
静岡塾の構造 

 

毎日のシャンプータイムで自己認識 
シャンプーを鼻先へ。香りを「深呼吸」で吸引してから、泡立てネットでシャンプー開始。 
・・トップノート・・デーツとザクロの濃密な香り 「癒」 

・・ミドルノート・・日毎に変化の体調バロメーター「浄」 

・・ベースノート・・ダマスクローズの神秘的残り香「秘」 

※ 含有ローズ油は、イランの伝統製法を守る工場から私たちが直接仕入れています。 

・・・磨こう「意志力」「人間力」・・・ 

静岡塾とは、まさに新しいスタイ

ルの「市民塾」。自然と日々の生

活に取り入れることの出来る「ラ

イフスタイル」をご提案します。

「人間力」は、「認識力」の訓練

から。「認識力」を鍛えれば理性

（理解力）と「意志力」が向上、

それらの向上は、「人間力」に磨

きをかけます。香りを通してリラ

ックスと自己対話を・・日常の積

み重ねの中で、素は磨かれます。 



内容量 400ml  8 ,380 円 (本体価格 )日本製 

美 容
モフィード

液 シャンプー
ダ マ ス ク ロ ー ズ

 
・・数千年の歴史を持つペルシャ伝承療法『ユナニ』の智慧・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

コスメ商品日本初ハラール(Halal)認証取得  
モフィード美容液シャンプー/ 石けん 

※ハラールとはイスラム法で許された項目。商品の安全性が認められました。 
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   ※ 添付チラシ参照 

○ 日本初 3つの新天然植物配合 【厚生労働省より使用許可取得】 

○ 水の代わりに、イラン産無農薬「ダマスクローズ水」を使用  

○ 安全性の証明：モフィードシャンプーで、植物が発芽します  

シリコン・パラベン・石油系界面活性剤・鉱物油・合成着

色料・合成香料・フェノキシエタノール・動物性原料は、

一切使用していません。 ※トリートメントも不要です。 

 

 



【静岡塾 SK（株）】TEL: 09038386844 水～日（12:00～20:00）, Email: shizuokajukuskco@shizuokajuku.jp 

 

ご購入プラン 

 

プラン A（基本プラン） 

定価での定期購入 2 ヶ月定期（1 年契約 6 本） 

定価での定期購入 3 ヶ月定期（1 年契約 4 本） 

→ ドライフルーツ ＋ 薔薇茶の小袋 10 袋をご進呈！ 

※ 3日に 1袋をお召し上がりのペースで約 1ヶ月分。 

体内浄化に最適・・1袋が、薔薇茶 1杯と 1食分に相当。 

シャンプーでの洗浄・栄養補給と同時に体の中から浄化・

栄養補給・予防対策をすることで、健康と美容の促進を！ 

→ または、お届け月『各種講座』（語学・文化）が無料！ 

※ 開催場所は、随時調整します。 
 

プラン B（ドライフルーツを要らない方のため） 

8,380 円から 3％割引で 2 ヶ月定期（1 年契約 6 本） 

8,380 円から 3％割引で 3 ヶ月定期（1 年契約 4 本） 

→ シャンプーだけのお届け。（2～3 ヶ月定期） 
 

プラン C（お得な「一括購入」ご希望の場合） 

6 本～【本体価格 1 本 8,380 円】を 20％オフ価格 

 ご注文の本数を、一括してご自宅にお届けします。 

※『各種講座』ご受講を選択の場合、年間登録料 10,000円が別途必要です。 

※ 送 料
９０００

無 料
円以上、

!（詳細・商品一覧は、弊社の通販 www.shizuokajuku.jpへ・・） 

http://www.shizuokajuku.jp/


‡モフィード製品 開発責任者・博士からのご挨拶‡ 

 

