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最新刊
必ずや信仰心を目覚めさせてくれる！ 自然、祖先、人々全てに感謝を
幸せに生きられる ZEN ホメオパシー 5

信仰心を目覚めさせ幸せに生きる！[DVD]
由井寅子 講演（全編 2 時間 40 分） 1,000 円＋税
2019 年3月9 日の名古屋講演を収録。
「神仏のみならず、全てに
対する感謝と尊敬の心こそが信仰心の本質である。信仰心が神々
を生み、先祖を仏にし、人々を神仏に近づける光となる。」比叡
山でのおみくじをきっかけに、深い信仰心が目覚めるまでを、実
直に語る姿が胸を打つ。信仰心を取り戻し幸せに生きる、ふたつ
のケースもまた、魂を揺さぶられることだろう。
幸せに生きられる ZEN ホメオパシー 5

信仰心を目覚めさせ幸せに生きる！[BOOK]
価格等未定 ※ 2019 年 7月上旬 発売予定

今後も続々と登場、幸せに生きるためのヒントが満載
幸せに生きられる ZEN ホメオパシー 4

カルマとインナーチャイルド [BOOK]
幸せに生きられる ZEN ホメオパシー 4

カルマとインナーチャイルド [DVD]
価格等未定 ※近日発売予定
※DVD、BOOKともに現在制作中のものは、仕様など、変更になる場合があります。

ホメオパシー出版 株式会社
〒 158-0096 東京都世田谷区玉川台 2-2-3
TEL 03-5797-3161 FAX 03-5797-3162
http://homoeopathy-books.co.jp/

大反響！ 幸せに生きられるZENホメオパシーシリーズ
緑

青

幸せに生きられる ZEN ホメオパシー 1

新・ホメオパシー入門

インナーチャイルド癒しの手引きに

インナーチャイルドの理論と癒しの実践
初心者からプロのセラピストまで

由井寅子 講演／著 四六判 ・144 頁 1,200 円＋税
2018 年の講演録をもとに『由井寅子のホメオパシー入門』を大幅改訂。
体と心と魂を三位一体で治癒に導くZEN ホメオパシーをわかりやすく解
説した新
・
入門書。ホメオパシーの基本原理から、
インチャ癒しや霊性向上、
マヤズム、ホメオパシーの科学的根拠など、最新の情報も網羅する。

由井寅子 著 四六判 ・248 頁 1,500 円＋税
まったく新しい心理学とも言える、インナーチャイルド概論。インチ
ャが生まれる過程を、段階を追って解説する。マヤズムとの関係、イ
ンチャの癒し方まで、全てをこの一冊に凝縮。初心者にも図解で分か
りやすく、内容の濃さはセラピスト向け。
〈英語版あり〉
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人生は負けるためにある

由井寅子 講演／著 四六判 ・160 頁 1,300 円＋税
感染症を克服することでインナーチャイルドが癒され、この世的価値観
が緩んでいくという、病原体の役割・必要性を解説する。2018 年新潟
講演をもとに、講演会では語り尽くせなかったエピソードなど一部加筆、
ZEN ホメオパシーへの理解が深まる。
〈英語版あり〉

由井寅子 講演／著 四六判 ・192 頁 1,300 円＋税
インナーチャイルド癒しの入門書として最適。DVD化された2017年
札幌講演と、同年・東京講演の講演録から抜粋、編集した講演録シリ
ーズ第一弾。講演会では語り尽くせなかったエピソードなど一部加筆
し、より詳細に知ることができ、理解も深まる。〈英語版あり〉

病原体とインナーチャイルド[BOOK]
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病原体とインナーチャイルド[DVD]
由井寅子 講演（全編 2 時間 34 分） 1,000 円＋税
2018 年４月８日新潟講演を収録。知られざる予防接種のメカニズム、
子どもが罹る病気の真の役割、各感染症とインナーチャイルドの関係な
どが語られる。予防（病原体）レメディーでインナーチャイルドを癒し、
感染症を予防するためには？ 知りたい方は必見！

シリーズ第三弾、彼岸に到達する極意が語られる！

赤

まだまだ話題作
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お彼岸とインナーチャイルド[BOOK]
由井寅子 講演／著 四六判 ・160 頁 1,300 円＋税
2018 年春秋『お彼岸セミナー』の講演録に加筆・編集。死という終わ
りがあるからこそ生が輝く。死後、ほんとうの人生を彩るための極意が
語られる。愛する我が子を亡くした母が、苦しい別離を乗り越えていく
姿を追った、ふたつのケースも必見だ。これぞ彼岸に至る道。会得する
ためのヒントが満載！
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お彼岸とインナーチャイルド[DVD]
由井寅子 講演（全編 2 時間 57 分） 1,000 円＋税
2018 年 9 月 22 日の講演を収録。子どもが亡くなったふたつのケー
スを通して、死とは、命とは何か、人はなんのために生きるのか、深
い理解が与えられる。先祖供養の大切さ、信仰の尊さに気づかせてく
れる DVD。インナーチャイルドとこの世的価値観の命を全うさせるこ
とで、自分本来の命が輝き出す！

イン ナーチャイルド 癒しの実 践８ 講 演 録

入門書
ドイツ生まれの自然療法

ホメオパシーってなぁに？
CHhom 著／橋本美里 絵 A5 判・224 頁 1,200 円＋税
ホメオパシーってなぁに？ という方のために、ホメオパシーの学生た
ちが知恵を絞って作成。ホメオパシーの歴史から、暮らしの中に気軽に
とり入れられるレメディーの魅力などを、マンガとイラストでわかりや
すく解説する。ホメオパシー入門の決定版！

心と体を癒すホメオパシー
ロンドンからレメディーをひとビンを含む復刻合本

由井寅子 著 A5 判・208 頁 1,300 円＋税
雑誌に掲載されたホメオパシーの対談や症例をまとめた復刻合本。ホメ
オパシーとは何かという基本的知識をはじめ、ホメオパシーが心と体に
及ぼす作用などについて分かりやすく解説。処方に至る経緯や処方の内
容までを明らかにした症例も豊富。根強い人気の一冊。

子供にもわかるホメオパシー（新装版）
ドイツの少年が書いたセルフメディケーション・ガイドブック

ローベルト・ラトケ 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
四六判・160 頁 1,000 円＋税
ドイツの 14 歳の少年が書いた世界一簡単なホメオパシー入門書。同世
代の少年少女にホメオパシーを使って欲しいという思いから生まれた。
レメディーを友人の性格に照らし合わせるなどユニークさが光る。

心と体にやさしい薬草入門

ホメオパシーガイドブック③

野の草花をとり入れた自然生活のすすめ

キッズ・トラウマ

東 昭史 著／由井寅子 監修 A5 判・60 頁 700 円＋税
薬草の歴史から実用的な薬草の利用法までを丁寧に説明した、オール
カラーの薬草入門。厳選した薬草を、日本のものと西洋のものに分け
て写真入りで紹介する。薬草ごとに対応する症状が一目でわかる、巻
末の一覧も便利。

由井寅子 著 A5 判・248 頁 1,600 円＋税
子どものかかる病気や成長過程で遭遇する心身のショックに合わせて選
ばれた、36 種類のレメディーのガイド書。インナーチャイルドにも対
応するロングセラー。子どもはもちろん、子どものころのトラウマを癒
したい大人にも有益。

