめます。旅館でよく焚かれています。

波穂　 各1,000円
だるま/”和”をテーマにした優しい香り。
古都の風情/”古都”をテーマにした白檀の香り。
花桜/”桜”をテーマにした香り。
花筏/気品溢れるバラの香り。
神戸/華やかな香り。

光風霽月 1,000円
有馬香心堂オリジナル。人気商品。有名な香
水の香り、エレガント、キュート、スィートをお線
香で再現した3種セット。

和敬清寂 1,200円
有馬香心堂オリジナル。人気商品。代表的な白
檀・沈香・お茶の香りの3種セット。香立付。

にほひ袋　 各300円
宵かがり/ピーチをはじめとしたフルーティーな
香りです。
夢花火/マンゴリアなどを使用したスッキリとし
た香りです。
禅/白檀ベースの和の香りです。

上品沈香  凌雲 2,500円
高級香木線香。ベトナム産シャム沈香を主体に
数種類の漢薬、老山白檀を使用しています。

特品沈香  瑞雲 4,000円
高級香木線香。濃厚なシャム沈香と老山白檀
の甘い香りです。

特選白檀  鳳雲 2,500円
高級香木線香。厳選された極上の白檀末、白
檀精油をふんだんに使用。

極上伽羅香 23,000円
高級香木線香。緑油伽羅のみを使用。香りを
際立たせる為、最高割合で配合しています。

にほひ袋金襴 各600円
宵かがり金襴/ピーチをはじめとしたフルーティ
ーな香り。
夢花火金襴/マンゴリアなどを使用したスッキ
リとした香り。
禅 金襴/白檀ベースの和の香り。

倭・花人　 各800円
山/百万年前の六甲変動で生まれた六甲山の
エネルギーと緑の美しさを。
海/世界につながる異国情緒あふれる神戸の「
海」をイメージしたお香です。
桜/有馬温泉の地に運ばれた「桜」のあでやか
さを表現しています。

月夜 侘び寂び 800円
夜露に濡れた木 と々緑を感じられる香り。沈香
と天然薬草でリラックスを。

花の花 1,000円
バラ・ユリ・スミレをイメージした伝統の3種類
の香りです。人気商品。

旬柚子 1,000円
天然の柚子オイルを配合したお香。すっきりと
力強い柑橘系の香りでエネルギッシュに。

堀川 スティック型 1,000円
人気商品。白檀の甘みを強調したまろやかな
香りです。

有馬・六甲山の彩り 400円

ラベンダー/一面に咲き誇るラベンダー。
甘茶/長寿を保たせます。
ハーブ/草原に咲く花の香り。
お茶/寛ぎのひと時を。
ブルーベリー/もぎたてのブルーベリー果実。
古風/爽やかな森林の香り。
ローズ/心静まるローズの香り。
花束/南国の爽やかな香り。
白桃/甘い白桃の香り。
シナモン/オリエンタルウッディ。
薔薇/優しい薔薇の香り。
フローラル/心地よいハーモニー。
花/グリーンな香調。
緑茶/備長炭木酢液＋カテキンを配合。

有馬香心堂厳選セレクション。淡路島の香司がこ
だわって造り上げた厳選されたお香です。

恋の蛍 各600円

新緑/晩春の候、様 な々木々が若葉を育みま
す。緑と若葉の水 し々さを感じさせる香りです。

無花果/葉の水 し々さと少し青い果実の香り。
ミルキーな甘さ。美しい森と太陽を想像させま
す。

菩提樹/嫌味のない濃厚な花の香り。菩提樹
（リンデン）をイメージした少し甘く上品な香り
です。

蘭麝/東洋蘭と人気の高いムスクをブレンドし
た香りです。清潔な香りがリフレッシュさせてく
れます。

和を感じさせる墨の香りと、植物の香りをブレン
ド。書を嗜むよう、香りも嗜んでください。

1,000円備前焼香立 一心不乱
有馬香心堂オリジナル。備前焼の香立て＆香
皿セットです。丸皿もあります。

有馬彩香 1,000円
神戸有馬を取り巻く、海、桜、竹林をテーマに
オリジナルを創りました。人気商品です。

※価格はすべて税抜き表示です。
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