【開発責任者 モハマッド シャハラム】（絨毯と骨董の、有限会社アールパズリック 代表取締役） 

第二の故郷、日本に来て約 30年。日本の方々の健康・美容の悩みを聞くうちに、故郷ペルシャ

で過ごした幼少期や青年期を思い出しておりました。祖母が植物を使って、シャンプーや石けん等

を作っている環境に育ちましたので、日常的に植物のパワーを知り、自ずと学ぶことができました。

例えば、ニキビで悩んでいた時には「ヘラクレウム」をヨーグルトに混ぜ皮膚に塗って治したり、

頭皮のかゆみやフケ、薄毛で悩んでいる者は、自生の「キリストイバラ（ジジフスススピナクリス

チ）」を摘んで、頭皮と髪の毛を揉み洗いしていたり。【ユナニ（ペルシャ語の「ユナテップ」の略

称）】が、生活の中に根付いていたのです。つまり、日常の中に、これら日本の方々に聞いた健康・

美容の悩みにおける全ての解決法がありました。多くは祖母から伝え聞いたこの日常の知恵が、数

千年の歴史を持つペルシャ伝承の伝統療法「ユナニ」の叡智だったのです。 

この「ユナニ」の基本理念のもと、私自身が長年にわたり試作研究を行い、やっとの思いで作り

上げたのが、この「モフィード美容液シャンプー」をはじめとするモフィード製品のシリーズなの

です。 

天然植物の薬効とその治癒力だけで“ヘアケア”と“スキンケア”を可能にした、まさに画期的

な、シャンプーと基礎化粧品ラインです。開発にあたり、農学博士のラザニ ホセイン氏（東京大

学大学院卒）のご協力をいただきました。 

 

【農学博士 ラザニ ホセイン】（ドライフルーツと健康食品の株式会社バイオシード 代表取締役） 

この新しい世紀は、健康世紀であるというのが私たちの考えです。人間は、生き生きと輝いた生

活を過ごすために生まれてきました。誰もが、生まれた時から続く健康と、ありのままの美である

「素」を磨き、毎日楽しく生きることを望んでいるでしょう。歴史的に人々の健康と美への関心は

大変高く、人間の肉体も精神も、健康と美を保つために大事なのは「神経バランス」であるという

認識が、近年より明確に、共有されるようになりました。 

自然と一体である人間が、精神と肉体の「ベストバランス」を保つには、自然に基づいて自然の

ものを、最も効果的に、また最も効率の良い方法で摂取する必要があります。そこで私たちは、歴

史の中で人々にしっかりと受け継がれてきた伝統療法「ユナニ」の智慧と理論に基づいて、独自の

製品を販売しております。歴史的「美人」の代表格クレオパトラが愛用していたことでも有名な「デ

ーツ（ナツメヤシの実）」をはじめ、特にビタミン・ミネラル・食物繊維に富み、栄養バランスと

効用に優れた「ドライフルーツ」を基本とする自然ありのままの品々を、ご提供しております。バ

イオシードの扱うドライフルーツ用フルーツやナッツ類は全て、農薬不使用で栽培、砂糖もコーテ

ィングオイルも使わずに、特にイラン産の製品においては全て天日干しで乾燥させ製品化し、ご提

供しております。皆様の健康づくりと、誰もが生まれたまま引き続き幸せな生活を送るための手助

けをすることが、私たちバイオシードと関連会社、物品販売代理店であります静岡塾 SK 株式会社

共通の大事な使命と考えております。                             



【貴方様への 美容と健康のための 静岡塾アイテム 37 選】 

☆ Shizuokajuku ITEMS 37 selections for your health and beauty ☆ 

静岡塾 SK 株式会社 静岡市葵区西草深町 9 番 9 号 齋藤様方 

shizuokajukuskco@shizuokajuku.jp (Email) / 054-271-8553 (FAX) 

受付 12:00 - 20:00 (水～日) 

www.shizuokajuku.jp 
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【貴方様への 美容と健康のための 静岡塾アイテム 37 選】 

☆ Shizuokajuku ITEMS 37 selections for your health and beauty ☆ 

静岡塾 SK 株式会社 静岡市葵区西草深町 9 番 9 号 齋藤様方 

shizuokajukuskco@shizuokajuku.jp (Email) / 054-271-8553 (FAX) 

受付 12:00 - 20:00 (水～日) 

www.shizuokajuku.jp 
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http://www.bioseed21.com/html/papaya/papaya.htm