ホメオパシーレメディーカード（新装改訂版）
ヴィヴィエンネ・ラウンスレー, ジュディス・スコット･ R S・ホ ム 共著／
由井寅子 監修／ RAH 訳 137×182mm・82 頁 1,700 円＋税
見出しから症状に合うレメディーを簡単に探し出せるハンドブック。
外傷や、せきや頭痛などの症状、さらに感染症に合うレメディーが一
目でわかる簡便さが魅力。コンパクトなサイズも好評。

ホメオパシーガイドブック⑤

バイタル・エレメント
由井寅子 著 A5 判・174 頁 1,500 円＋税
24 種類のティッシュソルトと 12 種類の微量元素について解説。体内で
バランスを保っていたはずの微量元素の過不足から起こる問題、生命の
必須元素に関わるレメディーについて説明。現代生活に疲れた体を、自
然治癒力によって活性化していくためのガイドブック。
〈英語版あり〉

感情日記
インナーチャイルド癒し手帖

日付フリー式

円＋税

由井寅子 著 80 頁 B6 判・700
記入式実践ダイアリー。日々の出来事で生じる感情から、①過去の抑
圧した感情（インチャの正体）を探り解放する。②感情を生じさせた
価値観により否定されていた過去を探り、価値観という呪縛から解放
する。インチャ癒しに本気で取り組みたい方は必携のアイテム。

由井寅子著

ガイドシリーズ
ホメオパシーガイドブック①

ホメオパシー in Japan
由井寅子 著 A5判変形・264 頁 1,500 円＋税
とらこ先生による、日本一読まれているホメオパシー入門書。ホメオパ
シーの歴史、基本原理、使い方から、使用頻度の高い計38種類のレメ
ディーの解説まで盛りだくさん。症状から適したレメディーを引けるレ
パートリー付き。
〈英語版あり〉
ホメオパシーガイドブック②

ホメオパシーガイドブック⑥

ホメオパシー的予防（新装版）
由井寅子 著 A5 判・208 頁 1,600 円＋税
“ 予防接種の害や副作用は怖いけど、感染症にはかかりたくない ” とい
う方必見のホメオパシー的予防の解説書。子どもがかかる病気・感染症
を安全に予防する方法や素早く治癒に導く方法を提示。子どもへの予防
接種の是非に悩んでいる方は一読を。
〈英語版あり〉

ホメオパシーガイドブック⑦

ホメオパシー的災害対策
由井寅子 著 Ａ5 判・200 頁 1,300 円＋税
東日本大震災直後、被災者の体と心を救った 36 のレメディーを実例を
交えて詳解。いざというとき、どう行動し、事実と向き合っていくべき
かをホメオパシー的見地から説いた渾身の一冊。絶望の淵にあった人々
に勇気を与えた、被災地での講演も完全採録！〈英語版あり〉

ホメオパシーガイドブック⑧

ホメオパシー的妊娠と出産

ハーブ・マザーチンクチャー
（Φ）

由井寅子 著 A5判・272 頁 1,600 円＋税
妊娠、出産、産後の妊婦さんや赤ちゃんをサポートするレメディーの手
引き書。ホメオパシー的な妊娠の考え方や、助産師ホメオパスの臨床現
場からの報告を多数紹介。出産に役立つレメディーの解説もあり。自然
分娩で元気な赤ちゃんを産みたい方に。

由井寅子 著 A5判・256 頁 1,500 円＋税
難病を治癒に導くとらこ先生の ZEN メソッドの一角を担うマザーチン
クチャー（Φ）
。その全貌を 40の症例とともに紹介した贅沢な書。50 種類
のハーブΦと 60 種類のサポートチンクチャーを網羅。慢性病治療から
日々の健康増進まで。症状別レパートリー付き。オールカラー。
〈英語版あり〉

由井寅子のホメオパシー講演 DVD

症状はありがたい！
原理から症例まで、ホメオパシー入門講演の決定版！

インナーチャイルド癒しの実践1～8
由井寅子のホメオパシー講演 DVDシリーズ

由井寅子 講演（各２時間前後） 各1,300 円＋税
インナーチャイルド癒しとは、抑圧した感情の解放と価値観の解放のこと。毎回
テーマをもち、そのための実践的な方法を明らかにする。辛く苦しい出来事を感
謝に変え、人生を幸せなものにするためのインチャDVDシリーズ。毎回、感動
のケースも必見。
〈1，
4～8 英語版あり〉

1

とらこ先生の故郷をた
ずねる第１章から始ま
り、インナーチャイル
ドとは、10 段階の感情
（インチャ）
の変遷、イン
チャ癒しの手順につい
ての解説など。

3

抑圧した思い、感情や、
感情の奥にあるこの世
的価値観を解放する方
法を解説。辛く苦しい
出来事を感謝に変え、
人生を幸せにするため
大事なこととは？

5

新・幸せになるための三
つの方法で、この世的
願いをもちつつ幸せに
なる方法を詳解。とら
こ先生が洞察した真理
が、女性性と母性の関
係に統合されていく。

7

奥義シリーズ第二弾。
愛されない恐れ、怒り
や憂い。幼少時の辛い
感情をさらけ出し、親
の価値観を越え、自分
の本当の価値を取り戻
そう。

2

インチャ癒しの極意は、
「感情」と「価値観」の
解放にあり。正直な自
分の思いを解放し、受
け止め、根底にある「愛
してほしい」という願
いをかなえる。

4

「苦しみは本当の幸せ
へと導くもの」苦しみ
はなぜ生じるのかを図
解しながら、幸せにな
るための三つの方法や
インチャ癒しを明らか
にしていく。

6

人間は体・心・魂、そ
れぞれに命をもち、体
の命が終わっても心と
魂の命は終わらない。
ケースを通し、魂本来
の命を生きるための奥
義を解説する。

8

優れようと頑張らず、
プライドで戦わず負け
ることで、根本にある
「 駄 目な自分」に戻り、
自分を許そう。３時 間
を超える、インチャ癒し
の集大成！

由井寅子 講演（全編 2 時間 21分） 1,300 円＋税
面白い、わかりやすいとの定評のある、とらこ先生による初心者のた
めの講演会 DVD。さまざまなケース紹介やホメオパシーの原理などを、
図解とともに説明。ホメオパシーの基礎があっという間に理解できる、
わかりやすさも人気の秘密。

人はなぜ病気になるのか？
病因から症例まで、ホメオパシー入門講演の第二弾！

由井寅子 講演（全編 2 時間 21分） 1,300 円＋税
初心者のための講演会 DVD 第二弾。とらこ先生の壮絶な人生物語と
潰瘍性大腸炎の因果関係の説明からはじまり、体の病気、心の病気、
魂の病気とその原因について、豊富な図解と心を打つ症例とともに解
説した不朽の名作。

由井寅子のホメオパシー的生き方シリーズ

①予防接種トンデモ論

病原体はありがたい！子どものかかる病気はありがたい！

由井寅子 著 四六判・288 頁 1,500 円＋税
なぜ、アレルギー、アトピー、ぜんそく、発達障害の子どもたちが急増
しているのか？ 著者は豊富な臨床経験から、予防接種のからくりと危
険性を指摘。予防接種こそ「医原病」を生み出す最大の元凶とする、常
識を覆す予防接種論を展開。ドイツで大ヒットした話題作。
〈英語版あり〉

