
購入者全員プレゼントA対象商品

神秘のバラ
販売価格(税込) ：

アンテラの錬金術

商品番号： AC005

片思い、浮気封じ、遠距離恋愛、
あらゆる恋愛成就の救世主アイテム
愛する人に振り向いて欲しい、愛する人の
心を独り占めしたい･･･神秘のバラはそん
な貴女の熱い思いを叶えます。身に着け
ただけで、彼の心を独占できるエネルギー
を発揮し、その心を束縛します。

 32,000円

購入者全員プレゼントA対象商品

フーアイの魔力
販売価格(税込) ：

アンテラの秘法

商品番号： AC003

虜の呪法でライバルに勝つ！
愛を独占するための魔術ペンダント
愛する人に彼女や奥さんがいる場合でも、
貴女の愛の心を満たすために彼を他人か
ら奪い独占を叶えます。即効魔術が儀式
を経て施され、恋愛成就に絶大な効果が
ある商品のため、非常に人気があります。

 41,895円

購入者全員プレゼントA対象商品

アンテラの魔力
販売価格(税込) ：

アンテラの秘法

商品番号： AC004

猛烈な金運が次 と々舞い込み、
恋愛の不可能を可能に変える！
あらゆる悩みを解決できるように、魔女ア
ンテラが独自に研究した魔力の結晶です。
貴女の人生を根底から覆してしまうほどに
凄まじい魔力を秘めているため、どんな相
談事にも効果を発揮します。

 44,415円

購入者全員プレゼントB対象商品

サムヘインの精霊(ネックレス)
販売価格(税込) ：

アンテラの呪法

商品番号： MH11

魔術波動が貴女の想念を強化し、
あらゆる願望を現実にする！
アンテラの霊力の源泉でもある神次元のエ
ネルギーが限界まで注ぎ込まれています。
そのパワーが貴女の魂に眠る無尽蔵の想
念エネルギーを呼び覚まし、凄まじいほど
の奇跡的開運を次々と引き起こします。

 44,880円

クリスタル
魔女のエンブレム

商品番号： MJ-101

万能のパワーストーン水晶が
願望達成と魂の浄化を叶える
土地や家屋、環境全体を清浄な状態へと
浄化し、悪因縁を祓い去るクリスタル（水
晶）です。あらゆる不幸の原因から解放し
てくれて、財産や幸福をもたらし潜在能力
や才能を開花させます。（高さ約11mm）

販売価格(税込) ： 14,800円

購入者全員プレゼントA対象商品

王と王妃の結婚
販売価格(税込) ：

アンテラの錬金術

商品番号：AC006

永遠の愛が手に入る！
あらゆる恋愛が成就する魔術アイテム
復活愛、略奪愛、長年の友達を恋人に、
年の差カップル誕生など、どれほど困難な
恋愛も確実に成就へと至ります。彼の気持
ちがわからないときも、彼の心に変化を起
こし、永遠の幸せが手に入ります。

 43,000円

購入者全員プレゼントA対象商品

希望の化身
販売価格(税込) ：

アンテラの錬金術

商品番号： AC020

貴女にとって、良いパワーだけを
呼び込むアメジストペンダント
愛情、金運、仕事運、すべての運気が上
昇していきます。ネガティブな気持ちにな
りがちな人も、これを身につければ前向き
な気持ちになれます。聖霊の力で、人生
が希望に満ち溢れたものになります。

 33,000円

購入者全員プレゼントA対象商品

エストレラの魔術
販売価格(税込) ：

アンテラの秘法

商品番号： AC002

復活愛を叶え、財運まで高める
愛と財の最強魔術アクセサリー！
世界中で奇跡を叶えてきた、アンテラの秘
法の精髄が注ぎ込まれた魔術アクセサリー
です。絶大なパワーの恩恵を得て、恋愛
運だけではなく、金運やギャンブル運も上
昇機運に乗った人が後を絶ちません。

