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「立正安国・お題目結縁運動」

＝日蓮聖人御降誕 800 年に向けて＝
　日蓮宗では、日蓮聖人が願われた「立正安国」「世界

平和」の実現を目的とし、平成 19年より宗門運動を展

開しております。

　令和 3年（2021）にお迎えする、日蓮聖人御降誕

800 年に向けて、さまざまな品をご用意いたしており

ます。

宗門運動ロゴバッジ（３種）　※ピンバッジの写真はほぼ実寸大です

「立正安国」　　　　　　　　合掌（青）　　　合掌（白）
定価　330 円　　　 　　　　　　　定価　各 330 円

御降誕 800 年ピンバッジ

寸法：横 26 ㎜×縦 11.7 ㎜　　　　　　   定価 500 円 
真鍮製    定価　500 円　　
宗門運動ワッペンバッジ　　井桁橘紋バッジ（新企画）
　　　　           本体ビニール製

　　　　　　　　　　クリップと

　　　　　　　　　　安全ピン付

　　　　　　定価 254 円　   プラケース入り 定価 1,320 円

「日蓮宗新聞」購読のご案内
日蓮宗の出来事や教えなど、60年以上も刻み続ける唯

一の新聞です。是非ご購読ください。

ブランケット版、４頁建

一部カラー頁

毎月１日・10日・20日

（年 36回発行）

購読料金
１部　年間　3,600 円

（税・送料込）

※季節号や特別号のみのご注文も承ります。

教誌『正法』購読のご案内
昭和 47年創刊の本格的な日蓮宗の教誌です。毎号魅力

的な特集を掲載。是非ご購読ください。

1月・３月・７月・9月

（年 4回）発行  約 90 頁

購読料金
１部　年間　1,700 円

（税・送料込）

１冊 350 円（税込・送料別）

10部以上割引有り

※１部から注文承ります

宗門運動
「タペストリー」

寸法
幅　約 50 ㎝
縦　約 180 ㎝

　　　　           

　　　　　　　　　　クリップと

　　　　　　　　　　安全ピン付

　　　　　　定価 254 円

寸法
横 12 ㎜
縦 12 ㎜ 真鍮製

縦、横どちらでも使用可

品切中
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御降誕８００年こぞうくんのお数珠入れ

お香「蘇生」   紙箱入り                              

　　　　　　　

名香「香琳」
　　　　　　　

「日蓮聖人御降誕 800 年記念企画品」

800 年に向けて、さまざまな商品を企画し
ております。

御降誕 800 年記念
団参バッグ（ワッペ
ンバッジ付 ）

行衣・肩章・経本・

数珠・御首題帳・財

布など団参の必需品

がすべて入ります。

表に降誕ロゴ刺繍付。

←ベージュ

濃紺・ベージュ色
の 2色
 定価　各 13,750 円

御降誕８００年こぞうくんのご首題帳入れ

　　　　　　　
　表面に「こぞうくん」のワンポ

イントを、裏面に「８００年」の

ロゴ入り。

本体：巾着型　縦 245×横 175 ㎜ ( 西陣織）

朱・黄・紺・桜色（ひも黄色）

定価　2,200 円

　表面に「こぞうくん」のワ

ンポイントを、裏面に「８００

年」のロゴ入り。

本体：巾着型　縦150×横165㎜(西陣織）

上部に開口部あり、朱色

   定価　1,650 円

　　　　　　　　　　　　　　

い
の
ち
に合
掌

日
蓮
聖
人
御
降
誕

　
　
　八

〇
〇年
記
念
香

　
　
　八

〇
〇年
記
念
香

日蓮聖人御降誕 800 年を

記念し開発致しました。

白檀のみ使用。

10匁（37.5 ｇ）

約 200 本 定価　1,320 円

インド産白檀と漢薬系の香料等を調合。やわらかな

甘さが特徴の穏やかな香りのきざみ香です。 

80 ㌘ 定価　3,080 円

品切中
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「日蓮聖人御降誕 800 年記念企画品」
「御降誕之図」額絵
植中直斎画「日蓮聖人傳絵巻」から降誕の図を抜き出し

額絵にしました。

サイズ　縦  約 41 ㎝×横  約 73 ㎝
定価　13,200 円

御降誕 800 年慶讃記念「葉書」
7枚セット・プラケース付

１「善日麿の御誕生」２「善日麿の御誕生２」

３「善日麿の御幼少」４「善日麿の御幼少２」

５「学問の首途」６「村人縁者に見送られて家を出る」

７「清澄山に登る」　　　　　　　　　　定価　800 円

こぞうくんのガーゼハンカチ　
色：白・ピンク・黄

表がガーゼ、裏がパイル状。

ワンポイント刺繍入り。

定価　各 550 円

但行礼拝（たんぎょうらいはい）写経
「我深くなんだちを敬う ･･･」

礼拝行に徹した常不軽菩薩の

精神に本写経を通して触れ、

信行の規範としてください。

〈内容〉　見本真読 1枚／なぞり（真読・訓読）各１枚

　　　　／清書用紙 3枚　　　　　　　   定価　440円

CD信行要典
経本「信行要典」（1,320 円）

に対応したお経の練習用ＣＤ。

 （２枚組　約 82分）

定価　2,200 円

CD仏讃歌集
日蓮聖人第 700 遠忌に発

行された仏教讃歌集より、

宗歌「立ち渡る」ほか 15

曲を選び収録しました。

歌　西口彰子（約 23分）

　定価　1,650 円

※
包
装
・
の
し
承
り
ま
す
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立正大師号宣下
昭和天皇御下賜直筆「立正」勅額　

