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【掲載書籍について】
掲載の書籍・寺院用品は、令和 2 年 6 月時点のものです。
なお目録には品切れ書籍の掲載もしておりますが、状況に応じて再刊する
場合もございますので、詳しくはお問い合わせの上ご確認ください。

【表示価格】
本体価格（税別）で表示しています。※ 別途消費税 10％

【ご注文方法】

0120-18-0341
1. 電 話（通話料無料）… ……
0120-25-2772
2. ファックス（通信料無料）… …
3. インターネット… ……… seizansha.com

【お届け】
■即日発送

小社営業日の午前中（12:00 まで）にご注文をいただいた商品は、即日発送
いたします。
※午後以降にいただいた場合は翌日の発送、翌日が小社休業日（土・日・祝日）
の場合は休業明けの営業日発送となります。
■お届け日数

商品はご注文の受付後、通常２～５日でお手元に届きます。
※北海道・沖縄・離島部などの一部地域を除きます。
※お届け日数の目安は小社在庫商品（取扱商品をのぞく）の場合です。
■お届け指定

「お届け日」
「お届け時間帯」
「お届け先」のご指定がある場合は、確実にお
応えできるようにするため、お電話で承ります。

【お支払い】
1. 後払い（振込手数料は無料）
お届けする商品に振込用紙を同封しておりますので、商品到着後に中身
をお確かめの上、最寄りのコンビニエンスストア・郵便局でお振り込みく
ださい。

2. 代金引換
ご注文時に「代金引き換え払い」とお伝えください。お支払いは現金のほ
か、クレジットカードまたはデビットカードをご利用いただけます。

3. クレジットカード
ホームページから商品をご注文された場合は、クレジットカード決済を
ご利用いただけます。
※初めてご注文いただくお客さまには「代金引換」、もしくは「クレジットカード」で
のお支払いをお願いしております。

【荷送料・代引き手数料】
ご注文の合計金額によって、下記の通り定めています。
10,000 円以上 10,000 円未満
荷送料

無料

700 円※

代引き手数料

無料

300 円

( ※北海道・沖縄・離島は 1300 円 )

【領収書】
領収書は、お支払方法によって異なります。
後払い

代金引換

お振込みの際の
払込領収証

配送会社からの
送り状の控え

【返品・交換】
お客さま都合による返品や交換は、基本的にご容赦ください。
ご注文とお届けの商品内容が異なる場合や、乱丁（ページ順の不整合）・落丁
（ページの抜け落ち）
・汚損（汚れや傷み）があった場合は、速やかに交換させ

ていただくために、まずはフリーダイヤル

0120-18-0341 へご連絡くだ

さい。
※書店を通じてご注文される場合は、流通の関係でお手元に届くまでに一ヶ月以上
の時間を要する場合がございます。なるべく小社へ直接お問い合わせいただき、
在庫をご確認の上ご注文くださいますようお願い申し上げます。

【ご注意―PCソフトの動作保証について】
当社発売の PC ソフトの動作保証は Microsoft 社製の Office2013 までで、最
新版の Office については動作保証をしておりません。
対象商品【仏教全般】[ 自在に使える ] 法話と寺報の素材集、[ 寺報・はがき・行事案
【密教】[CD-ROM
内 ] 文例事典─自在な素材の CD 付、[ 法号戒名作成ソフト ] 蓮心Ⅱ、
で作る ] 真言宗の諷誦文、
【禅宗】忌日・年回忌の香語と法話集、引導法語集成、引
導法語─文例と資料集、禪林法要香語集

仏教全般

再発見

一話一会

山路 天酬 著

A5 変形判・228 頁
本体 3,500 円（税別）
978-4-88414-177-6

掲示伝道と法話の良材

仏教俳句歳時記
青山社編集部 編

A5 判・上製・360 頁
本体 4,000 円（税別）
978-4-88414-168-4

法話資料集

仏さまの功徳を説くお話
下泉 全暁 著

四六判・上製・270 頁
本体 3,600 円（税別）
978-4-88414-160-8

4

加藤 朝雄 著

大好評の『暮しの中の仏教語法話集』シリーズ。日々の生活の中で何気なく使

仏教全般

日々法話集

暮しの中の仏教語法話集

われている仏教語を取り上げ、その語源や使われ方の移り変わりを辿ること
で、今や息絶え絶えの仏教にわずかでも息吹を与えられないだろうか？

できるだけ仏教用語を使わず、わかり
やすい言葉で心に響く法話を心がける
著者が選んだ珠玉の 108 話。一話ごと
にグッと迫る出会いがある。
身辺の出来事・時事の話題・文学書の
中の一節・古人の遺した名句…等々を
自らの経験と思索に照らして練り上げ
た多数の法話から厳選。
かて

【第一集】菊判変形・416 頁
【第二集】菊判変形・424 頁
【第三集】菊判変形・412 頁
【第四集】菊判変形・410 頁
【第五集】菊判変形・368 頁

本体 5,600 円（税別） 978-4-88414-063-2
本体 5,600 円（税別） 978-4-88414-081-6

品切れ

本体 5,600 円（税別） 978-4-88414-119-6

品切れ

本体 5,600 円（税別） 978-4-88414-167-7

品切れ

本体 5,600 円（税別） 978-4-88414-209-4

道ゆく人の心の糧 となる掲示伝道句。
本書は古今の名句からおもに仏教・寺
院・諸仏事を主題とした俳句を集め、
四季折々の布教に使えるように編集。
時候・天文・地理・行事・生活・動物・
植 物 と 季 語 920 余・例 句 5800 余 を 収
録。また寺報や法話の話材に使えるや
さしい俳句法話 230 余も掲載。

自在に使える

各地で信仰されることが多い地蔵・観
音・不動・薬師の功徳を説いた 70 篇以
上の説話・霊験譚を収載。法事や法要
の際のちょっとしたスピーチなどにも
参考となるネタ本。檀信徒にわかりや
すく、仏さまのありがたさや功徳を説

寺報・はがき・行事案内
─ 自在な素材の CD 付

3

3

3

3

3

く教化布教に最適の一書。寺報やコラ
ムの連載にも活用可能。

そ

んな思いで著者が書きためた法話の中から、宗派を問わず知っておくと何か
と心強い法話を厳選。格好の布教材料になることはもちろん、テーブルスピ
ーチとしても存分に使える法話の素材集。
「篤実なる文化は言葉の豊かさから
生まれる」という著者の信念に共鳴しながらお読みいただきたい。

法話と寺報の素材集
品切れ
青山社 制作

CD-ROM ソフト・別冊解説書付
本体 6,000 円（税別）
978-4-88414-111-0

文例事典

大好評を得た『法話と寺報の素材集』
シリーズ２冊分の収録内容をデータベ
ース化。内容の検索と活用をパソコン
で簡単にできるようにしたソフト。ひ
とくち法話・高僧逸話選・小話・仏教
おもしろ問答・クイズ・俳句・伝道句
など、自在に使えるネタがぎっしり。

寺報文例 260 余編・行事案内文例 50 余
編・掲示伝道句など自由に使える豊富
な素材を、書籍だけでなく付録のＣＤ
（Win 対応）にも多数収録。パソコンで

青山社編集部 編

A5 判・384 頁・CD-ROM 付
本体 5,600 円（税別）
978-4-88414-086-4

簡単に使えて非常に便利。またハガキ
にコピーして使える実寸大の文例や、
自由に利用できるイラストやカットの
素材も多数収録。
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仏縁を結ぶ

通夜・葬儀法話集

悲 しみを 縁 として、 やさしく 語 る 通
夜・葬儀・忌日の弔慰法話 100 篇。宗
派を問わず、平易なことばで語り、話
のつなぎや展開に自由に使える話材
集。老若男女・人となりに応じた法話
3

青山社編集部 編

本体 5,400 円（税別）
978-4-88414-135-6

悲しみを癒す

通夜・忌日法話集
青山社編集部 編

菊判変形 188×152 ㎜・上製・312 頁
本体 5,600 円（税別）
978-4-88414-057-1

寺院による終活支援マニュアル

葬儀・法事の向こう側
田口 誠道・内田 麻由子
坂栄 鷹子・飯島 惠道 共著
B5 判・64 頁・二色刷り
本体 3,000 円（税別）
978-4-88414-163-9

宝珠

エンディングノート
─おだやかな旅立ちのために

田口 誠道 編著

B5 判・64 頁・二色刷り
一冊 840 円（税別）より
978-4-88414-120-2
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涅槃図絵解きガイド

通夜・忌日・年回忌などの法要の場で、
悲しみに沈む遺族の心の癒しを目的に
編集した法話の文例集。故人の年齢や
性別、老衰・長期療養などさまざまな
ケースに応じた文例 127 篇を集録。名
言名句、短歌などを多く引用し、聴く
人に感動の波を伝える新しいスタイル
の法話集。

信徒に絵解きができるやさしいガイド
ブック。著者考案の涅槃図分類法によ
ってご自坊の涅槃図がよく理解でき、
登場人物の見分け方・時代・様式など

3

の部と、故人を問わず話のテーマで選
べる二部構成。例話や喩え話を豊富に
収め、会葬者にも親しみやすい。

A5 判・上製・310 頁

知っておきたい

竹林 史博 著

B5 変形判（231 × 182 ㎜）・96 頁・別冊付録
本体 3,300 円（税別）
978-4-88414-155-4

よくわかる

絵解き涅槃図

竹林 史博 著
B5 判・122 頁

本体 3,400 円（税別）
978-4-88414-091-5

檀信徒の終活周辺にある様々な問題と
寺 院 の 役 割 について、「 生 前 のこと 」
「死亡の周辺」
「死後のこと」
「法律のこ
と」
「税金のこと」
「宗教法人の法務・
会計・税金」の章立て構成。各項目の
ポイント・図表・コラム・和尚の視点
などを盛りこみ、現代社会の終活周辺
の問題をやさしく分かりやすく解説。

仏教と生活 1

伝統仏教への理解を深め、檀信徒にあ
らためて寺院とのつながりを意識させ
ることができないかとの思いから出発
し、仏教徒のために様々な工夫を試み
たエンディングノート。ご寺院方の
檀信徒教化のための「新しい布教ツー
ル」としてご活用下さい。おまとめ購
入により割引きあり。

仏教と生活 2

盆 行 事 ─ 伝承と信仰
竹林 史博 編著

A5 判・上製・396 頁
本体 5,600 円（税別）
978-4-88414-139-4

施餓鬼
竹林 史博 編著

A5 判・上製・308 頁
本体 4,300 円（税別）
978-4-88414-148-6

を平易に解き明かす。また涅槃図に秘
められた物語の数々が恰好の説教話材
となり参詣者を頷かせます。寺族も読
んでわかる絵解き説法の台本付き。
参詣者にやさしく法話と解説ができる
絵解き本。名前入りの涅槃図を口絵で
10 種紹介。併せて各人物の名前が判
読できる配置図を作成。また間違えや
すい人物についても指摘し、正しい理
解を得ることができる。末期の水・北
枕・四華など、仏涅槃と葬儀の関わり
がわかる解説を付す。
日本人に最も親しまれてきたお盆の行
事。寺院・僧侶方にあまり知られてい
ない多くの事柄を仏教者の視点から明
らかにし、盆行事のすべてがこの一冊
でわかるよう編纂。民俗資料や近世～
現代の考証など、200 余の文献を渉猟
し、テーマ別に分類した読みやすい内
容。写真・イラスト資料も多数掲載。
民間信仰の “せがき” と仏教の “施餓鬼”
の本義を知り、法会のこころを檀信徒
に伝えるために役立つ資料を満載。日
本各地の施餓鬼会・民間の風習から由
来・作法・書式の知識まで “せがき” の
諸相を知る事典。施餓鬼にまつわるさ
まざまな疑問をわかりやすく答える Q
＆ A も掲載。
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字解・用例付