 40,740円

購入者全員プレゼントA対象商品

ゴモリーの耳飾り(アクアマリンピアス）
販売価格(税込) ：

アンテラの聖霊魔術

商品番号： AS-009

出逢いの機会が数多く訪れて、
貴女の理想の結婚を叶えてくれる！
究極の異性愛を授けるゲーティアの悪魔ゴ
モリーの力を宿し、確実な恋愛成就を叶え
る呪具としてアンテラが誕生させたピアス
です。理想の相手からプロポーズを受け、
彼の愛を独占することができます。

 38,800円

購入者全員プレゼントB対象商品

風霊のペンダント(アロウ)
販売価格(税込) ：

使い魔のペンダント

商品番号： AT-03

風の精霊を発動させて、叶わぬ恋を
無理矢理叶える恋狂いの秘法
封じられた風の精霊が、貴女の祈りを受
けて速やかに発動します。アストラルの矢
を持って目的の異性の魂を射貫き、即座
に愛の虜にするのです。成就不可能な愛
の状況を逆転させる最終兵器となります。

 26,000円

購入者全員プレゼントC対象商品

アスワドの三日月
販売価格(税込) ：

アンテラの白魔術

商品番号： WM05

愛と金、両方を手に入れるための
驚異的な魔術効果アクセサリー
幸運が連続で訪れる、恋愛成就と金運上
昇の魔術ペンダント。理想通りの異性と出
逢い、スピード結婚が叶い、一生困らな
い財産が転がり込んできます。恋愛や仕
事のライバルを遠ざける効果もあります。

 41,580円

購入者全員プレゼントC対象商品

アンドヴァラナウト
販売価格(税込) ：

アンテラの白魔術

商品番号： WM04

エンドレスな金運アップ効果と、
悪霊を寄せ付けない魔力も付随！
凄まじいほどの金運に恵まれる超強力ペン
ダントです。いくら贅沢を重ねても枯れる
ことの無い金運の泉を貴女にもたらしま
す。運気を下げる悪霊や邪霊を寄せ付け
ない護符効果の魔力もあります。

 45,800円

購入者全員プレゼントC対象商品

アーサー王の剣
販売価格(税込) ：

魔女のセレクション

商品番号： MS-02

神剣・エクスカリバーに、
財運増幅魔術を施した驚異のアイテム
門外不出の財運増幅魔術である「サドカイ
人の秘法」を儀式で施し、飛躍的に金運
とギャンブルの勝利運をアップさせたペン
ダント。あらゆるジャンルで真の勝ち組に
なれる、驚異の魔術を実感できます。

 28,500円

購入者全員プレゼントD対象商品

アストラル・ソード
販売価格(税込) ：

アンテラの占星魔術

商品番号： AMJ-03

魔女の念と惑星のパワーが注がれた
究極の破邪の剣で願望成就
ペンダントを身に着けた瞬間、魔女の念と
惑星のパワーが貴女に注がれ、金運と勝
負運の波が押し寄せて開運します。およそ
お金が関わる勝負事においては、運気を
手放すことも負けることもなくなります。

 38,850円

購入者全員プレゼントD対象商品

アンタレスの使者ペンダント
販売価格(税込) ：

アンテラの交霊術

商品番号： AKO-01

相手の心を奪い取り、虜にする
貴女色に相手の心を染められる
魔術儀式で宿した聖霊が心をグッと引きつ
けて、相手の気持ちを自分だけのものへ
と変えてくれます。略奪愛、不倫愛、格差
恋愛など、容易な成就を許さない状況も
簡単に逆転する魔術が発動します。

 38,800円

魔女の妖艶なる三日月（ガーネット）
販売価格(税込) ：

アンテラのピアス

商品番号：AP-049

満ちてゆく三日月に魔力を封じ、
相手の心を虜にする魔術ピアス
愛の秘法をアンテラが魔術儀式で込めまし
た。身に着けた人の魅力を大幅に高めて
相手の心を独占するためのピアスです。秘
められた情熱の波動が開放されて、運命
の相手の心を鷲掴みにできます。