降誕800 年ご正当の令和 3年は「立正大師号」宣下よ

り 100 周年にあたります。

寺院向特注品
サイズ　縦  約 143 ㎝×横  約 78 ㎝

仕様：隅丸額、黒艶有カシュー仕上　　 定価　110,000 円
寺院向
サイズ　縦  約 93 ㎝×横  約 43 ㎝

仕様：隅丸額、黒艶有カシュー仕上  　  定価  　 66,000 円
一般向
サイズ　縦  約 64 ㎝×横  約 34 ㎝

仕様：ブラックウォールナット縁金付額  　  定価  　 13,200 円

こども数珠・腕念珠
信仰の継承にお子さま、お孫さまに数珠を贈りましょう

お誕生日、七五三、入学式、2分の１成人式などにあわ

せて授与してください。

こども数珠　水晶７寸
房：ピンク・緑・青

定価　各 6,600 円
こども数珠　柊７寸
房：ピンク・緑・青

定価　各 3,500 円
こぞうくん数珠７寸
色：ピンク・青

定価　各 1,320 円
こぞうくん子ども念珠
色：ピンク・青

20 連以上のご注文で台紙に

寺院名、記念行事等の名入れ

が可能です。

定価　各 440 円
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信徒用
軸形式（大）　　　　　（縦 67×横 33.5 ㎝） 

軸形式（中）　　　　　（縦 40×横 18.5 ㎝）　

軸形式（小 )　　　　　　( 縦 31×横 15㎝）　

軸形式（小２)　　　    　( 縦 25 ×横 12㎝）　

軸形式（特小）　　　　   （縦 21×横 9.5 ㎝）　

板形式（大）　　　　　　（縦 25×横 15㎝）　

板形式（小）　　　　　（縦 20×横 11.5 ㎝）　

板形式（特小）　　　　　（縦 15×横 10㎝）　

台座　　材質　桜材使用　カシュー塗り
台座（大）　　御本尊板形式（大）に対応　　　　　
台座（小）　御本尊板形式（小）（特小）に対応　　　

※「御本尊」のお申込は、菩提寺を通してお申し込みく

ださい。必ず御本尊の開眼供養をお願いしてください。

カード型「純金製・お守り」（裏面お自我偈）
　お財布にも入る純金製カード型お守り。

裏面にお自我偈が記されています。　

定価　22,000 円
　寸法：縦 8.6cm×幅 5.4cm

24 金製  0.5g

軸
形
式

板
形
式
台
座
使
用
例

　御本尊は「信仰の拠り所」です。
　ご家庭のみならず、分家した息
子さんや娘さんなどへ御本尊安置
おすすめします。御本尊は日蓮聖
人ご臨滅の際に枕辺にご奉掲され
た「臨滅度時御本尊」を用いてお
ります。

「結縁の御本尊」
こんなご家庭におすすめします。
◎住宅事情で仏壇を安置する場所がない。
◎離れて暮らす家族の心の拠り所が欲しい。
◎先祖に手を合わせる姿を見せることによって敬いの心
　を次代に伝えたい。

　　縦型　　　　　　　　　　　　　　　  横型
縦型
重さ：約 500 ｇ　白木カシュー塗り仕上げ
高さ 24.5 ㎝×幅 14㎝×奥行 5.5 ㎝（閉扉時）
横型
重さ：約 1,300 ｇ　花梨材　カシュー塗り
高さ 9㎝×幅 23㎝×奥行 18㎝（閉扉時）

御本尊左右の法号欄に２霊まで法号を揮毫することがで
きます。
※「結縁の御本尊」のお申込は、菩提寺を通してお申し
込みください。必ず御本尊の開眼供養をお願いしてくだ
さい。

品切中
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降誕８００年慶讃行衣
日蓮聖人降誕８００年慶讃教区大会、管区大会 はじめ、

参拝の折りには日蓮宗管長 菅野日

彰猊下ご染筆の信行行衣を着用しま

しょう

       サイズ　Ｌ＝裄 75×丈 85 ㎝
　              　M＝裄 65 ×丈 70 ㎝

定価　各 5,000 円 

信行行衣（羽織型）
　曼荼羅は身延山久遠寺第 92世法主内野日総猊下の揮

毫です。行衣の襟は「井桁橘」紋と「一

天四海　皆帰妙法」の文字が記され

ております。

サイズ　Ｌ＝裄 75×丈 85 ㎝
　　M＝裄 65 ×丈 70 ㎝

定価　各 5,000 円 

家庭用日蓮宗『宗旨』
標準型仕立て（縦 167 ㎜×横 216 ㎜）  　　定価 　440 円 
中　型仕立て（縦 187 ㎜×横 236 ㎜） 　　 定価 　770 円
大　型仕立て（縦 183 ㎜×横 320 ㎜）          定価 2,200 円 
B ４型仕立て（縦 257 ㎜×横 365 ㎜）          定価 2,750 円