法号戒名字典

青山社編集部 編

菊判・上製・函入・480 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-020-5

俗名別

やさしい戒名字典

青山社編集部 編

A5 判・上製・函入・304 頁
本体 6,500 円（税別）
978-4-916012-74-6

職業・性格別

戒名字典

青山社編集部 編

A5 判・上製・函入・320 頁
本体 6,800 円（税別）
978-4-916012-91-3

出典・字解付

院号字典

青山社編集部 編

A5 判・上製・函入・240 頁
本体 5,400 円（税別）
978-4-88414-042-7
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法号・戒名熟語 23,000 余語に、字解や
四字戒名の作例・僧名まで収載した戒

夫婦の戒名作例字典

夫婦にふさわしい院号・戒名の選定に
役 立 つ、 はじめての「 対（ つい ）」の 作

名字典の決定版。法号戒名に適した親

例字典。人生の好き伴侶として苦楽を

字を五十音順に配列して、漢音や呉
音・訓読みを記したので、漢和辞典や

共にした夫婦のために、調和のとれた

仏教語辞典などで調べる手間が省ける
便利な一冊。巻末に経典・漢籍等より
出典した四字戒名の作例を付す。

青山社編集部 編

A5 判・上製・函入・320 頁
本体 5,400 円（税別）
978-4-88414-131-8

熟語分割による四字戒名 2,500 例、二
字戒名 12,000 例を集録した戒名の作
例字典。俗名の一字からやさしく作れ
るように人名で多く使われる漢字を
五十音順に掲載し、意味を示しながら
それぞれの漢字を用いた四字と二字の
戒名を収載。巻末には索引を付して、
実用の便に配慮した。

法号戒名作成ソフト

職業や性格別の戒名作例から婦人・夫
婦にふさわしい戒名まで、故人の善き
風光を讃える四字戒名を満載。字義と
出典を重視した戒名を選定し、道号・
戒名それぞれの言い換えや応用語例を
収録。巻末には活用の際に便利な二字
熟字の索引付き。職業や性格を戒名に
反映させるための様々な工夫を施す。

忌日・年回

院号にふさわしい清雅な熟字 1,700 余
語を、経典・高祖・祖師の言葉・故事
成語・詩歌などの幅広い出典より選出
した。また院号熟字それぞれに字義を
示 しているので、 選 字 の 際 にも 役 立
つ。テーマ別の分類により、故人に応
じて選びやすい字典として重宝するこ
とうけあい。随所に実例を掲載。

諸種

蓮心Ⅱ

品切れ
青山社 制作

CD-ROM（Windows 専用）・別冊解説書付
本体 15,000 円（税別）
978-4-88414-125-7

追善表白集

青山社編集部 編

折本 180×76 ㎜・緞子装・134 頁
本体 3,600 円（税別）
978-4-88414-059-5

表白・願文・祭文集

青山社編集部 編

折本 184×105 ㎜・緞子装・125 頁
本体 5,200 円（税別）
978-4-88414-025-0

法号戒名が作成可能。院号・戒名とも
に、共通の字を一字目から四字目まで
用いた例を 3,200 余収録。組み合せを
変えるなど活用も自在。
便利な機能が備わって、さらに使いや
すい。故人の名前・人柄・職業や作例
からパソコンで簡単に選定可能。あら
ゆる作り方に対応した寺院専用の戒名
作成ソフト。新機能として戒名記録帳
（Excel）と中陰・年回表（Word）の作成

や「関連文字」や「旧字体」も検索可能。
戒名熟語 25,600 余語収録。
読経の前に追善の徳をたたえ、檀信徒
に深い感銘を与える表白・供養文集。
忌日・年回法要を中心に、布教伝道に
資 する 表 白 文 例 60 余 篇 を 集 録 した。
文体は七五調風の和文形式に和歌や俳
句を挿入して、聴く人の耳にやさしく
響き、故人の面影を暖かく偲ばせる内
容。
明晰かつ格調高い表現を心がけ、各宗
に通じて汎用性のある諸文例集。伝
統的な文語体・漢文体を基本としなが
ら、檀信徒が聞いても理解が得られる
ように平易さにも留意。総ルビ付き。
巻末には表白要句集を付す。
【 各 種 法 要 23 篇、 祈 願 法 要 8 篇、 追
善・慰霊法要 12 篇、表白要句集】
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職業別

喪儀嘆徳文集

山あり谷ありの生涯を終え、新たな旅
立ちをする故人への餞（はなむけ）とす
る葬送歎徳文を職業別に作成。農林

佛事百般釈義問答

谷 響 集─ 抄訳

A5 判・上製・函入・280 頁
本体 5,600 円（税別）
978-4-88414-016-8

住職と檀家総代のための

式辞・挨拶文例集
青山社編集部 編

A5 判・上製・函入・236 頁
本体 4,800 円（税別）
978-4-88414-149-3

慶弔挨拶文例集

青山社編集部 編

A5 判・上製・函入・256 頁
本体 4,800 円（税別）
978-4-88414-015-1

実用

建築儀式集成

─ 地鎮祭から落慶法要まで

青山社編集部 編

A5 判・上製・函入・290 頁
本体 5,800 円（税別）
978-4-916012-83-8
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造・技術・公職・医療・芸術など 120 種
におよぶ総 155 篇を収録。さらに巻末
には、職業別の熟語・要句・名句等を
6,000 語収める。
落慶法要・晋山式・弔祭・諸行事など、
急な依頼に役立つ文例 126 篇。また類
例の少ない檀家総代の式辞挨拶も多数
収録し、豊富な内容とした。
【内容：慶祝の部（諸堂落慶・入仏式・開
眼法要等、晋山式、結婚式、祝賀行事）
、

弔祭・慰霊法要の部、諸行事挨拶・法
話の部、〈資料〉僧の行跡を表す文例】
慶弔法要の祝辞・弔辞から年中行事挨
拶・追善法要法話まで、全 83 篇の挨
拶文例を収録。巻末には慶弔要句集を
付し、広い用途に対応できる編集。
【祝辞の部─ 落慶・開眼・晋山式・結婚
式等 37 篇、弔辞の部 23 篇、年中行事
挨拶 17 篇、追善法要法話 6 篇、慶弔
要句─人品・哀悼・季節他】
地鎮祭や上棟式など、建築儀式に関す
る各宗派の資料を網羅した初めての資
料集成。現代にふさわしい仏式による
建築儀式の普及を願って編集。参考資
料として、一般的に広く行われている
神式の式次第を収録。
【内容─ 神事祭
式、地鎮祭、上棟式、落成・落慶式、
諸具、表白・祈願文例、大工】

敞師が 69 歳にして寂照堂に退隠以降、
足繁く訪れる賓客の問いに応じた問答
こだま

集の名著。呼べば即座に答える谷響の

水産・サービス・金融・小売・観光・製
青山社編集部 編

近世初期の傑僧として名高い泊如運

泊如 運敞 講述

A5 判・上製・332 頁
本体 6,800 円（税別）
978-4-916012-90-9

仏教百事問答

塵添壒囊鈔─ 抄訳
青山社編集部 編訳
A5 判・上製・420 頁

本体 7,600 円（税別）
978-4-88414-033-5

住職・寺族・檀信徒のための

仏教ものしり袋
新開 真堂 著

A5 判・432 頁
本体 5,400 円（税別）
978-4-88414-032-8

仏教百事起源

青山社編集部 編

四六判・上製・420 頁
本体 4,600 円（税別）
978-4-88414-078-6

如く、仏事百般の質疑に対して一々典
拠を挙げて説いた 368 項目の解答を関
連項目別に七篇に分類。読みやすい現
代文で収録した。随所に語注を付す。
原著は室町時代に成った百科事典とも
いうべき書。問答形式で和・漢・仏の
諸事百般にわたる故実・由来などを詳
しく記述した内容で、仏家においても
仏事の起源・各宗の故実・諸寺の縁起
を知る上で特に重用されてきた。本書
では、特に仏事に関わる 238 項目を抄
出して現代語訳で掲載。
仏教の奥深さや面白さ、仏事習俗の由
来など、縦横に語り尽くした仏教知識
満載の書。7 歳で得度以来、真言僧と
して学行兼修の老僧が見識と経験を注
いだ好著。宗派を問わずお薦め。
【第一部─仏教・仏事ものしり袋、第二
部─ 現代家庭の仏事、第三部─ 弘法大
師の風信帖を読む】
仏教に関連する起源や由来はもちろ
ん、その他の年中行事・事物百般にま
で及ぶ 430 項の事柄について多数の資
料に基づいて簡潔に記載した。
あれやこれの " はじまり " が、 この 本
を読むだけでわかり、檀家の皆さんか
ら「うちの住職はもの知りだ !!」と言わ
れることうけあい。
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仏教全般

仏さまの功徳と由来

諸尊経典要義

十三仏各尊の功徳と由来を説く経典群

〈十三仏篇〉 の中から、一尊ごとに主要な経典を撰
録。総ルビを付した経典本文と読み下
し文を上下二段に組み、丁寧な解説を
付した画期的な編集内容。経文の読誦

下泉 全暁 著

菊判・上製・函入・472 頁
本体 8,600 円（税別）
978-4-88414-013-7

増補改訂・新装版

十三仏追善功徳文輯
品切れ
藤井 栄真 編著

B5 変形判 184×105 ㎜・上製
函入・283 頁・和讃 CD 二枚組付
本体 7,200 円（税別）
978-4-88414-074-8

ニルヴァーナを説く

般若心経

品切れ
瀧 城太郎 著

四六判・上製・246 頁
本体 3,000 円（税別）
978-4-88414-076-2

佛法を守護する神々

天部群白描図集
高橋 俊夫 著

A4 大型判 230×310 ㎜・上製・154 頁
本体 6,800 円（税別）
978-4-88414-007-6
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用としてはもちろん、各尊の汲めども
尽きぬ功徳への理解をより深め、信徒
への法話や説法にも活用できる一冊。
本書は平成 2 年に初版の『十三佛追善
供養功徳文輯』の「諸尊諷誦・和讃・廻
向文集」を増補し、総ルビを施して新
装版で刊行したもの。ご寺院での法
要・法事等の実用に即した十三仏およ
び諸尊の供養廻向文集と和讃を収録。
付属二枚組の CD には、著者が吹き込
んだ廻向・和讃を収録する。
『般若心経』は私たち生あるものに対
して「ニルヴァーナ」、すなわち「燃え
尽きろ !!」と説黙している。
仏教の精髄を伝える『般若心経』を「小
説形式」
「読者との対話形式」
「サンス
クリット原文の解説」の三部構成で興
趣がつきない内容を読み解く斬新な書
となっている。
奈良時代から鎌倉時代にかけて、優れ
た仏師たちの信仰心が生み出した天部
像の傑作の数々を、流麗な筆致の白描
図で描く。梵天・帝釈天・四天王・金
剛力士・十二神将・深沙大将・吉祥天・
弁財天・訶梨帝母・二十八部衆など国
宝や重文の 74 尊 117 図を掲載。また
解説文には英文も併記。