②発達障害へのホメオパシー的アプローチ
発達障害・自閉・多動の子どもたちを治癒に導く方法論と症例集

由井寅子 著 四六判・240 頁 1,300 円＋税
多動や自閉、アスペルガー症候群などの原因を鋭く指摘し、典型的な発
達障害の症例に対して有益であったホメオパシー的アプローチを一挙公
開！ 発達障害はホメオパシーで改善するという、驚愕の事実がここに
明らかに。
〈英語版あり〉

③インナーチャイルドが叫んでる！
愛されず傷ついた内なる子どもをホメオパシーで癒す

由井寅子 著 四六判・268 頁 1,500 円＋税
怒り、悲しみ、自信のなさ。その原因は幼いときに愛されず傷ついた内
なる子ども（インナーチャイルド）にあった！ どう向き合い、癒せば
良いかをレメディーやフラワーエッセンスの解説とともに解き明かす。
〈英語版あり〉

④愛じゃ！人生をかけて人を愛するのじゃ！

手引きシリーズ

ホメオパシー的生き方で根本から愛される人になる！

由井寅子 著 四六判・224 頁 1,300 円＋税
愛って何？ どうして私たちは愛されることを求めるの？ 愛されるた
めにはどうすればいいの？ 誰もが抱く根源的な問いに、とらこ先生が
ズバリ回答！ 自分を愛し根本から愛される人になるための必読書。
〈英
語版あり〉

⑤それでもあなたは新型インフルエンザワクチンを打ちますか？
常識を覆すインフルエンザ論―インフルエンザはありがたい！

由井寅子 著 四六判・280 頁 1,500 円＋税
数千万人が死んだスペインかぜの知られざる事実から、輸入ワクチンの
危険性など、インフルエンザにまつわる歴史やホメオパシー的免疫論が
満載。対処方法、病原体の意義など常識を覆すインフルエンザ論が展開
される。

⑥とらこ先生通信

ホメオパシー的哲学、真に生きるための奥義書

由井寅子 著 四六判・332 頁 1,600 円＋税
「oasis」に 10 年間にわたり連載された、幻の『とらこ先生通信』が単
行本で復活。真に生きるための哲学書ともいえる、スピリチュアルエッ
セイ。夢と現実、死と再生、天使と悪魔、自由と平等など有漏路と無漏
路をつなぐホメオパシー理論がいっぱい！〈英語版あり〉

⑦ホメオパシー的信仰
目覚めよ、日本人！

由井寅子 著 四六判・244 頁 1,300 円＋税
信仰心とは大いなる存在に生かされていることに対する感謝の念。大い
なるものを敬い、畏怖する心。失われた信仰心、日本人としての誇りを
取り戻せば、この苦難をきっと乗り越えられる！ 命の本質と生きるこ
との意味を明らかにする、日本人の必読書。
〈英語版あり〉

ホメオパシーの手引き⑧

出産

妊娠中から分娩、産後の心と体のケアに

ラビ・ロイ＆カローラ・ラーゲ・ロイ 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
A5 判・80 頁 1,100 円＋税
自然のリズムと調和した安心・安全なお産を実現するために、さらに
は出産を “ 最高の体験 ” にするためのホメオパシー的サポート術をまと
めた実用書。

ホメオパシーの手引き⑨

赤ん坊

疝痛・栄養・さまざまなトラブルのために

ラビ・ロイ＆カローラ・ラーゲ・ロイ 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
A5 判・120 頁 1,200 円＋税
出産での損傷から新生児・乳幼児特有の症状まで、様々な場面に有用
なレメディーを掲載。子育てを強力にサポートする、頼れるガイドブ
ック。副作用がないホメオパシーで子どもを育てたい方に。

ホメオパシーの手引き⑩

小児病

百日ぜき・はしか・おたふくかぜ・風疹・猩紅熱・水疱瘡

ラビ・ロイ＆カローラ・ラーゲ・ロイ 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
A5 判・64 頁 900 円＋税
ホメオパシーによって、子どもたちが自分の力で小児病を乗り越える
ための手引き書。小児病を克服することで、子どもがより健康に育つ
ことを説く。

ホメオパシーの手引き⑪

歯（新装版）

ラビ・ロイ＆カローラ・ラーゲ・ロイ 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
A5 判・120 頁 1,200 円＋税
ホメオパシーによる虫歯の予防・治療・アフターケアの入門書。子ども
の虫歯予防、突然の歯の痛み、また歯科治療を受ける際に役立つレメデ
ィーを紹介。

ホメオパシーの手引き⑬

放射能

放射線と放射性物質のホメオパシー的解毒と予防

ラビ・ロイ＆カローラ・ラーゲ・ロイ 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
A5 判・120 頁 1,100 円＋税
チェルノブイリ原発事故以来、ホメオパシーによる何千もの治癒症例
をもち、大規模な放射能雨が降った国に生きてきた著者の、経験と知
識に基づくガイドブック。

出産・育児

講義録

お母さんと子どものためのホメオパシー

講義録①

元素のレメディー

妊娠・出産・育児に役立つホメオパシー大百科

人間と元素周期表のホメオパシー的照応理論に基づく講義

ミランダ・カストロ 著／小幡すぎ子 , RAH 共訳
B5 判・426 頁 3,400 円＋税
妊娠・出産・育児を経験するすべての女性とその赤ちゃんのための、
ホメオパシーに関する百科事典。ホメオパシー療法を、家庭で安全か
つ効果的に行うための術を網羅。

ジャン・ショートン 著／ RAH 主催 A5 判・216 頁 3,000 円＋税
オランダの革新的ホメオパスグループのリーダーであるジャン ･ ショ
ートン氏が行った、2000 年 11月の来日講演を完全書籍化。レメディ
ーについての講演ながら、ホメオパシーの知識がなくても興味深く読
める一冊。

体験記シリーズ

ホメオパシー子育て日記

講義録②

悩み闘い続ける母と子の、葛藤と成長の日々

トレバー・ガン 著／ RAH 主催 四六判・280 頁 1,500 円＋税
気鋭の英国ホメオパス、トレバー・ガン氏による予防接種の神話を崩
壊させた歴史的講義録。予防接種の本質や予防接種が招く副作用に
ついて、驚くべき実態が明らかに。これまでタブーとされてきた予
防接種の問題点がすべて分かる！

中村房代 著 四六判・240 頁 1,300 円＋税
アトピーの二児の母親が綴ったホメオパシー体験記。好転反応、周囲
の無理解、現代医学との間で抱えた葛藤、インナーチャイルドなど、
苦しみ抜いた日々が真摯な言葉で語られる。子どもの問題や病気を解
決するヒントがいっぱい。
体験記シリーズ

ホメオパシー子育て日記 発達障害篇

講義録③

ありのままを受け入れ、尊重し、愛を発信する

健康な子供（新装改訂版）

クレメンティーナ・ラブフェッティ 著／由井寅子 監修
RAH 訳 四六判・180 頁 1,700 円＋税
子どもたちの健康を守るために、自然療法を活用したい方のための総
合的ガイドブック。予防接種をはじめ食品添加物や環境毒を自然療法
でどう乗り越えるかについての、適切なアドバイスが秀逸。