　団参や信行会のほか、寺院参
拝に欠かせない品々を揃えまし
た。
※記念品・贈答品に包装、の
　し承ります。

檀信徒用肩章
　井桁橘の紋が入った檀信徒用の肩

章。お題目入りもございます。また、

寺院名などの文字入れ（30 本から）も

実費にて承ります。

７cm幅 橘紋のみ　定価　3,000円
お題目入り　定価　3,500 円

御首題帳（折本形式）
　「御首題帳」は参拝の必需品。参

拝の折りに携行しご首題をいただき

ましょう。

寸法　縦 約 12㎝×横約 18㎝×厚さ約 1.5 ㎝

御首題頁 44枚        定価　1,320 円 

降誕 800 年記念団参バッグ
行衣・肩章・経本・数珠・御首題・財布など団参の必

需品がすべて入ります。

表に降誕ロゴ刺繍付。

濃紺・ベージュの 2色  
定価　各 13,750 円
（ワッペンバッジ付 ）

←  ベージュ
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一部経（大教院版）教師向け
※カナは付いていません。

◆六寸本・八巻（緋・茶）
〈縦 18.7 ×横 17×高さ 12センチ〉 

定価 40,000 円 
◆八寸本・八巻（緋・茶）
〈縦 22.3 ×横 17 ×高さ 13.2 センチ〉 

定価 50,000 円 
◆乾坤・二巻本（茶）折本
〈縦 18.5 ×横８×高さ 8.8 センチ〉 

定価 22,000 円 
◆巻子本・八巻（緋・八寸）
〈縦 24.3 ×横 25 ×高さ 13.4 センチ〉 

定価 60,000 円

巻子本

◆立教開宗 750 年慶讃記念要品（茶）〈18× 7.5 センチ〉 
序品・方便品・欲令衆・提婆品・勧持品偈・寿量品・常

不軽菩薩品・神力品・属累品・普門品・陀羅尼品・妙荘

厳王本事品・普賢菩薩勧発品・此経難持・以要言之・咒

陀羅・普賢咒                                          定価 　6,000 円

要品 ( ようほん・折本 )※カナは付いていません。
◆法華経要品（茶）〈17×７センチ〉 
序品・方便品・欲令衆・提婆品・勧持品偈・寿量品・神

力品・属累品・普門品・陀羅尼品・妙荘厳王本事品・普

賢菩薩勧発品・此経難持・以要言之・回向文例・声明譜

定価 　6,000 円

◆法華経要品・懐中版（茶）〈13.7 × 6.6 センチ〉
収録内容は法華経要品と同じです。　  定価　 4,000 円

信行要典　   ※専用 CD（2,200 円）も頒布中
勤行要典を基本に新たに方便品（訓）・提婆品

（真・訓）・神力品（真・訓）を加えご妙判の

一部を残し編集発行したものです。

寸法　縦  約 17.5 ㎝×横  約 7.5 ㎝

定価　1,320 円

立教開宗 750 年慶讃記念要品
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勤行要典 (ごんぎょうようてん・折本 )
　日蓮宗檀信徒向。開経偈・方便品・寿量

品・神力品・普門品、ほかに勧請・回向文・

御妙判等。初心者の方にも最適です。

※専用 CD（2,200 円）も頒布中

　   定価　1,100 円

日蓮宗のおつとめ ( 折本 )
　日蓮宗檀信徒の入門用のお経本です。

　内容は、開経偈／方便品／自我偈（真読）

／欲令衆（訓読）／自我偈（訓読）／運想／

宝塔偈／御妙判（如説修行抄）を収録してお

り、ふりがな付きです。　  定価  　220 円

一日一訓 ( 折本 ) 
　日蓮聖人のご遺文の中から、一日一訓と

して１ヵ月、31 文を抜粋しました。毎日

の拝読文を朝夕の勤行の折にお読みになっ

て、聖人のお言葉で一日一日を大切に過ご

すことを心掛けましょう。

定価　1,100 円 

真読『法華経』并開結・訓読『法華経』并開結
　法華経普及会編

　法華経二十八品に開結（無量義経）と結経（仏説観普

賢菩薩行法経）入り。総ふりがな付き。（訓読付もあり

ます）

真読 A6判／ 500 頁　定価　2,750 円
真・訓両読 A6判／ 708 頁　定価　3,080 円

訓読 B6判／ 480 頁　定価　2,200 円

昭和定本日蓮聖人遺文　立正大学日蓮教学研究所
　日蓮聖人の宗教思想であり、人生であり、事跡でもあ

るご遺文を原文に忠実に収録してあります。

四六判／全４巻総 3378 頁

定価　36,666 円

平成新修日蓮聖人遺文・索引集　          米田　淳雄編
　日蓮聖人の教えを正しく理解するために、数多くのご

遺文からご真蹟、およびそれに準ずるものを選び出し、

新たに編集した一書です。

四六判／総 1252 頁・箱入 　定価　13,200 円

日蓮宗信行必携Ⅰ・Ⅱ　－日蓮宗のおしえ－
　Ⅰは、日蓮宗の教え・日々の信行生活・日蓮聖人の生

涯など、本宗宗徒として、基本的知識として身につける

べきことを記した本です。

　Ⅱは、本宗の檀信徒はもちろん、未信徒もふくめて日

蓮聖人の教えを役立てるための本です。

Ⅰ．四六判／ 157 頁　定価　1,100 円
Ⅱ．四六判／ 189 頁　定価　1,650 円

宗義大綱読本　日蓮宗勧学院監修（教師向け）
　本宗宗義の指針を示した宗義大綱。その内容を理解し、

より充実した教学研修をするための解説書として作成さ

れた教師必読の書です。

　　 Ａ５判／ 209 頁　定価　1,650 円

※記念品・贈答品に包装、の
　し承ります。
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日蓮宗の教え　－檀信徒版宗義大綱読本－
日蓮宗勧学院監修