 

☆ カット後のケーキは、1 ピースにつき電子レンジ 600W 20秒で温めますと焼きたての食感と美味しさを

お楽しみいただけます。常温保存で、お早めにお召し上がり下さい （到着後 3日～ 5日以内）。 

☆ 冷凍保存も○、お召し上がりの際は自然解凍又は電子レンジ(30秒)で温めますことをお勧めします。 

34  コーヒークルミケーキ  

約 11cm×7cm×5cm 【Coffee Walnut Cake】 1,730円/yen 

 

珈琲の苦みと胡桃の歯

ごたえ。個性的な二つの素

材のマリアージュと砂糖の

甘みに癒されて。「薔薇水」

(別売)を一吹きすることで、

より贅沢な香りをお楽しみ

いただけます。 

 The two flavors of bitter 

coffee and crunchy walnuts 

form a perfect combination 

in this sweet cake.  One 

push of Rose water (see the 

ITEMS 38 selections on the 

face cover) will add the 

luxury to your plate. 

 

35  みかんケーキ  

約 11cm×7cm×5cm 【Japanese Mandarin Cake】 1,300円/yen 

 

   国産みかんの果汁と、

手作りピール(果皮の砂糖

漬け)をふんだんに使用し

た、甘苦い爽やかさ。 

「ネロリ水」(別売)の一吹き

で、より華やかな一品を演

出します。 

 This cake is made of 

luscious mandarin juice 

and sweetened peels 

produced in Japan.  Neroli 

water (see the ITEMS 38 

selections on the face 

cover) adds a fragrant 

sweetness to make this 

cake the perfect dessert. 

 



 

☆ カット後のケーキは、1 ピースにつき電子レンジ 600W 20秒で温めますと焼きたての食感と美味しさを

お楽しみいただけます。常温保存で、お早めにお召し上がり下さい （到着後 3日～ 5日以内）。 

☆ 冷凍保存も○、お召し上がりの際は自然解凍又は電子レンジ(30秒)で温めますことをお勧めします。 

36  レモンケーキ 
約 11cm×7cm×5cm 【Lemon Cake】 1,380円/yen 

 

   国産庭先レモンの素朴

な酸味と砂糖の甘さが調

和した豊かなみずみずしさ

が、貴方を潤します。「ネロ

リ水」の一吹きが、より華

やかで落ち着いたひと時

を、貴方に提供することで

しょう。 

 This simple lemon cake is 

a mixture of the sweet and 

sour that will certainly 

stimulate your senses. We 

strongly recommend 

adding one push of Neroli 

water for adding elegance 

to your coffee and tea time. 
 

37  ガナッシュ入り薔薇のガトーショコラ 

約 11cm×7cm×5cm 【Chocolate Rose Cake (decorated by organic Damask rose  

jam and buds)】 1,800円/yen オーガニック薔薇ジャムと食用薔薇の蕾でデコレート 

 

チョコレートガナッシュ入

りのガトーショコラ。しか

も、イラン産無農薬の薔薇

ジャムとドライローズをあし

らうことでより芳醇な香りと

満足をお届けします。薔薇

水やネロリ水とセットラッピ

ング可能です。 

 The tasteful combination 

of chocolate ganache inside 

the cake with rose buds.  

One dash of Rose water 

adds more relaxing moment 

to release your stress and 

cheer your smiles.  
 

 



【自然と日々の生活に取り入れられる「ライフスタイル」のご提案】 

☆ Shizuokajuku choices for a Natural LIFE STYLE of your every day ☆ 
 

あなた様のお好きな【アイテム】を、お選び下さい。 

Please choose your own【items】just as you wish. 