宝石のレメディーとチャクラ

コリン・グリフィス 著／ RAH 主催 四六判・216 頁 1,500 円＋税
ジェム（宝石）レメディーブームの火付け役となったコリン・グリフィ
スによる講義録。学生からも圧倒的支持を得た、
「おもしろい、分かり
やすい、すぐに使える」と三拍子そろったジェムレメディー入門書。ジ
ェムエッセンスの作り方も公開。

西山あや 著 四六判・240 頁 1,300 円＋税
“できなくてもいい！” “ 優れていなくてもいい！” 発達障害の息子によ
って本当の幸せを見つけた母親が綴ったホメオパシー子育て日記第二
弾。ホメオパシーの療法・生き方から多くのことに気づき、我が子を
そのまま受け入れることで魂の成長を果たした母親の体験記。

ホメオパシーと自然療法で抵抗力を強化する

予防接種は果たして有効か？（新装改訂版）

広告

『ZENホメオパシー』を学び、
自らを深く知るための新シリーズ始動

■お近くの書店やホメオパシー出版
ホームページ等でご購入ください

好評発売中

元素（エレメント）

ホメオパシーとミネラル
ジャン・ショートン 著／由井寅子 訳 A5 判・400 頁 3,000 円＋税
ホメオパシー史における画期的発見、「元素周期表」レメディーの入
門書。主要なミネラルレメディーの本質を明らかにし、その組み合わ
せによるさまざまな無機塩のテーマをシステマティックに洞察する可
能性を与えてくれる！

ホメオパシーとエレメント（新装版）
ジャン・ショートン 著／由井寅子 訳 B5判変形・1008 頁 13,000 円＋税
『ホメオパシーとミネラル』に続き元素周期表の使用について著され
たショートン渾身の 2 作目が装いを新たに登場。元素（エレメント）
レメディーの処方に必須の知識を体系化し、ホメオパシーの新たなビ
ジョンを提示。

シークレット・ランタノイド
深い病理を治癒に導く隠れた 15 の元素レメディー

ジャン・ショートン 著／由井寅子 監訳 A5判変形・792頁 12,000円＋税
ジャン・ショートンの元素シリーズ第三弾。ランタノイド元素 15 種
類のレメディー解説、ケース報告、プルービングの記録までを含む完
全版。元素周期表の欄外に表記されるランタノイドの本質に鋭く迫る、
興味深い内容。
広告

生命組織塩

生命組織塩でバランスをとる（新装版）
生命組織塩
（シュスラー塩）のスタンダードテキスト

ザビーネ・ヴァッカー 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
A5判変形・160 頁 2,100 円＋税
各生命組織塩（ティッシュソルト・シュスラー塩）の特徴や性質、使い方か
ら、レメディー選択のコツまで、幅広く網羅しやさしく解説した、生
命組織塩本の決定版。オールカラーでビジュアル的にもわかりやすい。

子供のための生命組織塩
トーマス・ファイヒティンガー , ズザーナ・ニーダン 共著／
由井寅子 監修／熊坂春樹 訳 A5判変形・128 頁 2,100 円＋税
Dr. シュスラーが提唱した 12 種類の生命組織塩についての特徴と、
子どもの成長段階で必要な生命組織塩について解説した入門書。各組
織塩の性質や役割、補充のために必要な食品についても紹介。

シュスラー博士の顔診断（改訂版）
バイオケミカル治療法入門

ペーター・エムリヒ 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
A5 判・160 頁 2,900 円＋税
12 種類の生命組織塩レメディーの特徴と、その欠乏に特徴的な「顔」
のイラストを紹介した生命組織塩レメディーの入門書が、改訂版となっ
て復活。症状から生命組織塩のレメディーを選ぶレパートリー付き。

飲むだけ簡単！ 素肌つやぷる美人
◆ほめ補酵素
70 種類以上の原料を黒糖により３年間じっ
くり発酵・熟成させ、豊受ハーブエキスやレ
メディーを加えた補酵素ドリンク。
◆ホメガオイル／生麻オイル
必須脂肪酸をバランスよく摂取できるオイ
ル。携帯に便利なビーンズタイプも。

お腹から 健康美人

◆しそ濃縮 ◆ジンジャーシロップ
自然の恵み、栄養豊富な濃縮ドリンク各種。
お手軽パック飲料もおすすめ
◆無調整 豆乳 ◆玄米甘酒
◆アクティブフローラ（飲むヨー
グルト） ◆豆乳ヨーグルト

日本豊受自然農

マテリア・メディカ

新マテリア・メディカ

ホメオパシーの未来を開く鍵となる 36 のレメディー

コリン・グリフィス 著／由井寅子 監訳 A5判・600 頁 7,000 円＋税
ベルリンウォール、アヤワスカ、ジェムの数々など、瞑想プルーピン
グによって生まれた 36 種の新レメディーのマテリア・メディカ、待望
の日本語版。チャクラとマヤズムの関係、各チャクラに対応するレメ
ディーについても網羅。

レメディー事典
由井寅子 監修／ CHhom 編 80×110mm・折りたたみ式 1,000 円＋税
家庭で使われることの多い 136 種類のレメディーのミニミニマテリア・
メディカ。ポケットサイズながら、特殊な折りによって、広げるのも折
りたたむのも一瞬でできる優れもの。持ち運びに便利で、いざというと
きにも重宝。

スピリチュアル・マテリア・メディカ 第1巻
151のレメディーを通して学ぶ霊的生体エネルギー学

スピリット・オブ・ホメオパシック・レメディー（改訂版）

ユブラジ・シャルマ 著／由井寅子 監修／二宮美幸 訳
B5判変形・1080 頁 14,000 円＋税
スピリチュアリストでもある異色の天才ホメオパスによる書。秘儀的
学問とホメオパシー医学、さらに現代医学・東洋医学・占星学をも融
合させたホリスティックなマテリア・メディカ。

愛の第三次元から洞察されたホメオパシーレメディーの本質

ディディエ・グランジョージ 著／由井寅子 訳
A5 判・228 頁 3,600 円＋税
小児科医でありホメオパスの著者が、12 年以上もの臨床体験をもとに
書きあげたマテリア・メディカ。レメディーに宿るスピリットを明ら
かにすると同時に、実用性にも重点がおかれている。

スピリチュアル・マテリア・メディカ 第2巻
151のレメディーを通して学ぶ霊的生体エネルギー学

ユブラジ・シャルマ 著／由井寅子 監修／宮本真紀 訳
B5判変形・800 頁 13,000 円＋税
第 1 巻に対応した 151 のレメディーの解説書。芸術作品を通してレメ
ディーのイメージがつかめるようになっている。さらに占星術、東洋医
学、病理のパートを図版で詳しく説明。

ファタックのマテリア・メディカ

さ

■ 化 粧 品 は、 豊 受 オ ー
ガ ニ ク ス シ ョ ッ プ、 豊
受 モ ール 等 で お 買 い 求
めいただけます。

はな

フランス・ヴァーミューラン 著／由井寅子 監修／ RAH 訳
A5 判・642 頁 8,000 円＋税
従来の膨大な情報量をもつマテリア・メディカから最重要部を抜き出
し、混沌とした情報を見事にカテゴライズ。「ヴァーミューランのマテ
リア・メディカ」改訂版。ホメオパスやホメオパシーを学ぶ方は必携！