　日蓮宗の教えを教義・歴史・信仰・生活に分けてわか

りやすく解説しています。日蓮宗のすべてがわかる決定

版といえます。Ａ５判／ 340 頁　　　 定価　2,200 円

名句で読む『立正安国論』　中尾　堯著
　立正大学名誉教授である著者が、

『立正安国論』から30の名句を選び、

前後の文とあわせて紹介し、日蓮聖

人が生きた鎌倉時代や仏教を分かり

やすく解説しました。

Ｂ６判／ 210 頁　定価　1,430 円

法華経を手にブッダの故郷へ　三友量順著
　インドの大地を素足で歩んだ仏陀

の生涯。その遺跡への心と足の旅案

内。180 葉の図版とマップ付き。

Ｂ６判／ 168 頁　定価　1,650 円

風説  じがげ旅　中村潤一 著
　『正法』に連載された「じがげ旅」

を書籍化。日常生活や社会情勢から

感じたことを自我偈（法華経如来寿

量品の偈文）の経文に照らし合わせ

て解説した短編説法集。

Ａ５判・255 頁 　定価　1,650 円

心に生きる法華経　 植田観樹著
　日蓮宗新聞連載「私のこころに生

きる法華経」「暮らしの中に輝く法華

経」に著者書き下ろしを加え製作。暮

らしの中で著者が出会った様々な人や

出来事を通じて法華経の教えを説く。         

Ｂ６判／ 343 頁　定価　1,650 円

ひと口説法　日蓮宗宗務院護法伝道部監修
　全国 74 管区の布教師会長による 300 編のお説教で

す。法華経や日蓮聖人のお言葉を一席のお説法にのせた、

心と時代の処方箋。 Ａ 5判／ 336 頁　定価　1,781 円

私本　鳩摩羅什三蔵伝　望月海淑著
　齢 50 を過ぎてから妙法蓮華経、

維摩経、中論など 300 を超える大乗

経典を翻訳した稀代の名翻訳者鳩摩

羅什の運命が描かれた名著。

四六判 /560 頁・略フランス装・キ

ンドル版・kobo 版で発売中

               残部僅少　定価　2,420円
テキスト  立正安国論    ※ CD朗読『立正安国論』(1,100 円 ) もございます
　本書を開くと右ページ上段に原文、下段に書き下し文、

左ページに現代語訳が掲載されています。ページを前後

することなく確認できるのでテキストなどに最適。

Ｂ 5判／ 133 頁　定価 　495 円
ご縁のお結び　中村潤一著
　日蓮宗新聞に 5年間連載されたコラムを全収録。著

者が今まで結んだご縁が気楽に読める文章で綴られてい

ます。  　　　　　   Ａ５判／ 247 頁　定価　1,320 円

品切中
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日蓮聖人御遺文習学シリーズ

　聖人の御遺文をできるだけ身近にわかりやすく学んで

いこうと発行された御遺文入門シリーズです。原文・現

代訳・語注を見開きで掲載、図版も多く、信行会等のテ

キストに絶好の書です。

①『富木尼御前御書』に聞く

矢の走ることは弓の力
Ｂ５判／ 29頁　定価　   330 円

　 
②『清澄寺大衆中』に聞く　

日本第一の智者となしたまえ
Ｂ５判／ 42頁　定価　   330 円

③『盂蘭盆御書』に聞く

自身仏に成らずしては父母をだにも救いがたし
Ｂ５判／ 46頁　定価　   330 円

④『安国論御勘由来』に聞く

前代に超えたる大地震
 Ｂ５判／ 34頁　定価   　330 円

現在品切中

⑤『妙心尼御前御返事』に聞く

病によりて道心は起こり候か
Ｂ５判／ 36頁　定価   　330 円

⑥『新尼御前御返事』に聞く

この五字の大曼荼羅
Ｂ５判／ 56頁　定価   　385 円 

⑦『転重軽受法門』に聞く

いま日蓮法華経一部読みて候
Ｂ５判／ 32頁　定価   　330 円

⑧『聖人御難事』に聞く

ただ一円に思い切れ
Ｂ５判／ 48頁　定価   　330 円 

⑨『富木殿御返事』に聞く

汝が身をば誰が生しぞや
Ｂ５判／ 32頁 　定価　   330 円

 

⑩『事理供養御書』に聞く

月こそ心よ　花こそ心よ
Ｂ５判／ 46頁　定価    　330 円

立教開宗 750 年慶讃特別編

日蓮聖人御遺文習学シリーズ『開目抄』に聞く
Ｂ５判／ 182 頁　 定価　2,200 円

立教開宗 750 年慶讃特別編

日蓮聖人御遺文習学シリーズ『観心本尊抄』に聞く
Ｂ５判／ 182 頁　定価　2,200 円 
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さだるま新書シリーズ