1 ハラール認証取得 オーガニック モフィード美容液シャンプー 400ml 【Mofid Beauty Essence Shampoo】 9,050円/yen 

2 ハラール認証取得 モフィード美容液シャンプー 旅行用 40g 【Mofid Beauty Essence Shampoo (small)】 1,233 円/yen 

3 ハラール認証取得 モフィードナチュラルダマスクローズソープ 【Mofid Natural Damask Rose Soap】 2,808 円/yen 

4 オーガニック素材だけで出来た モフィードナチュラルスキンローション 【Mofid Natural Skin Lotion】 5,832 円/yen 

5 オーガニック モフィードナチュラルモイスチャーリッチクリーム 【Mofid Natural Moisture Rich Cream】 4,968 円/yen 

6 オーガニック素材だけで出来た モフィード化粧品セット 【Mofid Natural Skin Care Series: 3 all in Set】 11,111 円/yen 

7 美容と風邪予防に効く 農薬不使用 イラン産 ドライフルーツパック 

【Organic Dried Fruit Pack for your Health and Beauty】 1 袋/bag  250 円/yen 

8 農薬不使用の薔薇緑茶 100g (証明書付)【Organic Rose Green Tea (officially certified)】 1,800 円/yen 

9 農薬不使用の薔薇紅茶 100g (証明書付)【Organic Rose Black Tea (officially certified)】 1,800 円/yen 

10 農薬不使用の薔薇茶 25g (証明書付)【Organic Pure Rose Tea (officially certified)】 1,500 円/yen 

11 農薬不使用・ダマスクローズの薔薇水とネロリ: ビターオレンジ水のセット (証明書付) 各 20ml/ each (単品販売可能) 

【Organic Rose and Neroli: Bitter Orange Water (both officially certified)】 4,000 円/yen (One bottle purchase available.) 

12 保存ガラス瓶【Glass Bottles for Preservations】 1 瓶/bottle 250 円/yen 

13 イラン産 農薬不使用のザクロ ストレートジュース【Persian Pomegranate Juice】 500ml 1,500 円/yen 

14 イラン産 農薬不使用のザクロ ストレートジュース【Persian Pomegranate Juice】 6 本/ 500ml ×6 bottles: 7,500 円/yen 

15 農薬不使用・天日干し乾燥ホワイトイチジク【Sunlight-dried Organic White Figs】 1 袋/bag 110g  500 円/yen 

16 農薬不使用・天日干し乾燥ホワイトマルベリー【Sunshine-dried Organic White Mulberry】 1 袋/bag 80g 500 円/yen 

17 農薬不使用・岩塩チックピィ(ヒヨコ豆)【Organic Rock Salted Chickpeas】 1 袋/bag 110g  500 円/yen 

18 農薬不使用・イラン産ピスタチオ(アーマドアガイ種)【Organic Iranian Pistachio Nuts】 1 袋/bag 80g  500 円/yen 

19 農薬不使用・ゴールデングリーンレーズン【Organic Iranian Golden Green Raisins】 1 袋/bag 100g  500 円/yen 

20 農薬不使用・イラン産ワイルドダマスクローズジャム【Persian Wild Damask Rose Jam】 1 瓶/bottle 150g  1,500 円/yen 

21 農薬不使用・レッドレーズン【Organic Iranian Red Raisins】 1 袋/bag 120g  500 円/yen 

22 農薬不使用・ブラックレーズン【Organic Iranian Black Raisins】 1 袋/bag 110g  500 円/yen 

23 農薬不使用・ドライキウイ【Organic Iranian Dried Kiwis】 1 袋/bag 70g  500 円/yen 

24 農薬不使用・デーツ(ピヤロム種)【Organic Dried Piyarom Dates】 1 袋/bag 110g  500 円/yen 

25 農薬不使用・デーツ(ハース種)【Organic Dried Khasu Dates】 1 袋/bag 140g  500 円/yen 

26 農薬不使用・デーツ(スタメラン種)【Organic Dried Estameran Dates】 1 袋/bag 130g  500 円/yen 

27 農薬不使用・天然デーツ EX(デーツ蜜)【Organic Natural Dates Extract】 1 瓶/bottle 250g  1,500 円/yen 