■ 右：ファン デーショ ン
（オークル）3,500 円 ＋税
／中：チーク（ピンクオレ
ンジ）3,200円＋税／左：
口紅
（赤）2,800 円＋税

こ

シノプティック・マテリア・メディカ（四訂版）

自然の恵みで、美しく輝きに満ちた毎日を。

ファンデーション／ チーク／口紅

ラズニ・サトパティのマテリア・メディカ
ラズニ・サトパティ 著／由井寅子 監訳 A5 判・232 頁 2,000 円＋税
インドの女性ホメオパスが、鋭い視点でレメディー像を描いたマテリア・
メディカ。明確かつ完結にまとめられており、他のレメディーとの比較
を多く盛り込んでいるのが特徴。日常よく使うものから、珍しいレメデ
ィーまで 96 種類を紹介。

豊受自然農産のベニバナ花粉末、ニンジン粉末など
こだわりの天然素材に、豊受ハーブのマザーチンクチャー、
ホメオパシーレメディーを配合。
ほかにはない、自然素材のメイクアップ化粧品です。

「木の花の咲くや」シリーズ

インド人ホメオパス

広告

メイクアップ化粧品

S・R・ファタック 著／由井寅子 監訳 A5 判・720 頁 6,000 円＋税
シノプティック・マテリア・メディカ（約 200）の倍の、400 以上の
レメディーが簡潔にまとめられた事典的書籍。レメディーのアウトラ
インをとらえるのに最適。詳細さと調べやすさに定評のあるロングセ
ラーブック。

日本豊受自然農

動物

動物の本質
ルドルフ・シュタイナーの動物進化論

ペットのためのホメオパシー
ペットオーナーと専門家のための理論と実践

クリストファー・デイ 著／由井寅子 監修／塚田幸三 訳
A5 判・328 頁 2,800 円＋税
自分のペットをケアしたい方や、獣医師の方に最適な実務書。イヌ、
ネコ、ウサギ、ハムスター、鳥、ハ虫類、魚など、各動物特有の病気
とホメオパシー的対応法を紹介。

犬のためのホメオパシー

カール・ケーニッヒ 著／由井寅子 監修／塚田幸三 訳
A5 判・208 頁 2,000 円＋税
シュタイナー哲学に基づき、動物進化の歴史に鋭く迫るカール・ケー
ニッヒ博士の著書、待望の邦訳。動物に対する深い理解と思いやりが
感じられる講義録。

農業・植物
マリア・トゥーンの天体エネルギー栽培法（新装版）

犬の病気別ホメオパシーレメディーの詳説

進化したバイオダイナミック農法実践本

ジョージ・マクラウド 著／由井寅子 監修／塚田幸三 訳
A5 判・328 頁 2,200 円＋税
動物へのホメオパシー療法の世界的権威であった著者が、犬の病気に
対処する方法を詳しく解説。ホメオパシーを活用したいと思っている
すべての愛犬家にオススメ。

マリア・トゥーン 著／由井寅子 監修／前原みどり 訳
A5 判・136 頁 2,200 円＋税
宇宙が伝える「真」
の自然農法による、種まきや手入れ・収穫に最適な
日を、作物別に詳しく紹介する。シュタイナー提唱のバイオダイナミッ
ク農法を発展し、天体エネルギーを利用した植物栽培法。

猫のためのホメオパシー

無農薬・無化学肥料・自家採種が日本を救う

猫の病気別ホメオパシーレメディーの詳説

いのちをつくる日本豊受自然農

ジョージ・マクラウド 著／由井寅子 監修／塚田幸三 訳
A5 判・228 頁 1,700 円＋税
内臓疾患から外傷、猫特有の病気まで、猫の病気にホメオパシー的に対
処する方法を詳しく解説。ホメオパシーを活用したいと思っているすべ
ての愛猫家の方に。

ホメオパシー出版 編 B5判・104 頁 762 円＋税
「無農薬・無肥料・種」にこだわる豊受自然農法（ハーブやミネラルを
使ったオリジナル農法）の実践集団、
「日本豊受自然農」に迫る！ 代
表を務めるとらこ先生のエッセイ、農法、メンバー紹介、栽培方法など、
日本豊受自然農のすべてがつまった一冊。

牛のためのホメオパシー

新・植物のためのホメオパシー

自然で人間的かつ効果的な家畜のケア

観葉植物、ガーデニングから農業まで植物版ホメオパシー治療の実践ガイド

クリストファー・デイ 著／由井寅子 監修／塚田幸三 訳
A5 判・240 頁 5,000 円＋税
畜産農家や家畜のケアにかかわる獣医師の方待望の、大型家畜のホメ
オパシー的ケアに関する日本初の書籍。牛の福祉におけるホメオパシ
ーの役割が詳述され、各種病気に適合するレメディーを掲載。

クリスチアーネ・マウテ 著／由井寅子 監訳 A5判・168頁 2,400円＋税
害虫被害・天候被害・成長問題などへの対策や真菌・細菌・ウイルス性
疾患に対する具体的なホメオパシー治療の方法を提示し、誰でも手軽に
ホメオパシーで植物を支援できることを明らかに。ホメオパシーの植物
への応用という新しい扉を開く注目の一冊。

獣医のためのホメオパシー

シュタイナーの『農業講座』
を読む

ジョン・サクストン, ピーター・グレゴリー 共著／由井寅子 監修／
塚田幸三 訳 A5 判・432 頁 8,000 円＋税
わが国で初めての本格的動物テキスト！ ホメオパシーに詳しくない獣
医師に向けて書かれているため、読みやすく使いやすいのが特徴。動物
愛好家やアニマルホメオパスを目指す方に読んでほしい一冊。

ジョン・ソーパー 著／由井寅子 監修／塚田幸三 訳
四六判・236 頁 2,200 円＋税
宇宙的な生態系の原理に従う非常に難解な内容であるシュタイナーの
『農業講座』を、分かりやすく読み解いた解説書。
『農業講座』の理論を
実践したいという方に気づきをもたらすサポートブック。

伝記・歴史

イラクサをつかめ

土が生き返るバイオダイナミック農法の実践

ピーター・プロクター 著／宮嶋 望 監修／冠木友紀子 訳
四六判・370 頁 3,200 円＋税
バイオダイナミック農法（シュタイナーが提唱した農場をひとつの命あ
るシステムとして扱い、地球や土壌と宇宙の諸力との関わりから行う農
法）のバイブル。ホリスティック農業の実践者を強力にサポート。
シュタイナー思想の実践

バイオダイナミック農法入門
ウィリー・スヒルトイス 著／由井寅子 監修／塚田幸三 訳
B6 判・192 頁 1,500 円＋税
シュタイナー思想に基づく有機農法、バイオダイナミック農法の入門
書。シュタイナー講義の解説から農業の実践まで、豊富な写真ととも
に解説。
もうひとつの有機農法の実践

バイオダイナミック・ガーデニング
ジョン・ソーパー 著／由井寅子 監修／塚田幸三 訳
四六判・336 頁 3,200 円＋税
世界的に注目を集めるルドルフ・シュタイナーによって提唱されたバ
イオダイナミック農法を実践しようとする人にとって、バイブルとも
呼べる書。