 16,800円

チャクラバランス・キャンドル
魔術キャンドル

商品番号： MC-37

ピンポイントでチャクラを活性化し、
狙い通りの効果を得られるキャンドル
人体の正中を走る 7 つのチャクラ。それ
ぞれが司る効果を持ち、生命エネルギー
のバロメーターとも言えるこれらチャクラ
を活性化して、ピンポイントで落ちている
運気を回復させることができます。

販売価格(税込) ： 3,800円

購入者全員プレゼントC対象商品

サン&クレッセント
販売価格(税込) ：

魔女のセレクション

商品番号： MS-18

太陽と月のパワーを受けて、
究極の開運へと魂の階段を上がる
太陽のポジティブな波動と、三日月の女性
力を高める波動、それらがアンテラの魔術
と出会ったとき、貴女の今を変える力が発
動。容姿、身長、学歴、収入、家柄、す
べての欲望が形となって手に入ります。

 39,900円

購入者全員プレゼントD対象商品

 ブルーゾディアック
販売価格(税込) ：

アンテラの占星魔術

商品番号： AMJ-04

無限の幸運波動を受ける！
天空を守護する大天使のパワーが集結
各ゾディアック（獣帯）を司る十二天使の
加護を受ける貴女は、勝負運と財運、出
逢い運と魅力運を授かります。無限の幸
運波動を受けることで、恋愛もお金も貴女
の自由自在にすることができます。

 39,900円

購入者全員プレゼントD対象商品

ミラクル・セプタイル
販売価格(税込) ：

アンテラの占星魔術

商品番号： AMJ-05

抵抗することは一切不可能！
占星魔術の粋を凝らした恋愛成就の逸品
ムーンストーンがアストラルエネルギーを
供給して運気を活性化し、強制的と言える
ほどの凄まじい開運作用をもたらして相手
の心を独占します。驚異の束縛魔術が、
相手の心を二度と離さなくなります。

 43,050円

購入者全員プレゼントE対象商品

ミカエルの紋章
販売価格(税込) ：

アンテラの召喚魔術

商品番号： ASK-01

恋愛運を上げ、貴女に愛情をもたらす
大天使のパワーペンダント
運気をアップさせ、恋愛に関する望みを
オールマイティーに叶えます。望む相手と
の恋愛成就、出逢い、復活愛など、あら
ゆる恋愛が叶う恋愛体質へと魂の変化を
作り出し、天使と聖霊の祝福を受けます。

 38,800円

メディテーション・スマッジ
アンテラのスマッジ

商品番号： MD-036

パワーストーンや環境の浄化など、
万能タイプの聖別用スマッジ
瞑想やタロット占いなどをされる方にオス
スメの、意識集中効果の高いスマッジ。ア
イテム自体の持つ浄化能力に加えて、魔
女アンテラによる魔術祈念も済ませてあり
ます。浄化力、願望達成力とも抜群。

販売価格(税込) ： 8,800円

Red Passion(レッドパッション)
アンテラの聖水

商品番号： AO-037

復活愛、結婚、出会い、
様々な恋愛の願望を叶えるオイル
恋愛のパワーが魔術で高まります。別れた
相手の愛情を取り戻したい、結婚をした
い、理想の相手と出会いたいなど、あら
ゆる恋愛に関する願望が叶います。相手
からの告白で、貴女の心が満たされます。

販売価格(税込) ： 6,800円
Yellow Magic(イエローマジック)

アンテラの聖水

商品番号： AO-019

金運アップとギャンブル運アップに
驚異的な効果を発動する聖水
魔女アンテラが特別に精製した聖水で、
貴女の金運と勝負運が飛躍的に高まりを
見せます。またアンテラは、貴女の秘めた
パワーを目覚めさせる魔術も封じており、
違った才能に気付くことができます。

販売価格(税込) ： 6,800円

(オーストリア製クリスタル)
アメリカ製