花押の作り方

かおう

花押は僧侶にとって古来より署名・押
印等の代わりに必需なものであり、今
日でも授戒・伝授等の重要な法儀にお

渡辺 俊雄 筆著
B5 判・約 180 頁

本体 8,000 円（税別）
978-4-88414-126-4

諸佛諸尊常用真言

青山社編集部 編

折本 174 × 72 ㎜・60 頁
本体 1,800 円（税別）
978-4-916012 -27-2

読んで納得・知って感嘆

知識の泉

いて必要とされている。本書は僧侶に
とって大切である花押を、自分で作れ
るように基本から応用まで逐一解説。
僧侶必携の” 学んで・作れて・書ける”
花押作りを網羅した初めての指南書。
佛・菩薩・天・神の諸尊の真言から修
法・祈祷の真言まで、60 余種の常用真
言を集録して折本の体裁で刊行。
十三仏の梵字の種字と書き順、禅宗の
諸堂に奉安する仏・菩薩・天の由来を
説いた解説を付す。さらに探したい尊
名がすぐに引ける五十音順索引付き。

知らないよりは、知っている方が楽し
い。よく似た言葉や、言い間違えやす
い言葉を対句的に挙げて、やさしく解
ひ
説した 82 篇の短編集。例えば「頭を捻
かし

三宮 庄二・岩谷 千寿子 著
新書判・120 頁
本体 900 円（税別）
978-4-88414-143-1

DVD

法楽太鼓の打ち方

山路 天酬 監修・編著

カラー収録 67 分・解説書付
本体 8,800 円（税別）

かんかんがくがく

けん けん ごう

ねる・首を傾げる」
「侃侃諤諤・喧喧囂
ごう

囂 」など勘違いして覚えてませんか？
法話や寺報にも活用できる言葉の知識
を多数収録。
初学者から已達の師まで、法楽太鼓を
やさしく学べる初めての試み。
法楽やご祈祷において、監修者独自の
方法ですぐに太鼓が打てるカリキュラ
ムを創案。信者の魂を揺さぶり、行者
との一体感をもたらす太鼓の打ち方の
基礎を、映像と教本によって易しく丁
寧に伝授する。
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仏教全般

意味と平仄がわかる

法名戒名字典
青山社編集部 編

A6 判・上製本・函入・462 頁
本体 4,500 円（税別）
978-4-88414-194-3

掲示伝道句法話集

真実一語
山路 天酬 著

A5 変型判・並製本・188 頁
本体 3,000 円（税別）
978-4-88414-204-9

泉光院の旅

二百年前の諸国修行行脚

望月 嶺男 著

四六判ワイド・上製・343 頁
本体 3,800 円（税別）
978-4-88414-205-6

蓮心 3

青山社 制作

法号戒名作成ソフト (CD-ROM)
本体 20,000 円（税別）
978-4-88414-208-7
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善い意味と佳い語音の戒名が選べ、遺
族にもやさしく意味を説ける。漢和・
平仄字典を兼ね備えた戒名字典。

遺族にとどける

追善法要廻向文集

十三仏それぞれの功徳や死後の導きを
わかりやすく説いた、新しい追善廻向
文集。現代の法要事情を考え、四十九

戒名二字熟字（二万三千余語収録）の
すべてに簡潔な意味を記し、漢和辞典

下泉 全暁 編著

日 や 一 周 忌、 三 回 忌 などは 男 性・女
性、年代別に複数の廻向文を収載。ま

の役割も果たす。手にしやすい文庫サ
イズで遺族・檀信徒に戒名の意味を説
く際にも使いやすい。

132 頁（両面印刷）
本体 3,800 円（税別）

た通例や併修の年回忌廻向文や先祖
代々の回忌廻向文も掲載。巻末に遺族
の心の隙間を埋める法話を収録。

折本 185 × 82 ㎜・緞子装本

978-4-88414-210-0

仏 典 や 宗 祖 の 言 葉 にこだわることな
く平易で心に響く掲示句 88 篇を厳選。
さらに法話も併せて掲載。伝道句を大
書して掲示板に掲載し、檀信徒や参詣
の方に法話の部分を話す。
寺だよりに「今月の伝道句と法話」と
して連載するなど様々に活用可能。

佐土原藩に仕える修験僧で大峯入峯
三十六度、奥駆修行十三度の野田泉光
院成亮。その大先達が日本九峯修行を
発願して六年余に及ぶ諸国行脚に旅立
った際の貴重な日記を読者の便に配慮
して読みやすく編集し、自在なコメン
トを付記して刊行した。興趣満載の行
脚にぜひご随行いただきたい。
戒名熟語 25,600 余語収録。故人の名
前・人柄等や作例からパソコンで簡単
に選定できる。あらゆる作り方に対応
した寺院専用の戒名作成ソフトが「新
元号」に対応。四字戒名の検索機能を
追加。また明治以降の忌日年忌計算が
出来るように。前作ユーザーは戒名記
録帳を継続して使用できる。
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密 教

不動明王護摩法〈私記〉

三十有余年に及ぶ編者の不動護摩実修

五段如法・二段尽略法 体験の全てを結実させた護摩次第の決

密

定版！

教
山路 天酬 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・264 頁
本体 9,400 円（税別）
978-4-88414-172-1

法華法 /法華息災護摩法

薬師如来護摩法

正観音法/正観音護摩法

愛染敬愛護摩法

地蔵菩薩法/地蔵増益護摩法

地蔵・観音

抜苦与楽の利益と滅罪生福の功徳を大
〈私記〉 師も称えた大乗仏教の至宝『法華法』
を賛嘆供養する秘法。薩・達・磨・奔・
荼・利・迦・蘇・多覧の九文字で示され
る一組の曼荼羅が象徴する密教的深秘
北野 宥範 編
に則った秘法を、自行用に編集した行
折本 145×105 ㎜・緞子装・170 頁
者待望の次第。法力増上・信徒息災祈
本体 8,800 円（税別）
願のために活用いただきたい。
978-4-88414-183-7
本尊として祀られることの多い正観音
〈私記〉 菩薩の供養法と息災護摩供〈五段如法〉
を折本の両面に収めた至便の次第書。
諸観音の総体である聖観自在菩薩の供
養法を中院・三憲の通用次第にて私に
山路 天酬 編
編成。両流の違いがつぶさに判るよう
折本 145×105 ㎜・緞子装・184 頁
に編纂を工夫した。修法の便に配慮し
本体 8,800 円（税別）
て詳細な解説を掲載。
978-4-88414-181-3

北野 宥範 編

胎蔵曼荼羅地蔵院の主尊にして金剛菩
〈私記〉 提心・豊穣なる功徳・無尽蔵の珍宝を
包含する地蔵菩薩の本誓に即した十八
道立次第を編纂。聖教に準じつつ、師
伝を加えて修法の便に配慮した表記。
地蔵菩薩の密号―与願金剛に因んだ増

折本 145×105 ㎜・緞子装・158 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-179-0
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益護摩法を併載。

五段如法護摩法と二段尽略護

摩法を一冊に収載。さらに三宝院流と
中院流の作法の異同を明示し、修法解
説では次第の要点と口訣を丁寧に説
く。護摩作法部分を省略すれば不動法
次第としても活用できる。

除病・延命・安産等の薬師如来の功徳
〈中院・三憲─ 私 〉 力を成満するための護摩法。自行用の
〈五段如法〉、祈願用の〈二段尽略法〉を
両面に掲載し、さらに息災と増益の両
法で修法できるように編成。諸口訣に
山路 天酬 編
記された部主段の異同に触れ、中院流
折本 145×105 ㎜・緞子装・276 頁
と三宝院流における護摩作法の異同を
本体 9,400 円（税別）
注記した詳細な解説を付す。
978-4-88414-159-2
愛染敬愛護摩に加え「息災・増益・調
〈中院・三憲〉 伏・鉤召」の四種に通ずるように編集。
【本書の特長】①敬愛最勝の愛染護摩法
が平易に修せる。②相応句を入句すれ
ば五種法の行様が自在。③中院流を主
山路 天酬 編
体にしながら三宝院流との違いを特記。
折本 145×105 ㎜・緞子装・238 頁
④五段如法と二段尽略法を両面に掲載。
本体 9,200 円（税別）
⑤両流口訣や作法の違いを明示。
978-4-88414-134-9

水子供養次第

山路 天酬 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・122 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-104-2

本尊別に『地蔵法』と『観音法』を折本
の表裏に別けて編成。塔婆・位牌・尊
像等の開眼作法を行法中に修せるよう
に編集。如法なる水子供養への導師心
得、和讃（譜共）・水子戒名 440 作例を
付す。水子供養の正しい布教をめざし
たい方や、教化活動のノウハウを学び
たい方に最適。
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密 教

弘法大師護摩法

好評を博した『弘法大師法（中院・三憲／
〈中院・三憲〉 最極私記）』の姉妹編。オモテ面には中
院流表記を主体とし、三宝院流との違

いを註記した［五段如法護摩次第］
、ウ
山路 天酬 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・216 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-123-3

ラ面には両流通用の［二段尽略護摩法
次第］を掲載。さらに「修法解説」では
作法の要点と注意点を詳説。密教修法
の原点である護摩次第の集大成。

弘法大師法

相伝の三種行様を統合。十八道立て大
〈中院・三憲 最極私記〉 師法（中院・三憲）の最極私記を公開。
大師への思慕と、報恩の想いを込めた
編者事相研究の集大成。あらゆる口訣
を参照して秘々中の印明を惜しみなく
披露した修法解説を付す。【内容─ 弘

山路 天酬 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・帙入・212 頁
本体 12,000 円（税別）

真言宗

地鎮鎮壇法〈私〉

山路 天酬 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・148 頁
別冊解説
本体 9,200 円（税別）
978-4-88414-151-6

土公供御幣セット
青山社 制作

幣・串セット／本体 1,800 円（税別）
御幣（奉書紙）5 枚
幣串（木製丸串）5 本
紙銭セット／本体 2,500 円（税別）
奉書紙製（13 連）100 枚
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法大師法（中院・三憲）、開眼作法、結
願作法、弘法大師略念誦法、解説】
『土公供作法』に加え『上棟式次第』
『落
慶式次第（首書）』を付し、さらに寺院
堂塔用の『地鎮鎮壇合行法』を収録！
特に鎮壇法では現代建築施行法に対応
すべく工夫された私案を諸口訣に加え
て公表。『別冊解説』では諸流の作法
を詳しく紹介し、煩瑣な鎮物作法をわ
かりやすく説く。各種願文も併載。
土公供に用いる 5 体の御幣と供物用の
紙銭を制作しました。
御幣は横 9 ㎝×縦 18 ㎝の奉書を二つ
折りにしたもの。幣串は直径 1.2 ㎝×
長 50 ㎝・上部の切込 5 ㎝。供物の紙銭
はこよりで幣串に結びつけて用いる。
3

3

3

紙銭を供ずるのは施主の執着が無く、
地天よくこれを受納し給うため。

〔増補新訂版〕

当年星供秘要次第

好評の星祭り次第の決定版。当年星
供を如法に修するために折本の表面

附─本地金輪護摩秘抄 に「当年星供次第」、裏面に「本地金輪

山路 天酬 編

護摩秘抄（二段尽諸段）
」を掲載。さら
に略法や最略法へも配慮し、別冊解説

緞子装・168 頁・別冊解説
本体 9,200 円（税別）

では星祭りの本義と星の繰り出しを詳
説。従来の三宝院流中心の次第に加え
て中院流の作法や印図を増補した。

折本 145 × 105 ㎜

978-4-88414-154-7

DVD

当年星供秘要

山路 天酬 監修

カラー収録 58 分
本体 8,800 円（税別）

星供幡台セット
青山社 制作

幡・幣立台─1 台、本尊幡竿─3 本
本尊幡─十五流、幣─30 枚、幣串─6 本
紙銭─100 枚、化粧箱入
本体 28,000 円（税別）

星祭りの如法の修法と更なる普及の為
に、当年星供の「本義」と「実際」を余
すところなく解説。星祭りとは何か？
行者諸星の選出法や、「当年星供」
「本
地金輪護摩」修法の心得等々を映像で
詳細にお伝えします。星祭り本義の理
解と、当年星供・金輪護摩の修法心得
のために、ぜひお役立て頂きたい。
檀信徒の開運・厄除を願う星供修法に
すぐ使える本尊幡・旗竿・幣・幣串・紙
銭・幡台の一式がすべて揃ったセット
です。なお、本尊幡・幣・紙銭のみの
別売りもあります。また『軸装 星供曼
荼羅』もご用意可能。
詳しくは電話でお問い合わせ下さい。