日本豊受自然農

広告
こ

はな

さ

「木の花の咲くや」シリーズ
竹水のミネラルとヘチマ水のみずみずしさで潤う肌へ

― 生 草花 ―
しょう そ う

か

ビタミンＢ群や必須ミネラルを豊富に含む「竹水」と、高
鮮度のヘチマ水、自然農法で育てた野菜やハーブエキス
を配合。植物の力が、ハリ肌へと導きます。
天然、植物由来成分100%／石油由来成分不使用／パラベンフリー
■ 「生草花」化粧品は、豊受オーガニクスショップ、豊受
モ ール等でご購入いただけます。

真実の告白 水の記憶事件

ホメオパシーの科学的根拠「水の記憶」に関する真実のすべて

ジャック・ベンベニスト 著／フランソワ・コート 編／由井寅子 監修／
堀一美 , 小幡すぎ子 共訳 A5 判・208 頁 2,000 円＋税
ベンベニスト博士の研究がどう無価値にさせられたか、水の記憶事件
に関するすべての真実がここに。フランスでセンセーションを呼び大
ヒットした話題の書。

ハーネマン

ある医療反逆者と彼の学説、ホメオパシーの冒険的な運命

マルチン・グンペルト 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
A5 判・256 頁 1,300 円＋税
あらゆる困難に耐えながら真実の道を追求し続けたハーネマンのドラ
マチックな人生が、小説を読むように理解できる。ホメオパシーに関
わるすべての人に読んでほしい作品。

バイタリズム

類似の法則と植物レメディーの系譜

マシュー・ウッド 著／由井寅子 監修／小林晶子, 澤元 亙, 高橋邦彦,
野神佳也 共訳 四六判・424 頁 2,800 円＋税
同種療法（ハーネマン）、臓器療法（ラーデマッハー）、薬草療法（トムソン）、
折衷療法（スカッダー等）、ケントの同種療法
（ケント）、花療法（バッチ）
の歴史を、パラケルススの「類似の法則」と関連づけて解説。

ホメオパシック・ラブストーリー
初の女性ホメオパス、メラニー・ハーネマンの実像

リマ・ハンドリー 著／由井寅子 監修／小林晶子, 澤元佳也 共訳
A5判変形・360 頁 3,500 円＋税
ホメオパシーの祖であるハーネマンと結婚しホメオパスとなったメラ
ニー。学術的にも価値の高い伝記であり、二人の人生と愛、ホメオパ
シーへの思いが描かれた珠玉の名作。

晩年のハーネマン

ホ メ オ パ シ ー創始者の到達点

リマ・ハンドリー 著／澤元 亙 訳 A5判変形・376 頁 3,500 円＋税
晩年のハーネマンがどのような治療を行っていたのか、その実態を実
証的に提示することによって、クラシカルホメオパシーの神話的なハ
ーネマン像を根底から突き崩し、進取の気性に富んだハーネマン像を
掘り起こす。プラクティカルなホメオパシーの再生を企てる一冊。

古典シリーズ

目に見えない病気

慢性病論 第二版

いかにして目に見えないものを
目に見えるかのようにして見るか

パラケルスス 著／由井寅子 監修／澤元 亙 訳
A5判変形 箱入り・248 頁 3,800 円＋税
精神疾患の原因と治療法について書かれた古典的名著。錬金術的医学
という独自の視点から人間をホリスティックにとらえる本書は、統合
医療のあり方を考える上でもヒントとなる。

医師の迷宮

ホメオパス

これなくして医師はいかにしても
真のホメオパス

真の医師になることができない

パラケルスス 著／由井寅子 監修／澤元 亙 訳
A5判変形 箱入り・224 頁 3,800 円＋税
由井寅子ホメオパシー博士を触発し、CHhom 開校のきっかけとなった
本。ホメオパスに多大な影響を与えたパラケルススの学説を要約した、
時代を超えて読み継がれる名著。

アルキドクセン

パラケルスス錬金術による製薬術の原論

パラケルスス 著／由井寅子 監修／澤元 亙 訳
菊判・288 頁 2,800 円＋税
パラケルススが実際に使用した医薬、すなわち、秘薬と呼ばれる第一物
質、賢者の石、生命の水銀などの作り方を公開。西洋錬金術による製薬
術を語る上で欠かすことのできない歴史的な書。

ヘルバリウス

植物薬剤のマテリア・メディカ

パラケルスス 著／由井寅子 監修／澤元 亙 訳
菊判・280 頁 2,500 円＋税
パラケルススの
「マテリア・メディカ」
とも言える本。
『ヘルバリウス
（本草学）
』
『マケル薬草詩注解』全編と『自然物について』の一部を収録。あらゆ
る薬草と効能、使い方が具体的に記されている。

医術のオルガノン 第六版（改訂版）
サミュエル・ハーネマン 著／由井寅子 監修／澤元 亙 訳
A5判変形・408 頁 4,300 円＋税
ホメオパシー医学のバイブル。ハーネマンの主著としてあまりにも有
名な『オルガノン第六版』の完全邦訳。30 年以上かけて改訂を重ねた
ため理解が難しい『オルガノン』を、時間軸を分かりやすく構成。

サミュエル・ハーネマン 著／由井寅子 監修／澤元 亙 訳
A5判変形・320 頁 4,000 円＋税
マヤズム理論について詳述した、ホメオパシー医学の基礎をなす著作。
『オルガノン』と双璧をなすハーネマンの代表作であり、ホメオパスの
必読書。

『慢性病』序文
第三巻、第四巻、第五巻

サミュエル・ハーネマン 著／由井寅子 監修／澤元 亙 訳
四六判・72 頁 2,000 円＋税
ハーネマン著『慢性病』第二版の第三巻、第四巻、第五巻の序文を原
典から邦訳。『医術のオルガノン』初版から最終版に至る道筋を理解す
るためには必携の書。

ホメオパシー哲学講義
ジェームズ・タイラー・ケント 著／澤元 亙 訳
A5判変形・344 頁 4,200 円＋税
ケントをクラシカルホメオパシーの開祖とならしめた『オルガノン』
の講義本。スピリチュアルな視点から、病める人とは何か、病気とは
何かを記述する哲学的医学書。

ワクチノーシス

ワクチン病（予防接種病）のスーヤによる治療と
ホメオパシーによる病気の予防法について

J・コンプトン・バーネット 著／由井寅子 監訳
B6 判・160 頁 1,300 円＋税
種痘ワクチンによる健康被害を分析し、スーヤによる治療の有効性を
明解に説いた名著。頭痛、皮膚病などの慢性症状がスーヤで改善され
た例を掲載。ホメオパシーを学ぶ者に多くの示唆を与えてくれる。

発達障害の子どもたち
ホメオパシーで治療可能な身体的・知的発達の遅れた子どもたち

J・コンプトン・バーネット 著／由井寅子 監訳
B6 判・128 頁 1,200 円＋税
『ワクチノーシス』の続編。予防接種の危険性を鋭く見抜き警告すると
ともに、ホメオパシー療法によって身体的・知的発達の遅れがある子ど
もたちを治癒させた症例を多数紹介。

専門書
ファー・イースト・フラワーエッセンス ガイドブック
東 昭史 , 浅野典子 共著／由井 寅子監修
A5 判・160 頁 1,200 円＋税
フラワーエッセンス研究家・東昭史が、日本固有種から 21種類を選りす
ぐり、エッセンスの特徴、使い方などを解説する。また、共著・浅野典
子による詩は、
読む人に強いインスピレーションをもたらすことだろう。