　歴史から教学まで揃っており、施本としても活用でき

るシリーズです。すべて新書判で統一されております。

①日蓮聖人の御弟子たち　 宮崎 英修著　
品切中 154 頁　定価　941 円 

②日蓮聖人のお言葉　渡辺 宝陽著
147 頁　定価　855 円 

⑤愛のハーリティ　大嶋 忠雄著
129 頁　定価　748 円 

⑦仏教語散歩　佐々木 孝憲監修
150 頁　定価　880 円 

⑧お寺への質問 　 小松 邦彰他共著         
品切中 184 頁　定価　908 円 

⑨日蓮聖人 　高木 豊他共著
206 頁　定価　909 円 

⑪日蓮聖人　女性への手紙　永田 美穂著
201 頁　定価　908 円 

⑫法華経講義（上巻） 　勝呂 信静著
229 頁　定価　909 円

⑬法華経講義（下巻） 　 勝呂 信静著
204 頁　定価　909 円 

⑭ブッダの国の法華経　三友 量順著
256 頁　定価　902 円 

⑮お釈迦さまとともに 　桐谷 征一著
288 頁　定価　922 円 

⑯『立正安国論』を読む　 北川 前肇著
329 頁　定価　990 円 

⑰日蓮聖人遺文への招待　 岡元 錬城著
192 頁　定価　880 円

⑱日蓮聖人からあなたへの手紙　中尾 堯著
271 頁　定価　935 円

⑲宮沢賢治の宇宙　三原 正資著
265 頁　定価　935 円

⑳法華経を読む　望月 海淑著
337 頁　定価　990 円

㉑もっと知りたい身延山　望月 真澄著
209 頁　定価　935 円

※記念品・贈答品に包装、のし承ります。
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マンガ法華七喩　画：宮崎　摂
◎マンガ法華七喩（全５巻）
　お釈迦さまが説かれた法華経の七つのたとえ話をわか

りやすいマンガにしました。

　マンガ法華七喩　前編
　三車火宅（さんしゃかたく）・長者窮子（ちょうじゃ
　ぐうじ）・三草二木（さんそうにもく） 定価　770 円
　マンガ　平成版法華七喩Ⅳ
　まぼろしの城と道案内人　化城宝処（けじょうほうしょ）の喩

定価　550 円
　マンガ　平成版法華七喩Ⅴ
　友よ幸あれ　衣裏繋珠（えりけいじゅ）の喩   定価　660 円
　マンガ　平成版法華七喩Ⅵ
　王さまのくれた宝の珠　髻中明珠（けいちゅうみょうじゅ）の喩

定価　660 円
　マンガ　平成版法華七喩Ⅶ
　病気の子と良薬　良医治子（ろういじし）の喩

定価　660 円

まんがで読む日蓮　田中正雄 著
　日蓮聖人のご生涯をわかりやすく学べま

す。お子さまはもちろん、大人もためにな
る一冊。　　　　　　　　 定価　500 円

ひと口説法　全３集
　平成 10年に約 10年間の第１集を刊行し新たに 20　

　　　　　　　　年間の 285 篇の連載をまとめた平成

　　　　　　　　の説法。　   第１集　定価　1,782 円
第２集　定価　1,650 円
第３集　定価　1,650 円

北天開教日持上人伝　上下巻セット　　佐藤光春 著
　数々の伝説を遺し、いまだ謎の多い日持上人。各地の

所伝伝承にあたり、想像上の人物を加え、日持上人の生

涯に迫った一代渾身の物語。文庫版　上巻 249頁　下巻 273 頁

定価　1,540 円

ご真蹟にふれる
　日蓮聖人みずからご染筆された真蹟の姿や背景を豊富

な図版を用いながら解説したご真蹟入門の決定版。聖人

のご教化の姿が見えてきます。

Ｂ 6判／ 185 頁　定価　1,650 円

鏡忍寺本　日蓮聖人註画讃　監修　本山鏡忍寺・中尾堯
　本山鏡忍寺に伝来する日蓮宗を代表する貴重な日蓮聖

人絵伝－註画讃をフルカラーで完全収録。漢文の詞書き

は原文解読、また、読み下し文と現代語訳付き。

Ａ４判／ 112 頁　定価    5,500 円

鏡忍寺本　日蓮聖人註画讃 30場面図（Ａ３サイズ）
　註画讃から代表的な 30場面を A3サイズで製作しま

した。額に入れ、お寺の回廊や本堂に奉掲してくだ
さい。

  定価  16,500 円
※ A3額　別途 1枚 2,200 円で承ります

日蓮聖人註画讃イメージ
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※開封後のご返品はご容赦ください。

CD 妙法蓮華経要品　雨だれ（青）・中拍子（茶）・本拍子（緑）
　法華経要品を雨だれ、中拍子、本拍子で収録。加えて

訓読も抜粋で収録しました。  

雨だれ（約 56分）・中拍子（約 41分）・本拍子（約 37分）
定価　各 2,200 円

CD 妙法蓮華経要品　新發意（しんぼっち）ピンク
　一々文々でお経を覚える形式。一節ごとに聞き手が繰

り返し唱える空白時間があるのが特徴。

序品・方便品・自我偈・神力偈・陀羅尼品

約 60分 　定価　2,200 円

CD 妙法蓮華経要品　訓読（黄）　
方便品・欲令衆・提婆品・自我偈・神力品・普門偈

約 89分　定価　2,750 円 
CD 要品　５巻セット　上記５枚のＣＤを特別価格でご提供します

   　　　　  特別価格　9,000 円
CD 勤行要典

　経本「勤行要典」（1,100 円）に対応

したお経の練習用ＣＤです。

約 60分　定価　2,200 円 

CD 信行要典
　経本「信行要典」（1,320 円）に対応

したお経の練習用ＣＤです。

 （２枚組　約 82分）

定価　2,200 円 

CD 法華経一部経
　『法華経』一部二十八品を収録しました。

〈収録内容〉
１巻 約 70分 序品・方便品

２巻 約 70分 譬喩品・信解品

３巻 約 73分 薬草喩品・授記品 ・化城喩品

４巻 約 70分 五百弟子受記品・授学無学人記品・法師品・見宝塔品

５巻 約 72分 提婆達多品・勧持品・安楽行品・従地涌出品 

６巻 約 70 分 如来寿量品・分別功徳品・隨喜功徳品・法師功徳品 

７巻 約 67 分 常不軽菩薩品・如来神力品・属累品・薬王菩薩本事　

　                    品・妙音菩薩品

８巻 約 61分 観世音菩薩普門品・陀羅尼品・妙荘厳王本事品・普賢

                       菩薩勧発品 

各巻　　 　定価  　2,750 円
８巻セット　特別価格　17,000 円



(28) (29)