八大龍王摩尼法〈三憲私記〉 龍王＝如意宝珠＝ソリヤ法と観じ、随
所に口訣を配した渾身の秘密行法。大
付─八大龍王一印法

山路 天酬 編

折本 160×114 ㎜・緞子装・帙入・112 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-092-2

師の天川辨才天の悉地を私案し、龍王
菩提心と如意宝珠秘観を提唱するな
ど、編者ならではの工夫を織り込んだ
待望の次第書。付録として即修の加持
力を顕現させる「八大龍王一印法」を
併載。懇切丁寧な解説付き。
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中院 / 三憲

千手法

付─ 蓮華王秘印加持法 供養礼拝する一尊法を、中院流と三宝
院流の次第にて編集しました。印図・

山路 天酬 編

折本 160×114 ㎜
緞子装・帙入・190 頁
本体 8,800 円（税別）

〔改訂新版〕
真言宗

回忌法要次第

山路 天酬 編

折本 145×105 ㎜
緞子装・帙入・114 頁・別冊解説
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-110-3

〔改訂新版〕
真言宗

独行葬儀次第

山路 天酬 編

折本 145×105 ㎜
緞子装・168 頁・別冊解説
本体 9,400 円（税別）
978-4-88414-124-0

DVD ／ビデオ

真言宗独行葬儀

山路 天酬 監修・導師

カラー収録 70 分
本体各 15,000 円（税別）
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千手観世音菩薩の大慈大悲の功徳力を

印解文・観想文を載せ、巻末解説では
修法の要点はもちろん、千手観音の本
誓・種字・三昧耶形・尊形等について
も詳説。さらに「蓮華王秘印加持法」
を併載して万全を期す。

〔改訂新版〕

不動一段尽護摩秘抄

尽」とは諸段を火天・本尊の合行一段

山路 天酬 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・146 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-130-1

DVD ／ビデオ

大好評の独行葬儀次第を大幅に増補改
訂。「古き相伝」と「新しき提唱」を旨
とした独行葬儀次第の決定版。この一
冊があれば、現代葬儀の全てに対応が
可能。真言宗引導作法の本義と心得
が容易に修得可能。全体を「通夜作法

光明真言

に二分し、五部構成で編成。
真言宗独行葬儀作法のスタンダードと
なるべき待望の映像。現代葬儀事情に
即した新たな葬儀作法の提唱として好
評を呼んだ『現代葬儀独行次第』に基
づき、丁寧な解説と「通夜受戒作法」
「葬儀灌頂作法」の実修を完全収録。
葬儀の本義と要点、印契の説明など綿
密な構成。

新版。要望に応えて、折本の表裏に中

〈中院・三憲／火天本尊合行法〉 院流と三宝院流の次第を掲載。「一段

大好評の回忌法要次第を大幅に増補改
訂。この一冊があれば回忌法要のあら
ゆる問題に即応できる。別冊の修法解
説では、真言宗回忌法要の導師心得を
教示。また編者自筆の梵字による「回
忌法要書式」も付した待望の一冊。檀
家の回忌法要離れを憂慮し、施主に親
しまれる法要の為のノウハウを満載。

（枕経）授戒作法」と「葬儀灌頂作法」と

大好評『不動一段尽護摩秘抄』の改訂

不動一段尽護摩

山路 天酬 監修・導師
カラー収録 32 分

本体各 8,000 円（税別）

に尽くす意で、火天即大日即不動とす
る興教大師の秘釈に感動した編者の工
夫と勘案が結実した画期的な作法とし
て定評を得ている。
如法なる一段尽護摩を実現した『不動
一段尽護摩秘抄』の著者自らが、その
流麗にして幽玄なる護摩修法を公開 !!
積年の練達による流れるような結印を
余すところなく収録。修法の要所では
字幕を表示し、全体の組み立てが解り
やすいよう配慮した。護摩札や添護摩
の加持方法も紹介。

滅罪護摩秘抄

まさに精霊回向作法の至宝ともいえる
〈二段尽諸段 私〉 編者二十余年の実修を踏まえた滅罪護
摩作法を初公開。光明真言法と亡者護
摩の諸口訣を如法に私案し、亡魂得脱
山路 天酬 編
の功徳を回向する独創的な護摩次第で
折本 160×114 ㎜
す。回向に欠かせない塔婆や日月牌、
緞子装・帙入・108 頁
破地獄曼荼羅等の開眼にも配慮、土砂
本体 8,800 円（税別）
加持作法も入護摩の前に挿入した。
978-4-88414-095-3

光明真言法〈中院・三憲─ 私 〉 光明真言法は胎蔵大日如来を本尊と
し、その滅罪生善の功徳力を讃嘆供養
北野 宥範 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・160 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-164-6

するための行法。本書は光明真言法の
普及を願う編者が、行者の法力と信徒
への加護を増進するために編纂した自
行用次第。付録として檀信徒と共に厳
修するための最略土砂加持作法、少人
数の職衆で修法できる法則等を付す。
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釋迦法〈中院・三憲 私記〉

釋迦如来は約 2500 年前インドで仏教
を開いた生身の仏祖だが、密教的な解
釈では胎蔵曼荼羅釋迦院の主尊にし

北野 宥範 編

折本 145 × 105 ㎜・緞子装・182 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-150-9

心経法〈中院・三憲〉

付 ─千巻経回向法則

北野 宥範 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・174 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-132-5

聖天浴油法〈中院・三憲〉

北野 宥範 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・162 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-127-1

辯才天法〈中院・三憲〉

北野 宥範 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・170 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-140-0
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て、金剛界曼荼羅の不空成就仏、胎蔵
の天鼓雷音仏と同体の変化法身とされ
る。本次第はそうした密教的な釋迦如
来の供養法であり大般若会や常楽会で
の導師次第としても活用されたい。
「心経法」とは『般若心経』と『陀羅尼集
経巻三』を所依の経典とする行法で四
種法に通じるほか、特に三宝院流では
「神明の為に殊にこの法を修す可し」
として重用されてきた。衆生の心を安
寧に調え、国土と国情を平穏に治める
般若の智慧と祈りの功徳力を、仏菩
薩・天部・神明に捧げる為の次第。

阿彌陀法〈私記〉

五智五仏の一尊として妙観察智の徳を

/ 阿彌陀敬愛護摩法〈私記〉 司り、無量壽と無量光の功力を蔵する
密教思想上重要な尊格である阿彌陀如
来（無量壽仏）の本誓に即した十八道立

北野 宥範 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・158 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-169-1

次第。聖教に準じつつ師伝を加え、修
法の便に配慮した丁寧な編集を心がけ
ました。更に曼荼羅西方に住す阿彌陀
如来にちなんだ敬愛護摩法を併催。

大般若理趣分転読祈祷法

大般若経六百巻中、密教教理の深秘を
/ 方災除け秘法（付・地鎮祭） 説く経巻として知られる大般若理趣分
経による転読祈祷と、家祓い・地鎮祭
用に組み立てられた方災除け秘法を一
本にした重宝な次第書。除災招福・家
北野 宥範 編
内安全・病者加持・自動車加持・家祓
折本 160×114 ㎜・緞子装・90 頁
い・地鎮祭など、さまざまなご祈祷に
本体 8,000 円（税別）
修法できる。詳しい修法解説を付す。
978-4-88414-034-2

篤実なる行者への相伝を期す編者の永
年の懸案であった聖天浴油法の刊行が
遂に実現。障礙を怖れる徒らな敬遠を
排し、真言行者としての、如法にして
懇切なる祈念を凝らすことを意図して
編纂された、速疾甚深の効験をもたら
す聖天浴油法次第。折本の両面に中院
流と三宝院流の次第を別に掲載。

DVD ／ビデオ

智慧と辯才の天尊として祀られる辯才
天の十八道立次第を、中院・三憲の両
流で編纂。加えて檀信徒への加持法や
出張先等での速疾法として至便な〈辯
才天略念誦法〉
、日々に行ずることで行
者の福徳と功徳力を増長する〈辯才天
摩尼秘法私〉を併載。巻末には法施と
して唱えるべき所依の経典を付した。

行者三種諸経法則

大般若祈祷法

北野 宥範 導師

カラー収録 29 分
本体各 8,000 円（税別）

北野 宥範 編

折本 160×114 ㎜・緞子装・帙入・208 頁
本体 9,400 円（税別）

信徒に除災招福をもたらす効験甚深の
修法として、博く行じられてきた「大
般若理趣分転読祈祷法」の懇切精妙な
る修法を具に映像として収録。結印や
転読の所作が見やすいように導師の左
前方位置から撮影、また信徒への加持
作法についても具体的にわかりやすく
紹介する。
「祈願・回向・神前祭式」の三種の勤行
について、それぞれの式次第と読誦す
べき経文や祝詞等を一冊に網羅した至
便の書。信徒からご祈祷・回向・祓の
修法を依頼された際、信徒宅へ出向い
て勤行することを念頭に、本書一冊で
用が足りるように密教経典に限らず多
くの経文を収載すべく努めた。
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真言行者日用作法集

信徒と共に篤信の加持の場を創り出す

【巻一】 11 篇の祈願・回向作法集。

行者祈禱秘巻【乾坤】

【内容─新年若水祈念次第・立春厄除祈
念次第・御生身供作法（大師御膳供）・

北野 宥範 編

折本 160×114 ㎜・緞子装・120 頁
本体 8,400 円（税別）
978-4-88414-056-4

羽田 守快 著

蘭盆回向法則・千巻経回向法則・井戸
埋 秘 法・痴 呆 封 加 持 作 法・入 瀧 作 法
広・弁才天摩尼秘法、修法解説】

緞子装・帙入・134 頁・別冊解説
本体 13,600 円（税別）

シリーズ第三弾。日常のさまざまな場
【巻三】供養・回向篇 面で修法することの多い供養・回向に
関する作法次第を収載。亡者も、畜類
も、また放生会や各種の撥遣供養も、
一切有情の得脱を祈る作法である。
北野 宥範 編
【内容─亡者供養法・畜類供養法・放生
折本 160×114 ㎜・緞子装・130 頁

本体 8,400 円（税別）
978-4-88414-090-8

会次第・人形／筆／縫針／箸／玩具の
各撥遣供養法】

八大龍王鳴動護摩供

「鳴動護摩供」とは古来「鳴り護摩」や
「釜
付─稲荷大明神鳴動式 「鳴動式」などと呼ばれ、神道では
しゅ ばつ
鳴神事」として知られる修 祓 作法。本

羽田 守快 編

折本 145×105 ㎜・緞子装・94 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-165-3

荼吉尼天供

次第は鳴動法の伝承を願う編者が、八
大龍王を本尊として編纂したもの。荘
おんじょう
厳なる音声の響きとの共鳴によって滅
罪をもたらす祈祷法である。伝統的な
稲荷大明神鳴動式も併せて掲載。