28 農薬不使用・イラン産 ドライレモン【Iranian Dried Lemons】 1 袋/bag 20g  400 円/yen 

29 農薬不使用・ドライパイナップル【Organic Dried Pine Apples】 50g  500 円/yen 

30 農薬不使用・ドライバナナ【Organic Dried Bananas】 90g  500 円/yen 

31 農薬不使用・ドライマンゴー【Organic Dried Bananas】 60g  500 円/yen 

32 農薬不使用・ドライココナッツ（コプラ）【Organic Dried Coconuts (Copra)】 90g  500 円/yen 

33 農薬不使用・ドライパパイヤ【Organic Dried Papaya】 60g  500 円/yen  ※34 ~ 37: 【ケーキ各種】 裏面見開き参照 



【自然と日々の生活に取り入れられる「ライフスタイル」のご提案】 

☆ Shizuokajuku choices for a Natural LIFE STYLE of your every day ☆ 
 

 

http://shizuokajuku.jp/ 

shizuokajukuskco@shizuokajuku.jp 

 

自立を応援する社会へ 

 

静岡塾は、世代を越えた様々な人々との交流の場、 

開放的な談議や真剣な論議を交わす場です。 

気さくで自由闊達な意見交換と、それぞれの自己観察を通して、 

共に学びながら信頼関係を構築し、客観的に現代社会を監査します。 

既存の概念や社会通念に囚われず、自由に発想し表現する力を養います。 

日常の衣・食・住の基本を大切にし、仲間と知恵を分かち合いながら 

感謝の中で、毎日の一瞬一瞬を、より美しく輝かせる心を培います。 

「人間力」は、「認識力」の訓練から。「認識力」を鍛えれば理性（理解力）と「意志力」が向上、

それらの向上は、「人間力」に磨きをかけます。【アイテム】を用い日々のリラックスと自己対話を・・

日常の積み重ねの中で、素は磨かれます。 

 

始めなきゃ、始まらない。 

Break the status quo. 

http://shizuokajuku.jp/
mailto:shizuokajukuskco@shizuokajuku.jp


【FAX宛先】: 054-271-8553, (TEL: 090-3838-6844) Email: shizuokajukuskco@shizuokajuku.jp 

静岡塾 SK 株式会社 お電話受付 水～日（12:00～20:00） 

   

環境と、心と身体に良いものを、皆さんと広げていきたいと思います。 

何卒、お気付きの点は何でも担当まで、お伝え下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 

静岡塾 SK株式会社 

---------------------------------------------------------（ご提出用）--------------------------------------------------------- 

発注書 （FAX又はお電話で！ネット通販 www.shizuokajuku.jp もご活用下さい。） 

※ ご購入希望商品（下記 □ 箇所）に印を付け、必要事項をご記入の上、ご提出下さい。 

※ 現金払い又は口座振込（前払い）確認後発送、及び代金引換（手数料追加）からお選び下さい。 

下記は、新規・継続発注時及び定期ご購入中、情報の内容に変更がある場合随時ご記入下さい。 

発注者様 お名前
ふりがな

：                                      

ご住所 〒                                           

お届け先（発注者様と同じ場合はご記載不要です。） 

ご住所： 〒                    お宛名：                  

お支払方法（いずれかに ○ をお願いします）： 現金払い ・ 口座振込 ・ 代金引換                                              

お届け時間帯指定：  時 〜  時 / お届け希望日（1週間以上後の場合）     年   月  日）  

お電話番号（発注者様のお電話番号）：                                        

メールアドレス（発注者様のメールアドレス）：                                       

 

ご注文商品詳細（商品一覧インターネット上）【合計 9,000 円以上のご購入で郵送料無料サービス】 

□ペルシャ絨毯（希望サイズ：  ×  実物閲覧希望日：    年  月   日） 

□薔薇水 （   個）     □ネロリ水 （   個） 

□モフィード化粧品（石鹸・美容液・クリーム・3点セット・シャンプー各   つ）  

□ドライフルーツ（種類：                 各        袋） 

□薔薇茶（    袋） □薔薇緑茶（    セット）  □薔薇紅茶（    袋）  

□ざくろジュース（    本・6本セット    セット・12本セット    セット） 

□ケーキ各種（      ケーキ    つ） □その他（           ）        

http://www.shizuokajuku.jp/