CD 咒陀羅（しゅだら）
　咒陀羅を雨だれから中拍子、本拍子と

５種類の調子で、また咒陀羅の本拍子

（急）をはじめ、阿檀地・円頓章・自我

偈を収録。　  約 30 分　定価　2,530 円

日蓮聖人御一代記シリーズ講談 CD
小松原御法難　　　　        一龍斎貞山

監修・本山鏡忍寺

約 31分　定価　2,200 円 

日蓮聖人御一代記シリーズ講談 CD
龍の口御法難　　　　　        一龍斎貞山

監修・本山龍口寺

約 31分　定価　2,200 円 

CD 声明 －日蓮宗声明師会連合会－
　収録曲目（声明編）道場偈・三宝礼・

切散華・咒讃・対揚・三帰・奉送 （応用編）

三宝礼三帰・対揚・敬白文・初伽陀・回

向伽陀等。  約 51 分　定価　2,200 円 
CD 法華の香風（はなのこうふう）
　第一部は組曲として「蓮華の如く」「日

蓮はなかねども涙ひまなし」等収録。第

二部は読経を音楽法要の形式にて収録。

　　　  約 59 分　定価　3,143 円 
CD 仏讃歌集
　日蓮聖人第700遠忌に発行された仏教

讃歌集より、宗歌「立ち渡る」ほか 15

曲を選び収録しました。歌　西口彰子

（約 23分）　定価　1,650 円

日蓮聖人御一代記（2枚組）
上巻　日蓮聖人の不惜身命・弘法伝道のご
生涯をたどった DVD。幼少のころから清澄

寺 “旭が森” での立教開宗までを収録。

下巻　清澄寺立教開宗より法戦の火ぶたを
きった聖人のご生涯。数々のご法難をのり

こえながら法華経の行者としての自覚を深

め、その実践に命をささげられた聖人のご

入滅までを収録。

130 分　上下巻セット　定価　4,950 円

日蓮大聖人ビデオ浪曲御傳記　全 12曲
　いずれも一時代を画した浪曲界の名人

たちが語り継ぐ日蓮大聖人の鑽仰の浪曲

と、大聖人ゆかりの地の風光を詩情豊か

に映し出した映像によって奏でる名作浪

曲DVD全集。

口演　東家浦太郎・木村若衛・天中軒雲月・
春日井梅鶯・相模太郎・松平国十郎・浪花

家辰造・鹿島秀月・広沢寅造・酒井雲・国

友忠・五月一朗

DVD２枚組　全 12演目収録

　収録時間６時間

定価　20,743 円

※開封後のご返品はご容赦ください。
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DVD「日蓮」
萬屋錦之介、田村高廣ほか出
演。

販売元　角川映画
約 143分　定価　5,170 円

DVD「日蓮と蒙古大襲来」
長谷川一夫、市川雷蔵ほか出演。

　　　　　　   販売元　角川映画

約 138 分　定価　５,170 円

DVD「釈迦」
1961 年当時、空前絶後と言われ

た製作費を投じた大作。

販売元　角川映画

約 171 分　定価　3,080 円

DVD法式・声明（教師向け）
収録内容

　声明七曲をはじめ、灑水散華・

献香・献華・知堂の所作を細部に

わたり収録。これから声明師を目

指す方、信行道場入場前の方、既

に声明師を拝命されている方ま

で、幅広い方々にご活用いただけ

ます。

約 80分　定価　4,950 円

　日蓮宗では、数珠を二つを
輪にして使います。すべて天
然の星月菩提樹を材料とし、
親玉に天然石を使用していま
す。サイズは尺寸と八寸があ
りますが、男女の別はありま
せんので、お好みでお選びく
ださい。

日蓮宗檀信徒向・星月菩提樹仕立
ローズクオーツ（ピンク）・アメジスト（紫水晶）・
めのう・ヒスイ・タイガーアイ（虎目）

                  アメジスト　    メノウ        タイガーアイ　  ヒスイ       ローズクオーツ
※房の色は親玉と同系色となります
※アメジストのみ房の色を２種類からお選びいただ      
　けます（紫房・灰桜房）

各種　八寸　定価　各 6,500 円 
各種   　尺　定価　各 7,500 円

アメジスト  灰桜房
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　法華経にはお釈迦さまの残されたお言葉を一字一字心