ベイリー・フラワーエッセンスハンドブック
（新装改訂版）

アーサー・ベイリー 著／由井寅子 訳 A5判変形・192 頁 1,600円＋税
細胞や潜在意識のレベルまで作用する「ベイリー・フラワーエッセンス」
を一堂に介したハンドブック。ホメオパシーの好転反応が怖い人、不
安や恐怖などのこだわりが強すぎてなかなか手放せない人にこそ読ん
でほしい、エッセンスの魅力を語った書。

マヤズム治療のための大事典

哲学理念、診断上の分類、臨床のヒント、マヤズム・レパートリー、レメディーのマヤズム的重要度

スブラタ・クマー・バナジー 著／由井寅子 監修／二宮美幸 訳
A4 判・296 頁 7,800 円＋税
慢性病の治癒へのカギを握ると言われているマヤズム治療。膨大な臨
床経験をもつ著者が、マヤズム治療に必要な知識のすべて
（哲学理念、
診断に役立つ分類法・臨床例、レパートリーなど）をこの一冊に凝縮。

三倍祝福されたハート
愛とホメオパシー

ディディエ・グランジョージ 著／由井寅子 監訳
四六判・176 頁 1,400 円＋税
長年、小児科医、またホメオパスとして治療にあたってきた著者が、
幾多の臨床例と、福音書や神話、社会現象などオールラウンドなエピ
ソードをもとに、ホメオパシーのスピリチュアルな側面を紹介する。

急性疾患をホメオパシーで治す

急性疾患のスピリットから洞察される適合レメディー

ディディエ・グランジョルジュ
（グランジョージ）著／由井寅子 監修／
堀一美 訳 A5 判・472 頁 6,700 円＋税
長年、小児科医、ホメオパスとして従事し、
『スピリット・オブ・ホメ
オパシック・レメディー』でも世界的に著名な著者が、さまざまな症
状の意味と適合するレメディーを明らかにした意欲作。

世界の一流有名人がホメオパシーを選ぶ理由
デイナ・アルマン 著／由井寅子 監修／宮本真紀 訳
A5 判・504 頁 3,200 円＋税
ハリウッドセレブや作家、芸術家、俳優、スポーツ選手など、古今東
西の有名人とホメオパシーの関わりをまとめた意義ある一冊。ホメオ
パシー支持者のそうそうたる顔ぶれに驚くこと必至。

インフルエンザのホメオパシー的治療法

過去、現在、そして未来もホメオパシーでインフルエンザ疫病・流行病を生き抜く

サンドラ・ペルコ 著／由井寅子 監訳 A5 判・568 頁 3,200 円＋税
過去に幾度も世界を席巻したインフルエンザ大流行と、それにホメオ
パシーで立ち向かった医師の声と症例を紹介。インフルエンザの今後
の展望を示す。インフルエンザの症状別に豊富な適応レメディーのリ
ストも掲載した貴重な一冊。

ホメオパシーの理論と実践

システマティック・アプローチ
マリオ・ボヤジェフ 著／由井寅子 訳 A5 判・104 頁 2,000 円＋税
ホメオパスとして長年献身してきた著者が、その体験や経験を惜しみ
なく体系化。ホメオパシーの理論と実践を、システマティックに解き
明かしていく。ホメオパシーに対する知識を充分にもった、上級者向
けの一冊。

ホメオパシー 方法論へのガイド
イアン・ワトソン 著／由井寅子 訳 A5 判・152 頁 1,600 円＋税
プラクティカルアプローチの入門書として最適。ホメオパシーの方法
論をこれほど簡単にスッキリとまとめた本は希少。クラシカルの観念
的方法論にとらわれることなく、本来あるべき全体的なホメオパシー
方法論を浮かび上がらせる。

ホメオパシー科学 穏やかな治療法
インド政府 AYUSH 省 編／日本ホメオパシー医学協会（JPHMA）訳
A4 変形・144 頁 3,000 円＋税
インド政府伝統医学省CCRH（長官：Dr. マンチャンダ）がまとめた、イン
ドにおけるホメオパシーリサーチの集大成「Homoeopathy－Science
of Gentle Healing－」の日本語版。インド政府の協力により完成した。

バナジー・プロトコル

ホメオパシーにおける病理的アプローチ

プラサンタ・バナジー , プラティップ・バナジー 共著／
由井寅子 監訳 菊判・256 頁 9,500 円＋税
米国国立衛生研究所や米国国立がん研究所が認めたバナジー・プロト
コル。各種のがんをはじめとする 200 以上の病気治療のプロトコルを
一挙大公開！

ホメオパシー 癌のレパートリー（新装版）
ロジーナ・ゾンネンシュミット 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
A5 判・184 頁 5,600 円＋税
重要な腫瘍の種類と、そのマヤズム的、体質的、臓器親和性の確かな
レメディーについて、過去 200 年のホメオパシーの癌専門家たちの言
葉を考慮し記載された専門書。

ロジーナの臓器治療②

肝臓・胆嚢

ロジーナ・ゾンネンシュミット 著／由井寅子 監訳
A5 判・192 頁 3,300 円＋税
ホメオパシー、中医学、食事療法などホリスティック治療に造詣が深い
著者による臓器治療シリーズ。肝臓の象徴的意味、気質、精神的な問題
を取り上げ、あらゆる角度から肝臓と胆嚢へのアプローチを試みる。

真の医学の再発見
ホメオパシーの新たな地平線

ジャン・エルミガー 著／小幡すぎ子 訳 A5 判・336 頁 2,500 円＋税
ドグマにとらわれない、実際に患者を治癒へと導くホメオパシー医学の
再発見！ 現代医学が患者に治癒をもたらさないことに失望した、スイ
ス人医師の追い求めた「真の医学」とは？ BCG 予防接種によるフラン
ス病の問題などにも言及。

脳卒中のためのホメオパシー
ミヒャエル・トイト , ヨハネス・ヴィルケンス 共著／
由井寅子 監修／熊坂春樹 訳 A5 判・240 頁 4,300 円＋税
脳梗塞や脳出血など、脳の虚血性発作において後遺症の軽減を左右
するのが適切な対処法。そのホメオパシー的アプローチに関する、
ドイツでの成果を伝える。

更年期を通して霊化する女性
メリッサ・アシレム
（アスリム）
著／由井寅子 監訳 四六判・264頁 1,900円＋税
衰退や病気と思われがちな更年期を、女性が更なる段階に進むため
の円熟の過程であると洞察。更年期を迎え悲観的になっている女性、
老いを受け入れられずにいる女性。そしてこれから更年期を迎える
すべての女性たちに、大きな勇気をもたらす。

マッド・ハッターズ・ティー・パーティー
メリッサ・アスリム 著／由井寅子 監訳 A5 判・128 頁 1,500 円＋税
『不思議の国のアリス』に登場するマッド・ハッターがタイトルに。
砂糖、お茶、コーヒーには中毒性があり、砂糖中毒やたばこ中毒は、
母乳の甘さ（母親への愛）への渇望と関係する場合があるという考察は
一読の価値あり。さまざまな中毒傾向の解決へのヒントがここに。

実用ホメオパシー

医師のホメオパスによる自己治療のための安全なガイド

デビッド・ジンメル 著／由井寅子 監訳 A5 判・240 頁 1,700 円＋税
日常的に遭遇する症状にホメオパシーで的確に対処するための入門書。
「事故と応急処置」「女性の問題」
「子供の問題」「一般的な問題」の 4
つの部門で構成され、何分ごとにどのレメディーをとるとよいかまで
詳しく解説。セルフケアに欠かせないガイドブック。