荼吉尼天は大黒天・毘沙門天・弁才天
付─荼吉尼天露地法 等の天部に比べると知名度は低いが、
往昔の稲荷信仰の本地とでもいうべき
天尊。その荼吉尼天に自然智の功徳力
を感得した編者が永年の修法体験を踏
羽田 守快 編
まえて丁寧な編集で公開した待望の荼
折本 145×105 ㎜・緞子装・82 頁
吉尼天供修法次第。
「荼吉尼天眷属印
本体 8,800 円（税別）
言」
「須臾成就福徳刀自女経」を付す。
978-4-88414-174-5
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なかった祈祷法を初公開 !!
【内容─ 厄除方災除祈祷、家相改善祈

いろはまつり次第・木瓜加持作法・盂

真言行者日用作法集

従来の次第書には掲載されることの少

折本 175×105 ㎜・二冊組

978-4-916012-80-7

〔増補改訂〕

厳秘必験祈禱法
甑岳 聖海 編

折本 166×120 ㎜・緞子装・帙入・140 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-916012-89-2

線香護摩祈禱法
品切れ
甑岳 聖海 編

折本 166×120 ㎜・緞子装・帙入・72 頁
本体 8,000 円（税別）
978-4-916012-94-4

DVD

線香護摩祈祷法

甑岳 聖海 監修

カラー収録 50 分
本体 8,000 円（税別）

祷、家相成弁略念誦法、鎮宅霊符神祭
式、旅行護祈祷、普通護札祈願、火宅
撥遣法、伐木祈祷、井戸撥遣法、家祓
法、稲荷大明神祭式、荒神祓、忌中
祓、車加持】
大好評を博した初版本を修法しやす
く改訂し、さらに「不動使者陀羅尼秘
密法」を増補。愛宕勝軍神祇秘法・勝
軍地蔵法・飯縄智羅天法・ダキニ天秘
法・不動使者陀羅尼秘密法等、賞罰の
厳しいとされる行法を近世初期の古文
書から復元。独特な表白や秘歌・秘印
を含む緊密度の高い修法を公開する。
願主の依頼に応じて即座に修法できる
線香による護摩祈祷法の口伝をあます
ところなく公開。家祓や厄落し、病気
平癒などの祓全般をはじめ諸祈願に通
用。簡便な道具立てにより、清浄なる
線香の炎と煙で行者と願主の煩悩およ
び道場（信者宅）内の不浄を祓い、信者
の篤い信仰に訴える祈祷法。
大好評の次第『線香護摩祈祷法』を編
者自らが映像化。次第に沿って一つ一
つの作法を丁寧に修法。さらに、次第
だけではわかりにくいポイントを映像
及び声・文字によって重点的に解説。
○本尊御幣（不動一本五大尊）の切り方
○支度・法螺の印の再演
○心経読誦時の錫杖の振り方 など
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平成新脩

得度式作法并手鑑私

地方寺院において、子弟を得度させる
ための作法次第の決定版。式全体の流
れと、戒師・教授・師僧・受者等の所

真言宗引導作法〈私〉

本書は、去る平成 5 年に編者である故
稲谷祐宣師が退山記念として出版され

寧な構成。注意書きを随所に挿入し、
折本 160×114 ㎜・緞子装・帙入・72 頁
本体 8,800 円（税別）

檀用

撥遣・開眼作法

付─特殊表白作例七題

新開 真堂 著

折本 160×114 ㎜・緞子装・72 頁
本体 5,800 円（税別）
978-4-88414-039-7

真言宗

晋山式次第

下泉 全暁 著

折本 145×105 ㎜・緞子装・126 頁
本体 6,000 円（税別）
978-4-88414-113-4

真言宗

仏前結婚式次第

下泉 全暁 著

折本 145×105 ㎜・緞子装・126 頁
本体 6,000 円（税別）
978-4-88414-102-8
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如法にして簡便、かつ現代にふさわし
い得度式作法となっている。集団得度
式にも最適。
特に慇重の誠を尽くすべき撥遣・開眼
作法。簡略にして要を得た作法次第と
流麗かつ懇切丁寧な表白文例 7 篇を付
した便利な一冊。【作法次第─ 墓碑撥
遣作法私、仏壇・墓碑等開眼作法私】
【表白文例─ 修行大師像開眼法要表白
の文、梵鐘新鋳撞き初め法要願文、無
縁塔開眼供養表白の文 他】
晋山式の式次第はもちろん、真言宗に
おける晋山式のさまざまなケースを詳
細に解説。奉告文は通用例と著者が用
いた実例を掲載し、作り方の要点も分
かり易く解説。【内容─ 晋山式次第／
道場図／晋山式法則／晋山式詳解／諸
尊別《種字・三昧耶形・真言・印》一覧
／晋山式文例と作り方】
現代の婚儀事情を考慮し、時間を短縮
してできる「略念誦法」と「最略の念誦
法」を併記するなど、さまざまな面で
工夫する。仏前結婚式に欠かせない表
白文・授戒文例・祈願文は、親族など
の 列 席 者 にもわかりやすい 文 例 を 掲
載。戒師以外の所作や言葉にも、要所
に解説と注意点を丁寧に記した。

敲を重ね、改訂を加えて遂に成った私
家版引導作法をはじめて公刊する。

作が、これ一冊ですべて分かる懇切丁
新開 真堂 著

時代に応じた葬儀導師作法を求めて推

稲谷 祐宣 編 / 稲谷 祐慈 校訂

折本 160×114 ㎜・緞子装・帙入・64 頁

た作法次第（私家版）を、法嗣祐慈師の
校訂を得て刊行したものである。

本体 6,500 円（税別）

修験勤行次第

東野 学明 編著

折本 170×72 ㎜・緞子装・56 頁
本体 1,200 円（税別）
978-4-916012-04-3

諸真言神名

稲谷 祐慈 編

携行に便利なサイズの修験用折本次
第。総ルビ付きで印のすべてを図示。
【内容─ 三礼・塗香・法螺・護身法・九
字・懺悔文・三帰・三竟・十善戒・発菩
提心・三昧耶戒・祓・開経偈・九條錫
杖・観音経偈・般若心経・十三仏真言・
諸真言・五大明王・四箇偈・大金剛輪
陀羅尼・三祖宝号・一字金輪 他】
如来・菩薩・明王・天等、70 余尊の真
言とご利益、併せて諸神名を記載。
いつでもどこでも読誦できるよう携帯
に便利なサイズの折本体裁とし、読み
やすい大きな文字で印刷。記念品とし
ても最適である。

折本 172×72 ㎜・緞子装・36 頁
本体 1,500 円（税別）

真言宗祈祷願文集
品切れ
青山社編集部 編

折本 182×72 ㎜・緞子装・112 頁
本体 2,800 円（税別）

各種祈祷願文と表白文を実用の便に配
慮して作成。使いやすいサイズの折本
装。収録祈願文は修正会・節分会・柴
燈大護摩供・所願成就・家内安全願・
社運隆昌・病気平癒・安産・七五三・学
業成就・厄除・長寿・交通安全・請雨・
仏前結婚・仏壇開眼・地鎮式・落成式・
畜類之霊供養・諸尊例祭など 36 篇。
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五段文例・活用自在
新

真言宗の諷誦文

下泉 全暁 著

好評を博した前書『真言宗の諷誦文ー
作り方と文例集』の続編。諷誦文を作

─講義録と例句集成 る際に参考となる季節・年齢・職業な
どに応じた「完成文例」は前書の約 2
倍 53 篇。諷誦文作成の要ともなる季

A5 判・上製・函入・450 頁
本体 8,600 円（税別）
978-4-88414-184-4

応用自在

節感・無常感の伝わる初段の《景気と
無常の句》は、春・夏・秋・冬・通季別
に、4 倍以上の 301 篇を新たに掲載。

時代に応じた分かりやすい諷誦文を短
時 間 でやさしく 作 れる。 著 者 オ リ ジ
─作り方と文例集 ナルの文例（総ルビ）を季節・年齢・職
業などに応じて 27 篇作成。また諷誦
文を、景気と無常の句・人となりと行

真言宗の諷誦文

3

下泉 全暁 著

A5 判・上製・函入・304 頁
本体 6,400 円（税別）
978-4-88414-093-9

CD-ROM で作る

真言宗の諷誦文
品切れ

跡の句・廻向の句など五段構成に分類
し、多種多様な文例・引用句・語句を
掲載。諷誦文作成時に重宝する内容。
本ソフトは下泉全暁 著『〈応用自在〉
真言宗の諷誦文─作り方と文例集』をベ

下泉 全暁 監修

諷誦文（十二種・奉書紙 260 × 750 ㎜）
畳紙、解説書（B6 変形・26 頁）、化粧箱入
本体 5,200 円（税別）
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青山社編集部 制作

諷誦文（十二種・奉書紙 260 × 750 ㎜）
畳紙、解説書（B6 変形・32 頁）、化粧箱入
本体 4,500 円（税別）

真言宗

祈願・廻向文

下泉 全暁 編著

た読み上げやすい実用的なセット。あ
俗名・戒名・享年などの必要事項を書
き入れるだけですぐに使用可能。季節
や老若男女の別に応じて選べ、遺族・
弔問者に感銘を与える諷誦文例 12 種。
別冊解説書付き。
年中行事と臨時行事の全 16 種の文例
を奉書紙に印刷。空欄に必要事項を書
き入れるだけで、そのまま奉読できる
祈願・廻向文の実用セット。読みやす
いサイズの奉書紙・畳紙（折り加工済）
と詳しい解説書を付す。格調高い「文

奉書紙十六葉（26 × 75 ㎝）・畳紙八葉
化粧函入・別冊解説書６０頁（18.2 × 11 ㎝） 体」と、聞いて分かりやすい「文例」に
本体 4,700 円（税別）

戒名之證

（いずれも小社刊）などから諸文例を集

必要事項を書き入れるだけで、届いた
その日からすぐに使える諷誦文。
昨今の葬儀事情から急な葬儀依頼や故
人との関係性などを考慮し、季節を問
わずあらゆる葬儀の場で活用していた
だけるように、また遺族や参列者が聞
いて理解しやすいようにも工夫を施し
た。

上質の奉書紙に流麗な文字で印刷され
らかじめ文例が印刷された奉書紙に、

ースに、『 真言宗 諷誦表白文例事典』

録。故人に応じた諷誦文を豊富な収録
データを活用して短時間でやさしく作
CD-ROM（諷誦文作成ソフト）・別冊解説書付
成・編集可能。作成した諷誦文をソフ
本体 8,400 円（税別）
トに追加登録もできる。
978-4-88414-107-3

真言宗の諷誦文

葬儀実用諷誦文セット

3

青山社 制作

実用版

新

青山社編集部 制作

戒名之證（奉書紙 260 × 388 ㎜）、畳紙
年回忌表、化粧箱入
本体 2,300 円（税別）

真言宗

信者宝典

青山社編集部 編

A5 判・上製・342 頁
本体 5,200 円（税別）
978-4-88414-085-4

主眼を置いて作成した。
あかし

聖者への得脱の 證 としての「戒名之證
（かいみょうのしょう）」
。必要事項を書

き入れるだけですぐに使用できるよう
に奉書紙にはあらかじめ本文を印刷し
ています。折り加工済みの戒名之證・
畳紙・年忌表が、それぞれ十二葉入っ
たセットになって、保管の際に便利な
化粧箱に入れてお届け。
葬式・法事など諸仏事の正しい理解と
指導のために。住職・寺族・子弟のた
めの画期的な仏事解説事典。本書は信
者を教化する立場の僧侶が知っておく
べき事項を満載し、真言宗檀信徒の
指導と布教に役立つ内容とした。
「信
者宝典」という書名ながら、むしろ住
職・寺族・子弟にとって重宝する内容。
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真言宗僧侶必携