をこめて書写することによって広大無辺の功徳がそなわ

ると説かれています。亡き人の追善のため、自身の修養

のため、写経を実践しましょう。

妙法蓮華経写経セット　監修／小池英淳
　「方便品・自我偈（寿量品）・神力偈（神力品）・観音偈（普

門品）」本セットの参考手本は『日蓮宗蔵版　妙法蓮華経』

の文字が基準です。 

〈セット内容〉

写経手本・写経の手引き・料紙 ( 本三椏紙 )　清書用紙

10枚 / 銀界金塵紙２枚 /薄墨練習用８枚 

定価　4,180 円 

妙法蓮華経特別写経セット（内容写真）

※記念品・贈答品に包装、の
　し承ります。

特別写経セット（化粧箱入り）
　「妙法蓮華経写経セット」に経本「勤行要典」・巻子本セットが入っ

た豪華版。　　　　　　　　　　　　　　　　　 定価　6,050 円 
巻子本セット 
　ご自分で写経したお経を巻子に仕立てられます。

定価　2,266 円
銀界写経料紙
　銀色の罫線が入った本三椏紙の清書用紙です。

1枚　定価   　220 円
30 枚セット　定価　6,050 円 

銀界金塵紙
　上記の銀界写経料紙（本三椏紙）に金を散りばめた高

級紙です。　　　　　              　1 枚　定価   　396 円
10 枚セット　定価　3,960 円 

自我偈写経セット
　自我偈写経手本 1枚、薄墨練習用紙 2枚

　清書用紙（銀界写経料紙）3枚            定価　1,100 円
観音経写経セット
　普門品偈写経手本 1枚、薄墨練習用紙 2枚

　清書用紙 3枚                                            定価　1,100 円
勧持品写経セット
　勧持品偈写経手本 1枚、薄墨練習用紙 2枚

　清書用紙 3枚　　　　　　　　  　　定価　    763 円
慈悲心写経セット
　譬喩品偈写経手本 1枚、薄墨練習用紙１枚、清書用紙 3枚

定価　    440 円
但行礼拝写経（妙法蓮華経常不軽菩薩品第二十）
なぞり用紙　真読・訓読　各１枚

手本用紙　　真読のみ　　　１枚

清書用紙　　　　　　　　　３枚　　　定価　    440 円
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線　香
山風（やまかぜ）
　沈香を主原料に安息香等を加えた沈香

本来の重厚な芳醇さと、凛とした高貴な

香りが特徴です。

５寸 10匁　定価　1,650 円
5 寸大箱 50匁　定価　6,600 円

みのり
　インド産最上質の栴檀に沈香を加え、

さらに漢方薬系の香料をバランス良く調

合しました。飽きることのない優しい香

りです。　 ５寸 10匁　定価   　825 円
９寸 18匁　定価　1,320 円

5 寸大箱 50匁　定価　3,300 円

翠華（すいか）
　栴檀を主体に桂皮や大茴香（だいうい

きょう）などを若干加えた素朴な香りが

特徴です。

５寸 10匁　定価   　660 円
5 寸大箱 50匁　定価　2,640 円

大薫香・中天香
　沈香を主原料にした極めて高品質な長尺線

香です。　大薫香 20匁　定価　3,300 円

　　　  　中天香 25匁　定価　4,290 円

●

焼　香
香州（こうしゅう）
　栴檀と天然龍脳のみでおつ

くりした焼香です。涼やかな

奥行きのある香気です。

正味 80g        定価    3,960 円
正味150g　   定価    7,040 円
正味 300g　  定価  13,200 円

伽羅（きゃら）
　古くより香木の王として珍重されてきました。最近で

はほとんど産出せず全く別種の香木が伽羅として多く流

通しており注意が必要です。

桐箱入り 10g 　　定価 264,000 円

沈香（じんこう）
　最も産出量の豊富なインドネシア産の沈香から特に高

品質なものを厳選しました。

極品 30g 　　定価 44,000 円
上品 30g 　　定価 22,000 円
徳用 150g 　 定価 66,000 円

香琳（こうりん）
インド産白檀と漢薬系の香料等を調合。やわらかな甘さ

が特徴の穏やかな香りです。 正味 80g  定価    3,080 円

●

５寸 10 匁（約 110 本 ･37.5 ｇ）
５寸大箱 50 匁（約 550 本）
９寸 18 匁（約 110 本）
大薫香　長さ約 34.5 ㎝
中天香　長さ約 55 ㎝

蘇生（そせい）
　日蓮聖人御降誕八〇〇年を記念し開発。香木本

来の持つ純粋な香りをご堪能ください。白檀のみ

使用　　　　 　  ５寸 10匁　定価　1,320 円 
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   こぞうくん こぞうくんは日蓮宗新聞社

のオリジナルキャラクターです。

干支チャーム
（未
ひつじ

）
干支根付

定価 380 円 定価 350 円

干支　（巳
へび

）

定価 350 円

定価 350 円

干支　（辰
たつ

）

う ち わ 太 鼓
（黒）

定価 350 円

干支（午
うま

）

 定価 350 円

定価 350 円

うちわ太鼓チャーム
（緑）　　　（水色）

定価 350 円

定価 350 円

干支　（酉
とり

）

干支（亥
いのしし

）ピンク

定価 380 円

（申
さる

）
干支根付

定価 380 円 定価 350 円

干支チャーム

干支　（卯
う

）

定価 350 円

干支（戌
いぬ

）

定価 380 円

お会式
（ブルー）（ピンク）

定価 350 円 定価 350 円
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こぞうくんのタオルハンカチ
色はピンクとブルーとグリー