Lac 乳のレメディー

ミラクルをおこすラック（乳）のレメディー

その詳細な解説と症例

ファロック・マスター 著／由井寅子 監訳 A5 判・272 頁 2,200 円＋税
本来の命を取り戻し、母子の愛を実現させてくれる、Lac（乳）のレメ
ディー。哺乳動物たちの Lac のレメディーを詳細な解説と症例で紹介。
スライド画像など、カラーの写真やイラストを多用して、分かりやす
く解説。

ホメオパシールネサンス

クラシカルを超えて― 解明されたホメオパシーの真実

ルディ・バースパー 著／スティーブン・デッカー 共同研究／
由井寅子 監訳 A5 判・556 頁 7,000 円＋税
ホメオパシーの根本を理解することはハーネマンを理解すること。本
書はハーネマンの真意、また真のホメオパシーはどうあるべきかを知
るために必読の文献。

ホメオパシー恋愛術

自分の根本タイプを知り 真実の愛を見つけるために

内美を叶えるホリスティック・ホメオパシー

リズ・レイラー 著／由井寅子 監訳 四六判・496 頁 2,800 円＋税
ホメオパシー的観点から恋愛関係を語った本が登場！ 根本体質を知
ることで、陥りがちな恋愛パターンやベストな相性が判明。ホメオパ
シーは病を治癒するだけでなく、人間同士が理解し合うためにも大き
な助けとなることを教えてくれる。

ホメオパシー出版 編 四六判・132 頁 1,200 円＋税
自然の力をいかし、本物の美しさを手に入れたい女性のためのホメオパ
シー的ビューティーブック。ホリスティック医学の視点から、ホメオパ
シー的美容術を紹介。健康や美容に役立つレメディーのほか、手作りコ
スメやマッサージ法、オイルや酵素を活用したレシピなどが満載。

ホメオパシーと占星術

愛は治癒力を活性化する

ホロスコープから読み解くホメオパシー的人格タイプ

ゲアハルト・ミラー 著／由井寅子 監修／前原みどり 訳
四六判・228 頁 1,300 円＋税
ホメオパシーと占星術が結びついた画期的な書。25 種類のレメディー
で表わされる人格タイプを心理占星術の切り口から解説。占星術に明る
い方は感嘆、占星術に詳しくない方も楽しく読める一冊。

歯科のためのホメオパシーハンドブック
コリン・B・レッセル 著／由井寅子 監訳 A5判・176 頁 2,500円＋税
歯科ホメオパシーの決定版！ デンタル関連の職業にかかわる方々から
好評をいただいた『歯科のためのホメオパシーテキストブック』を新
たに改訳・再編集。特に第２部「歯科ホメオパシーと臨床栄養学の専
門事典」は、ホメオパシーの学びに有益。

その他の書籍

歯科治療に潜む致命的な危険性
ハル・A・ハギンズ, トーマス・E・レビー 共著／田中信男 訳
四六判・336 頁 1,300 円＋税
現代の歯科治療の見方を覆す驚愕の内容。免疫疾患、視覚障害、頭痛、
アレルギー……。さまざまな病気が歯科治療によって引き起こされる
ことを明らかにした話題作。

健康と病気について（新装改訂版）
精神科学的感覚教育の基礎

ルドルフ・シュタイナー 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
四六判・512 頁 3,000 円＋税
耳、目、鼻、呼吸、皮膚、熱、アルコールとニコチンの害、金属と惑
星の関係とその治癒的作用など、ルドルフ・シュタイナーが 80 年前、
大衆を前に語った 18 連続講演を収録。

ホロガニズム心理療法入門

斉藤啓一 著 四六判・272 頁 1,600 円＋税
「8 つの人格」を支配すれば、誰でも健康と幸福を手にすることがで
きる！ 成長と愛の関係性を促すことで人は癒されるとするのが「ホ
ロガニズム心理療法」。テクニック偏重に走るこれまでの心理療法の
盲点を突いた、斬新な理論と実践法を初公開。

高次意識界へのガイドツアー
創造のメカニズムについての宇宙の手引書

イツァク・ベントフ 著／由井寅子 監訳 四六判・192 頁 1,300 円＋税
スピリチュアルの名著を復刻！ 著名なエンジニアであり、発明家、神
秘家でもあった著者が、大宇宙、超大宇宙を超えて顕象界の外側（虚空）
までご案内。旅の最後には高次の自己と対面できるはず。愉快なイラス
トとウィットに富んだ、わくわくするガイドブック。

数字で見る日本の精神医学の実像
小倉 謙 講演（全編 2 時間 31 分） 1,200 円＋税
向精神薬や精神医学の真相を追及する、小倉謙氏による講演 DVD。様々
なデータ・統計に基づく数字から「向精神薬」や「精神医学」といわれ
ているものの実態について明らかにする。精神科を受診する前に、一度
ぜひ観ていただきたい。とらこ先生との対談つき。

電子出版

由井寅子のホメオパシー入門
由井寅子 講演／著 PDFファイル形式 500 円＋税
とらこ先生が 2004 年 11 月に行った一般講演を書籍化した、ロング
セラー本。5 大原理などホメオパシーの基礎を図解で解りやすく解説
した、ホメオパシー入門の決定版。ホメオパシーの成り立ちからマヤ
ズムまでを網羅した、初心者が最初に読むべき一冊。

電子出版（予定）

チャクラ・フラワーエッセンス
12 エッセンスの作用と本質

カローラ・ラーゲ・ロイ 著／由井寅子 監修／熊坂春樹 訳
PDFファイル形式予定 価格未定
自然療法士である著者が独自に生み出した、ブロックを解放しチャク
ラを開くフラワーエッセンスのガイドブック。12 種類のエッセンスご
とに本質と作用をまとめ、各症状への配量やケースを掲載。

人生の道・ホメオパシー

人体の象徴＆人生の段階におけるホメオパシックレメディー

ディディエ・グランジョージ 著／由井寅子 監訳 価格等未定
レメディーの本質と人体・人生の本質とを対応させた、啓発的な本。
受精から誕生まで、老年期から死の瞬間までの過程が描かれ、各段階
でよくある症状と対応レメディーを参照しつつ、哲学的な意味を明ら
かにする。子どもの成長に関し、洞察力を深めたいと思うすべての人に。

ペットオーナーのためのホメオパシー
応急手当の手引き

クリストファー・デイ 著／由井寅子 監修／塚田幸三 訳 価格等未定
ペットの応急手当に役立つコンパクトな入門書。獣医師ホメオパスに
よる豊富な治療経験をもとにした構成で、症状からレメディーを探す
ことができる。レメディーの取り扱い方や投与方法に関する注意事項、
投与量に関する指針も掲載する。

■この書籍案内には、2019 年 6月新刊まで収録されています。以降の新刊は、小社
ホームページ（http://www. homoeopathy-books. co. jp）
をご覧ください。
なお、本書籍案内刊行後、品切れや絶版になる場合もあります。ご了承ください。
■ご注文は、お近くの書店もしくは小社ホームページをご利用ください。
※刊行時期や書名など仕様、内容については、変更になる場合があります。
最新の情報につきましては ホメオパシー出版までお問い合わせください。