引導作法伝授録
新開 真堂 著

品切れ

三部セット［上製本］菊判・116 頁
［折本］緞子装・48 折
［実修 CD］収録約 43 分
本体 12,000 円（税別）
978-4-88414-116-5

真言宗教師のための

願文・敬白文・
諷誦文・弔辞作例集
新開 真堂 編

菊判・上製・函入・156 頁
本体 4,600 円（税別）
978-4-88414-103-5

便蒙

般若心経秘鍵

新開 真堂 著

菊判変形 188×152 ㎜・上製・函入・240 頁
本体 4,800 円（税別）
978-4-88414-035-9

諦濡和上筆

三陀羅尼

慈雲尊者の高弟で河内高貴寺二世・諦
濡和上の筆になる『三陀羅尼』の復刻

法の精髄を解説した稀少なる『引導作

版。原本は尊者の七回忌の年（文化 7

法伝授録』、著者自らが編纂した『無
常導師作法 私 』、作法のすべてを著者

に当たっては、原本の木版刊本の汚れ

が録音した『実修 CD』の三部構成。と
くに『伝授録』は、真言宗僧侶必携と
いうべき貴重な内容になっている。
元大覚寺門跡の著者が 45 年間にわた
って書き継いだ格調と荘重さを湛えた
模範文例を網羅。【収録内容─ 各種法
会願文・敬白文 7 ／開眼法要願文・敬
白文 4 ／地鎮・落慶式表白文 4 ／晋山
式・結婚式敬白文 5 ／住職・内室葬儀
諷誦文 3 ／檀信徒葬儀諷誦文 4 ／住職
本葬弔辞 11 ／慰霊祭達文 6】

編者自筆の延べ書き・仮譜付きの折本
付─御影供表白 次第と、児玉雪玄能化直伝による著
者自身の声明（ＣＤ）がセットになって

折本 160×126 ㎜・緞子装・110 頁
CD 収録約 60 分
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-052-6
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研究の決定版。二巻疏に依る引導作

大般若法則

新開 真堂 著

詳解

元大覚寺門跡による真言宗引導作法

刊行。【折本】便蒙大般若法則─神前法
用の意得・二箇法用に於る賛句・仮譜
説明・用語解説 等、大般若経開白略作
法、御影供表白。【ＣＤ】大般若法則
（38 分）
、御影供表白（22 分）

名著に込められた大師渾身の密教的思
想と信仰を、綿密かつ大胆に註釈した
『心経秘鍵』解釈の決定版。心経の訳
本・秘鍵の底本・著者年代・大綱・註釈
書等の研究（解説編）と、本文・読方・
通釈・語釈・余滴の順に構成された著
者独自の解釈と研鑽（解釈編）に立って
大師の真意に迫る。

年・1810）に 謹 書 されたもので、 復 刻

新開 真堂 監修

折本 185×82 ㎜・緞子装・30 頁

やカスレを修復しながら、可能な限り
忠実に再現することを期した。

本体 2,800 円（税別）

釈尊誕生和讃

新開 真堂 監修

折本 170 × 80 ㎜・緞子装・30 頁
本体 1,200 円（税別）

釈尊の御降誕を言祝ぎ、衆生済度に尽
くされた御生涯と御事跡を讃嘆して報
恩謝徳の微志を捧げる和讃。旧来阿
波地方で唱えられてきた『釈迦降誕和
讃』を新開真堂猊下が綿密に校合して
寺蔵版として制作されたものを底本と
し、装いも新たに大きな活字の読誦し
やすい折本版で刊行。語注と解説付。

密教動物記

無類の動物好きとして知られる著者が
─動物たちは菩薩である 密教行者としてのシンプルな生き方を
動物たちの生態に学び、密教諸尊と動
物たちとの隠された関係に加持祈禱
の本質を読み解く。ゾウ・オウム・水
羽田 守快 著
牛・ムカデ・ライオン・亀・蛾・猿・ヒ
四六変形判（132 × 188 ㎜）・上製・272 頁
キガエル・犬・馬・狐・カラス・猫・ワ
本体 3,800 円（税別）
ニ・兎・孔雀・鹿など 29 動物が登場。
978-4-88414-171-4

天部信仰読本

羽田 守快 著

四六変形判（132 × 188 ㎜）・上製・496 頁
本体 6,500 円（税別）
978-4-88414-147-9

大黒天・毘沙門天・弁才天・歓喜天・荼
吉尼天・摩利支天・三宝荒神・竜神・青
面金剛等の天部十三尊の由来と行法の
要諦を、著者の霊験談を交えながら興
趣豊かに説いた好著。さらにそれぞれ
の天部尊の縁日・真言・三形・種字・表
白を掲載。加えて「ある聖天行者の一
生」
「修験般若理趣分祈禱法」併載。
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弘法大師御影の秘密

〈われわれ末徒は高祖大師の御影が語
なおざり

りかける意味を、等閑にしてきたので

天帝真元

神仙霊符吉祥法

いざな

著者が、秘密の奥 処 へと誘 いながら、
御影に託された切なる御誓願と秘密

山路 天酬 著

菊判変形 190×152 ㎜・上製・190 頁
本体 2,800 円（税別）
978-4-88414-121-9

真言宗大徳列伝

を解き明かしていく。【目次】尊容・法
衣・五鈷杵・念珠・御椅子・御木履・水
瓶・空海という名の秘密 他
真言宗末資であることの悦びと安心を
感得できる高見寛應大僧正の好著。大
師以降、平安・鎌倉・江戸・明治に亘
き ら ぼし
る綺 羅 星 の如き大徳 52 名の略歴・逸
話・修行の跡を綿密に叙述。本書は昭
和 7 年 に 大 東 出 版 社 より 刊 行 された
『仏教信仰実話全集（第四巻）真言篇』

高見 寛應 編著

四六判・上製・672 頁
本体 7,200 円（税別）
978-4-88414-079-3

を改題・再編したもの。

山路 天酬 編著

［解説］菊判変形 180×152 ㎜
上製・函入・220 頁
［次第］折本 160×114 ㎜・緞子装・64 頁
［付録］霊符上包守護札
本体 15,000 円（税別）

八門遁甲方位術

賢者の説黙 ─ 理趣経の智慧

限られた人生に於いて、どう生き抜け
ばいいのか…。今を生きるための智慧
と深秘のエネルギーを与えてくれる密
教経典『理趣経』を、斬新な意訳（第一

ＣＤブック─伝説の立螺師

瀧 城太郎 著

四六判・上製・246 頁
本体 3,000 円（税別）
978-4-88414-076-2

瀧 城太郎 著

菊判変形 188×152 ㎜・上製・312 頁
本体 4,800 円（税別）
978-4-88414-40-3
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部：賢者たちとの遭遇）と綿密な解説（第
二部：理趣経の鑰と鍵）の二部構成で読

み解く好著。密教行者必読の書。

法解説】
【霊符要略次第─『秘蔵記』に
依って編纂した霊符本尊の最略供養法
次第祭文や送神文等】著者の工夫が随
所に窺える。携行用守護札もご用意。

九星気学の初歩から秘伝までを詳述し
ながら占術家とは違った信仰と気学の
融合を提唱。付録には本命星・当年星
の種字と真言、善悪日時加持大事、悪
方加持大事、方位除札、さらに気学方
山路 天酬 著
位・家相鑑定盤、当年星・厄年早見盤
菊判変形 182×144 ㎜・上製・函入・280 頁
が付くなど、工夫を凝らして充実した
本体 8,800 円（税別）
内容となっている。
978-4-88414-066-3

『般若心経』は私たち生あるものに対
して「ニルヴァーナ」、すなわち「燃え
尽きろ !!」と説黙している……。
仏教の精髄を伝える『般若心経』を「小
説形式」
「読者との対話形式」
「サンス
クリット原文の解説」の興趣豊かな内
容で読み解く斬新な書。

品切れ

【霊符要覧─ 霊符要説、霊符口伝、修

九星気学と加持祈祷

般若心経

ニルヴァーナを説く

抄の続刊。厄災を消除し、福徳を増大
する天尊吉祥 300 霊符を公開。

はないか？〉大師を敬慕してやまない
おく が

霊符秘抄第二集。神通至宝なる霊符秘

裕気取りの基本《日命法》
、六十四卦の
［日命法・挨星法・金函玉鏡・五遁法］ 象意から方位の吉凶を割り出す《挨星
法》
、日の干支によって八門と九星を
組み合わせる《金函玉鏡》
、木・火・土・
林 巨征 著
金・水の五行を応用する《五遁法》等々
折本 105×180 ㎜…2 冊（116 頁＆ 90 頁）
を公開。初心者にも解りやすい解説に
解説 110×175 ㎜…1 冊（152 頁）
練習問題を適宜に挿入し、方位術をマ
本体 15,000 円（税別）
スターできるよう編集した。
978-4-88414-133-2

本間龍演の法螺
か

本間 龍演顕彰会 編
本間 奎龍 監修

［ＣＤ］収録 66 分
［解説書］オールカラー 58 頁
本体 5,600 円（税別）

い

伝説の立螺師として名高い本間龍演師
が遺された音源を、「伝説の法螺」
「立
螺秘巻・解説と実修」
「柴燈護摩の立螺
作法」
「道中立螺集」の 4 つのパートに
編集した待望のＣＤブック。解説書に
は音譜を付し、耳と目とで学べるよう
に工夫。験門興隆の願いを込めた朗々
たる法螺の響きをご堪能あれ。
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真言密教事相類聚

稲谷 祐宣 ･ 浅利 公宣 編

印融・浄厳ら巨匠の事相の名著と諸尊供養法を集大成した一大類聚。

成珎／弘舜 著・A5 判・和綴装・函入・186 頁
本体 8,800 円（税別）978-4-916012-66-1

二つの古典的な広沢法則集。南北朝時代の仁和寺の法義について述べた
もので、当時の諸法儀を知る上で極めて貴重な資料集。

解 説 部
曼荼羅 ･ 諸真言・一座行法・諸法儀・法会・表白・印契にわたる大徳の重要本
を、すべて読み下し文で収録する。

『金剛界・胎蔵界句義私鈔』
印融 著・A5 判・和綴装・函入・金胎二冊・総 204 頁
本体 10,500 円（税別）978-4-916012-60-9

金胎両部の真言の句義を釈した印融の名著。真言は悉曇・漢訳音写語・読
みを示し、句義は略出経の訳語と先師の句義により解き明かす。

『曼荼羅私鈔』
印融 著・A5 判・和綴装・函入・金胎二冊・総 212 頁
本体 10,500 円（税別）978-4-916012-62-3

金胎の曼荼羅の本義はもちろん、一会ごとの意義・形像・在位・色・持物
などを、図版と空弁の注釈を加えて詳説する。

『行法自性秘決鈔』

『密宗諸法会儀則』
霊瑞南龍 著・A5 判・和綴装・函入・126 頁
本体 6,600 円（税別）978-4-916012-67-8

高野山密花院の霊瑞の書。諸法会の行様を詳細に述べ、本山と他山・地方
との違いを明らかにし、高野山では法会の金科玉条とされてきた。
諸尊法部
各寺院で奉祀されている諸尊三十七尊を体系的に集め、一尊ごとの折本次第
とした。制作に当っては野沢根本十二流を踏まえ、覚鑁の『十八道念誦次第』
を基本として自行用の次第としている。
それぞれ