ンの３種類　

定価　 350 円 

こぞうくんマウスパッド　
グレー・ピンク　
サイズ
縦150mm×横180mm×厚1.5mm

　　定価　各 550 円

iPhone 6･6s   ケース　
　「こぞうくん」の顔がワンポイントで

プリントされたiPhone 6･6s 専用のケー

スです。

色はホワイトの１種類のみ

素材：合成皮革（ポリウレタン）

　定価　2,750 円

漫画『がんばれこぞうくん』第一巻
こぞうくんと楽しい仲間たちが繰り広げ

る痛快ドタバタ漫画！読んだあとは、み

んな優しい気持ちになります

定価　990 円

読経（深緑）
イヤホンジャック付

定価 380 円

読経（黒）
イヤホンジャック付

定価 380 円

こぞうくんの
みのぶまんじゅう
伝統の味と安心の品質

みんな大好きみのぶまんじゅう

９個入り  定価 972 円
２個入り  定価 220 円

こ
ぞ
う
く
ん
の
焼
き
印
入
り

９
個
入
り

２
個
入
り

製  造  元　御菓子司　甘養亭

賞味期限　約 30 日
　　　　　（エージレス）
生タイプ有り、要相談
夏期３日　冬期５日

原材料　小麦粉、小豆、砂糖、
　　　　黒糖、醤油、膨張剤、　
　　　　調味料（アミノ酸等）
※９箇入りは箱入り、オリジナル
　絵柄包装

こぞうくんの
ばんそうこう

定価　110 円
（2枚入り 1セット）
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HAPPY DEW　（はっぴーでゅう） 
　HAPPY DEWとは幸せのしずくという意味です。

日蓮宗のお数珠を参考に、二環仕立ての腕念珠にいたし

ました。信仰の証として常に身につけていただけます。

当腕念珠は、すべて天然石を使用しています。破損した

場合は実費にて修理を承ります。紐は伸縮性のないもの

となっております。

水晶・インドひすい（緑）・めのう（赤）    定価　各 2,750 円 

タイガーアイ（虎目）・スモーキークォーツ（茶水晶）・
ライトアメジスト（紫水晶）・オニキス（黒）・ロー
ズクオーツ（ピンク）                          定価　各 3,300 円

《サイズ》 　 ◆Ｓサイズ　15㎝　◆Ｍサイズ　　 16 ㎝

              ◆Ｌサイズ　18 ㎝　◆ＬＬサイズ 　20㎝

※記念品・贈答品に包装、の
　し承ります。

写真は HAPPY DEW　水晶

日蓮聖人聖語カレンダー
　　　　　　　　　　　　聖語・二十八宿・六曜・宗門

　　　　　　　　　　　　聖日・旧暦を掲載。

　　　　　　　　　　　　１ヶ月に１枚の暦を採用。

　　　　　　　　　　　　先月・翌月のカレンダーを見

　　　　　　　　　　　　やすく配置、宗門聖日・友引

　　　　　　　　　　　　を一目でわかりやすく表示し

　　　　　　　　　　　　ました。

                                           仕様　38×57.5 ㎝ 　１ヶ月で

                                              １枚　表紙を含め計 14枚

名入印刷代 50部以上から１部 25円 ( 税別 )

多部数割引あり　版下代　無料                    定価　500円

聖語保存用ファイル
　　　　　  カレンダーの上半分を切りとり保存可能

　　　　　  サイズ　40㎝× 24㎝

　　　　　  仕　様　保存用ファイル 20 枚付

　　　　      ( 聖語 40枚保存可能 )　　 定価　1,320 円

表紙保存用ファイル
                                 サイズ　50㎝×42㎝

                                 仕　様　保存用ファイル 10 枚付

　　　                     ( 表紙 20枚保存可能 ) 定価　2,200 円

                                サイズ　50㎝×42㎝

                                 仕　様　保存用ファイル 10 枚付

　　　                     ( 表紙 20枚保存可能 ) 

　　　　　  サイズ　40㎝× 24㎝

　　　　　  仕　様　保存用ファイル 20 枚付

　　　　      ( 聖語 40枚保存可能 )　　 

日蓮宗檀信徒手帳
日蓮宗徒の信条 ･在家の誓いほか、祖山 ･霊跡 ･由緒寺院の住所 ･電

話番号 ･日蓮宗二十八宿・年忌 ･宗門聖日や年齢早見表・暦日記 ･メ

モ覧・慶弔のしおりなど手帳機能が満載！多部数割引あります。名入

れ承ります ( 実費 )

定価　330 円
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日蓮宗五十七箇本山
御朱印めぐり関連商品のご案内

日蓮宗全国五十七箇本山　御朱印めぐりセット
監修　日蓮宗全国本山会

日蓮宗の本山五十七箇寺を巡り五十七紙の貫首さまの御

首題に御朱印を拝受し巡る生涯忘れ得ぬ感動の旅をご家

族と共に子孫に伝える信仰の証

【セット内容】（箱入り）

57本山貫首さまの御首題

57紙 +白紙３枚　計 60枚

御首題携行帳　３帳（予備２帳）

参拝案内カード　

57種（最新地図・交通情報）

手引書　１冊

※参拝のワンポイント・団参

コース等の案内

定価　2,200 円

集印保管専用カードフォルダー
１冊のフォルダーで48箇本山の御首題を収納出来ます。

寸法：縦約 19㎝×横約 14㎝

定価　1,980 円

本山めぐり     - 日蓮聖人とお弟子たちの歴史を訪ねて -
企画・監修　日蓮宗本山会

　全国 57本山をカラーで紹介、各本山の

縁起と偉容を詳細に解説。

Ａ５判／ 265 頁　定価　3,300 円

日蓮宗全国五十七箇本山　御朱印表具

※写真はイメージです

満願した五十七箇本山御朱印を軸表具、額表具致します。

参考サイズ　軸表具寸法　198 ㎝× 92㎝

　　　　　　額表具寸法　165 ㎝× 90㎝

参考表具金額　110,000 円
上記金額は目安です。ご希望の仕様により金額は変動し

ます。