折本 170×120 ㎜・緞子装・本紙鳥の子紙・本体各 4,300 円（税別）

『大日法（金）』
『大日法（胎）』
『釈迦法』
『阿閦法』
『光明真言法（胎）』
『光明真言法（金）』
品切れ

我宝 著・A5 判・和綴装・函入・264 頁
本体 12,000 円（税別）978-4-916012-63-0

槙尾流の流祖・我宝の書。舎利・愛染・如意宝珠の秘義を説くと共に、一
座行法の意義を詳細に解き明かす。

『別行次第秘記』

『広沢法則集』

品切れ

浄厳 著・A5 判・和綴装・函入・全二冊・総 514 頁
本体 24,800 円（税別）978-4-916012-64-7

浄厳和尚自らが増訂した別行次第に、後学の密徒のために註解を施して
事相の深旨と要心を示した大著。次第も併記して読解の便を期す。

『理趣経法（胎）』
『理趣経法（金）』
『心経法』
『千手法』
『准胝法』
『如意輪法』
『文殊法』
『虚空蔵法』
『普賢法』
『弥勒法』
『大勢至法』
『七福神法』
品切れ

『吉祥天法』
『訶梨帝法』
東密事相口訣集成 3
【改訂版】

真言神道集成

『普通観行儀軌口伝』
通玄 著・A5 判・和綴装・函入・154 頁
本体 7,600 円（税別）978-4-916012-65-4

真言行者の観行を期し、それまでの一尊法を必要不可欠なものに改め、
口伝とは区別し、形式化した事相を観行の為のものとする。
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稲谷 祐宣 編著 / 稲谷 祐慈 校訂
A5 判・上製・函入・550 頁
本体 18,000 円（税別）
978-88414-176-9

※真言密教事相類聚は在庫をご確認下さい。

220 余 の 各 種 祓 いの 大 事 から 神 道 護
摩・神祇灌頂作法にわたる秘儀の全容
を体系的に編纂。真言密教に相承され
てきた「御流・唯一神道」の聖教に伝授
録を付し、今日でも密教寺院・神社に
おいて修法される祓いの諸法をはじめ
て詳細に公開する書。印図・祝詞等の
資料も多数収録。改訂版刊行。
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実修

梵字書式鑑

真言宗の各種法会・檀務等で使用され
る卒都婆や祈祷札をはじめ、実際に書

印融法印

諸尊表白集

されることの多い梵字・偈文などの書

渡辺 俊雄 編・浄書

折本 300×110 ㎜・248 頁
本体 10,800 円（税別）
978-4-88414-115-8

実修書写

梵字宝典

下泉 全暁 編 / 渡辺 俊雄 浄書
B5 判・上製・函入・230 頁
本体 8,000 円（税別）
978-4-88414-069-4

朴筆

梵字独習セット

渡辺 俊雄 著・監修

［手本帳］A4 判、96 頁
なぞり書き用手本用紙 20 枚
［特製朴筆］大小二本組・バルサ材
本体 3,600 円（税別）

曳覆曼荼羅

しい活動を展開した学僧・印融法印の
名著を折本 2 冊組にて刊行。一読すれ

式例を満載。文字の配置バランスが難
しいとされる各種祈祷札等の手本とし

青山社編集部 編

ば諸尊の誓願と功徳が自ずと理解さ
れ、密教における事教相の要諦の一端

て充分に活用していただけるよう、開
きやすく 使 いやすい 大 型 折 本 装 とし
た。初学者の練習にも最適。

2 冊組・総 300 頁
本体 12,000 円（税別）

に触れることができる。従来「真言密
教事相類聚解説部」の一冊として刊行
したものを折本仕立てに再刊。

揮 毫 にふさわしい 仏 教 名 句 と、53 尊
にも及ぶ諸仏諸尊それぞれの種字・尊
名・帰依句・真言の梵字を集大成。巻
末には容易に梵字が書ける手助けと
なる文字表を付す。【内容─ 梵字悉曇

折本 160×114 ㎜・緞子装

978-4-88414-186-8

十一面法〈私記〉

観音部中で最も密教的な尊格である
/ 十一面息災護摩法〈私記〉 十一面観世音菩薩の十八道念誦法と護
摩法を収載。念誦法は三宝院流に準じ
つつ師伝を交えて編集。
北野 宥範 編
護摩法は除病・滅罪・敬愛・福徳等の
折本 160×114 ㎜・緞子装本
利益にも及ぶ十一面息災五段護摩法を
帙入・158 頁
併載。本地仏供養を課せられた聖天行
本体 8,800 円（税別）
者必携の次第。
978-4-88414-187-5

名句篇、諸仏諸尊宝号篇（如来編／菩薩
編／明王編／天部編）
、梵字悉曇文字表、

梵字悉曇表解説】
美しい朴筆の梵字をやさしく学べる独
習セット。手本帳は筆の運びから角
度・筆順まで容易にわかるよう工夫し
た二色刷。なぞり書き手本用紙をコピ
ーすることで、何度でも繰り返して練
習が可能。婦人会・写経会などでの布
教活動にも最適。著者考案によるオリ
ジナル朴筆（バルサ材）付き。

諸尊御幣―解説と型紙

曳覆（えふ）曼荼羅は、詳しくは亡者曳
覆曼荼羅と云い、経帷子（きょうかた

続

青山社編集部 編

B5 判・並製・88 頁
本体 4,800 円（税別）
978-4-88414-188-2

行者祈祷秘巻

びら）または無常衣のこと。故人また

は生前受戒者の戒名欄を設け、降魔・
成佛のための各種真言を記入した五輪
青山社 制作
塔の周囲に、初七日から百回忌までの
サイズ 90 × 45 センチ、封筒・解説書付き
十八守護尊の種字と真言を蓮台上に配
5部1組
置している。
本体 3,000 円（税別）
36

室町時代、鳥山三会寺を中心に目覚ま

羽田 守快 著

折本・緞子装本、
帙入・2 冊組（片面印刷）・224 頁
本体 14,000 円（税別）

天照太神・産土神・水神などの御神体
から不動・童子・愛染・烏枢沙摩等の
明 王、 妙 見・九 曜 等 の 諸 星、 摩 利 支
天・大黒天等の天部に至るまで諸尊御
幣四十二尊の解説・写真・型紙を一挙
掲載。紙の折り方から御幣の切り方・
作り方まで図入りで丁寧に記載する。

編者が若年の頃より想いを込めて修法
し、自家薬籠中のものとしてきた祈禱
作法二十種を公開。
般若理趣分祈禱法や厄除け秘法、怨敵
道切法などを収録。次第には祈願に対
応した真言や外符・内符・塔婆等の図
面を多数掲載。
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三寶荒神供〈私記〉

三寶荒神の秘法次第を諸流通用に配慮

/ 三寶荒神法楽秘法〈私記〉 して新たに編纂。子嶋流に源流を汲
むといわれる『荒神供』に拠りながら、

北野 宥範 編

折本・緞子装本・116 頁
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-193-6

鎮宅神仙

霊符秘要抄

山路 天酬 著

A5 変形判・上製・360 頁
本体 8,000 円（税別）
978-4-88414-192-9

最勝王経法〈私記〉

付 / 金光明最勝王経抄出〈私記〉
北野 宥範 編

折本145×105㎜・緞子装
124頁
（両面刷）
本体 8,800 円（税別）
978-4-88414-195-0

薬師法〈三憲・中院〉私記

北野 宥範 編

折本・緞子装本・173 頁（両面刷）
本体 8,800 円（税別）
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引導作法

附／観想

者に理解しやすい現代的な葬儀次第を
めざした新編次第。次第と理趣経に

諸流通用の十八道立て『三寶荒神供』
次第を編纂。常用の供養法として信
徒と共に厳修できる『三寶荒神法楽秘
法』、行者の障礙祓の秘法として『三
寶荒神放捨秘法』を併載した。

真言宗引導作法の伝統を踏まえ、参列

加え、裏面には引導作法の古典的資
料『引導五部書（引導雑集）』と『二巻書
荒城 賢真 編

折本・緞子装本・158 頁（両面刷）
本体 8,800 円（税別）

大好評を博した『北辰妙見―鎮宅霊符
神咒法』と『天帝真元―神仙霊符吉祥
法』の２冊を合冊縮刷。諸霊符通用行
法次第『霊符要略次第』、および修法
解説を掲載。第一部は「霊符要説」と
して霊符祈禱の要諦や口伝について章
立てて編纂。第二部「霊符要覧」には
解説付きの霊符 388 符を掲載。

真言宗名著集成①

法華経・仁王経と共に護国三部経の一
つとして重用され、高祖大師から諸佛
の秘寶と讃えられた大乗仏典『金光明
最勝王経』。経典に説かれた秘密経理
を如実に顕彰すべく表白・道場観・本
尊加持・散念誦等に工夫を凝らした、
最勝王経の読誦に最適な十八道立次
第。裏面に『金光明最勝王経』収録。

金光明最勝王経

本尊として祀られることの多い薬師如
来の三憲・中院供養法を修法しやすい
新編集で刊行。聖教を底本にしつつ、
先師の口伝をも参考に編集した三宝院
流・中院流の薬師如来念誦法を掲載。
また印図や感想文を丁寧に掲載。
さらに檀信徒の加持祈禱や旅先での行
法に至便な略念誦法を併載。

心に伝わる 真言宗

印融法印真言句義鈔
稲谷 祐宣 編・訳

A5 変形判・並製・332 頁
本体 4,800 円（税別）

青山社編集部 編著
[ 本巻 ] 折本二巻組・帙入・総800頁
[別冊現代語訳版 ] 四六判・270頁
本体 27,000 円（税別）

慶事祈願文集

下泉 全暁 編著

折本 185 × 82 ㎜
緞子装本・137 頁（両面印刷）
本体 3,800 円（税別）
978-4-88414-202-5

（引導略作法）』を掲載。
引導作法の真髄を集約した感想を丁寧
に編入。
戦国の世に武州に生まれ、関東を中心
に活躍した中世末期を代表する傑僧印
融法印の古典的名著三冊を合本として
廉価版にて再刊。120 余尊の真言を梵
字・カタカナ・漢字で表記してその句
義を併載した「諸尊真言句義鈔」と金
胎諸尊真言を詳しく表記した「金剛界
句義私鈔」
「胎蔵界句義私鈔」を収録。
護国三部経の一にして大乗経典の雄編
とされる『金光明最勝王経』
。従来全
十巻本が普及する本経を折本両面印刷
仕様にて全十巻全文を振りカナ付で上
下巻に収録。
また別冊付録として国訳大蔵経を参照
した青山社オリジナルの現代語訳版を
洋本仕立で編集し刊行。
平易な文章により檀信徒の心に届く祈
願文集。馴染みのある年中行事や落慶
などの諸法会から、写経奉納などの幅
広い法会祈願文を多数収載。収載の諸
願文は、そのまま必要箇所を書き込ん
で頂くだけで、すぐに活用できる。
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雙身敬愛天浴油法〈私記〉 雙身毘沙門天王の秘法を編纂。男天は
多聞天、女天は吉祥天にて、従来『雙
身 毘 沙 門 浴 油 法 』として 知 られる 秘

孔雀経法〈三憲・私記〉
/ 孔雀経護摩供〈三憲・私記〉

法。
今回は諸種の次第を勘案して、簡便さ
北野 宥範 編

折本・緞子装本・138 頁（両面刷）
本体 8,800 円（税別）

に配慮しつつ新たに編纂した次第を刊
行。裏面には『毘沙門天華水供』と『不
断荒神放捨秘法』を併載。

七星如意輪法〈三憲・私記〉 如意輪観自在尊と併せて眷属の北斗七
星・訶利帝母を供養して鎮国利民と除

北野 宥範 編

折本・緞子装本・180 頁（両面刷）

厄消災を祈念する真言僧の座右に備う
べき秘法。「薄造紙」を底本としなが
ら師伝を勘案して丁寧に編纂。
裏面には通常の聖如意輪法を掲載した
懇切な構成。

本体 8,800 円（税別）

仁王経法〈三憲・私記〉

/ 仁王経護摩供〈三憲・私記〉

北野 宥範 編

折本・緞子装本・172頁
（両面刷）
本体 8,800 円（税別）

古来三箇秘法・四箇大法の一つに数え
られ、秘法とされてきた孔雀経法を秘
鈔その他先蹤に従って自行用次第に編
集。
請雨（止雨）
・七難摧滅・鎮国済民・法

北野 宥範 編

折本・緞子装本・166 頁（両面刷）
本体 8,800 円（税別）

行者の本音

羽田 守快 編

四六判・上製・302 頁
本体 3,800 円（税別）

力増上・転禍為福等々の本誓を成就す
るために供養法に併せて裏面に護摩供
を掲載した。
知る人ぞ知る大人気ブログ掲載の随筆
を 6 章 94 篇に編集して刊行。
信仰とは？行者のあるべき姿とは？
著者積年の本音を如実に激白。
【第一章 聖天行者―わが師を偲んで
第二章 諸尊諸神 第三章 行者の目録
第四章 信仰の姿 第五章 奇天烈な
人々 第六章 密教と占い】

法華経・金光明最勝王経と並んで護国
三部経の一つとして重用され高祖大師
が諸佛の徳性に等しいと讃えた経典を
供養する自行次第。経典に説かれた大
乗教理を如実に顕彰すべく表白・道場
観・本尊加持・散念誦等に工夫を凝ら
した十八道立次第。仏法興隆はもちろ
ん「鎮國利民」のための行法にも。

大威徳明王法〈三憲・私記〉 降閻魔尊として降伏の威徳熾盛なる大
威徳明王法に調伏護摩を付した次第

/ 大威徳調伏護摩〈三憲・私記〉 書。聖教に基づきながら師伝を加え、

北野 宥範編

折本・緞子装本・158 頁（両面刷）
本体 8,800 円（税別）
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修法の便に留意して新たに編んだ十八
道立の聖焰曼徳迦供養法次第。調伏尊
としての功力を如実に現成する大威徳
調伏護摩を如法五段にて編纂・収録し
た。
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禅

住職として
学んでおきたいこと

宗

呉 定明 著

A5 判・上製・函入・284 頁
本体 5,800 円（税別）
978-4-88414-180-6

晋山式 ─準備から法戦式まで

竹内 俊英 著

A5 判・上製・220 頁・CD-ROM 付
本体 5,800 円（税別）
978-4-88414-182-0

晋山開堂并退院式法語集
附─法戦祝語・賀偈

青山社編集部 編

A5 判・上製・252 頁
本体 4,600 円（税別）
978-4-88414-101-1

得度式 ─大略作法
青山社 制作

折本 186×104 ㎜・52 頁
檀信徒配布用資料（別冊折り込み）
本体 2,800 円（税別）
978-4-88414-152-3
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本書は著者が近年、晋山式を挙行した
際の資料をまとめたもので、曹洞宗一
般寺院での準備から結制修行までの必
要事項、諸行持のつとめ方・文例書式
等を網羅した晋山結制の実際に役立つ
資料集である。文例やイラスト素材を
収録したCD-ROM付きで、差定・案内
状・ポスターの作成などに重宝する。

知っておきたい

晋山開堂・退董式・法戦祝語の作例指南
となる模範法語集。山門法語から上堂
の拈則・結座に至る210余篇の法語を
集録。併せて退院（ついえん）・退董（た

曹洞宗諸作法便覧

いとう）式の香語を初めて編纂。晋山式
に関連して、首座法戦の祝語（540句）

と晋山の祝偈を収めた。巻末には、晋
山結制の法要解説と資料を伏す。
現代得度式の実際を考慮して新たに編
纂。本式にすれば１時間以上を要する
作法を簡略にして短時間で行える内容
とした。形式的に行うよりも、心のこ
もった得度式が大切との思いから、で
きるだけ平易な表現を用いる。また檀
信徒にも式の理解と、得度者を温かく
励ますために種々の資料を付した。

叢林日用辞典
青山社編集部 編

四六判・上製・350 頁
本体 3,600 円（税別）
978-4-88414-178-3

青山社編集部 編

A6 判・上製・函入・256 頁
本体 3,600 円（税別）
978-4-88414-050-2

洞門行持問答

青山社編集部 編

A5 判・上製・288 頁
本体 5,600 円（税別）
978-4-88414-062-5

著者は、各地の現職研修会等において、
講師として招請され、葬儀・仏具の使
い方・理趣分作法・洒水点眼作法など、
住職として知っておきたい室内作法を
懇切に講義指導してきた。本書はこれ
までの研修資料と参究の成果をまとめ
て全七章に分け、新たに編集・校訂し
て刊行するものである。
三部構成のコンパクトな叢林日用辞典。
「禅語講話」は、特に初学の方が知っ
ておきたい禅門用語から、どのように
説 かれているのかわかる 講 話・解 説・
例文等を紹介。「禅語簡易辞典」は禅
の用語 4500 語を選び、簡易な意味が
わかる。
「回向文用語解説」は朝課・月
分・年分・臨時行持回向の用語を解説。
法式作法の口伝から日用知識まで、す
ぐにわかる宗侶必携ハンドブック。洞
門初学の人が知っておくべき事柄を
13 部 門 に 分 け、 計 250 余 項 について
簡にして要を得た解説を施す。日々の
行持等において備忘に役立つ一冊。巻
末には禅語ポケット辞典「禅語簡易字
解」を付す。
行持作法から僧侶の常識まで 220 余の
設問に的確に応えます。両大本山・行
持作法・参学などの幅広い分野を網羅
する洞門宗侶のための明解問答集。お
檀家から追善供養や回向の意味などの
仏事法要について聞かれても、やさし
く適切に答えることができる参考書と
しても活用できる。
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洒水・点眼・撥遣作法

曹洞宗東京都宗務所 編
折本 174×72 ㎜・44 頁
本体 1,450 円（税別）
978-4-916012-30-2

念誦・梵行録

曹洞宗東京都宗務所 編
折本 174×72 ㎜・50 頁
本体 1,450 円（税別）
978-4-916012-29-6

尊宿喪儀法語資料集

青山社編集部 編

菊判・上製本・442 頁
本体 5,500 円（税別）
978-4-88414-170-7

新編

出家秉炬・年回香語集
青山社編集部 編

菊判・上製・函入・320 頁
本体 5,500 円（税別）
978-4-88414-157-8
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仏 壇・仏 像 開 眼（ 点 眼 ）、 撥 遣、 地 鎮
祭、上棟式など、必須の日用作法の要

出家門法要香語集

尊宿喪儀から首座法戦祝語まで、荘重
で平明な法要香語を集大成。

点を図入りで分かりやすく示す。携帯

【収録内容─ 尊宿秉炬 20、亡僧秉炬 2、

に便利なサイズの折本装。
【内容─ 洒水作法、点眼作法、仏壇入

寺庭婦人 2、奠湯 4、奠茶 4、鎖龕 2、

仏作法・仏壇点眼法、像塔点眼回向、
塔婆点眼法、撥遣法、地鎮法、上棟式
法、自動車加持法、受衣作法】
お 通 夜 や 葬 儀 の 偈 文・回 向 文 をはじ
め、年回回向・塔婆供養回向まで網羅
した曹洞宗僧侶必携の檀信徒喪儀法を
収載した折本。
【内容─ 偈文（焼香偈他）、葬儀法（各種
回 向・諷 経・念 誦 ）、 納 骨・埋 葬・墓 前

供養回向、年回正当回向・塔婆供養回
向・石塔・仏壇・位牌点眼法 他】
尊宿の行跡を述べるに際して出家固有
の表現が多用される秉炬法語。本書は
老師の境涯と風格を讃え、哀悼するに
相応しい香語佳句を精選して編集。尊
いんぎん
宿から寺族まで、格調高く慇懃な法語
を自在に作れる最適な資料集。総ル
ビで読みやすく、漢文・訓読の二段組
み。文末の語注により文意がわかる。
禅門尊宿の喪儀から先住忌まで、近代
名僧の模範作例と編集部で作成した
香語をあわせて 270 首収録。奠湯・奠
茶・鎖龕等も多く、豊富な作例と、よ
く使われる対句・慣用句により自作・
応用に役立つ。総ルビ・語注付。
【収録内容─ 恒尊宿喪儀 103 首、寺族
秉炬 27 首、開山忌・先住忌等 141 首】

青山社編集部 編

A5 判・和綴装・162 頁
本体 6,500 円（税別）
978-4-916012-93-7

寺族葬儀

念誦・回向文

竹内 俊英 著

折本・緞子装本・60 頁
本体 3,800 円（税別）
978-4-88414-173-8

引導法語─作り方と用語集

青山社編集部 編

菊判・上製・490 頁
本体 5,500 円（税別）
978-4-88414-166-0

心が伝わる

引導法語集

竹内 俊英 著

A5 判・上製・函入・320 頁
本体 5,200 円（税別）
978-4-88414-145-5

起龕 1、掛真 3、開山忌 7、尊宿忌 27、
誕生会 12、成道会 9、涅槃会 9、達磨
忌 5、大般若会 9、施食会 14、首座法
戦祝語 225 句】
住職を内助し、子弟の育成と山門の興
隆に尽くされた寺族を送るにふさわし
い清明な念誦・回向文。葬儀を「形」と
してでなく、
「 心 」が 伝 わることに 重
きをおいて『心が伝わる引導法語集』
『喪儀授戒作法』
（小社刊）等を著して
こられた師による平明な回向文例。念
誦の実際に用いやすい大判の折本装。
引導法語の型をなす各部の模範文例
〈語句〉を組み合せて、やさしく作れ
る 資 料 集。 初 めの「 引 導 法 語 の 作 り
方」項で、法語の型と各部について詳
しく解説。また本書の用語集を使った
作例をいくつか示し、どのようにして
作るかの手引きとした。豊富な語句と
理解の便となる語注付き。
著者は檀信徒の葬儀において、引導の
あり方に苦心を重ね、何よりも「心」
が伝わることが大事と考え、従来の難
しい漢詩の形式にとらわれない口語や
和文を用いた法語を実践してきた。本
書は、著者が心を込めて作った引導法
語から 135 篇を選出して刊行。また各
種法要の法語も収める。
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よくわかる
現代語訳付

引導法語集

青山社編集部 編

A5 判・上製・函入・370 頁
本体 6,600 円（税別）
978-4-88414-080-9

現代職種別

引導法語集

青山社編集部 編

A5 判・上製・函入・288 頁
本体 5,400 円（税別）
978-4-88414-100-4

詳解

引導法語─作例と応用

青山社編集部 編

菊判・上製・函入・448 頁
本体 12,000 円（税別）
978-4-916012-86-9

続

引導法語集

青山社編集部 編

A5 判・和綴装・148 頁
本体 5,600 円（税別）
978-4-916012-76-0
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禅門古徳の模範的な引導法語と新たに
作成した法語、及び奠湯奠茶を併せ、

白水録〈はくすいろく〉

本書は好評を戴いた『白水抄』の原本
であり、同書に収録されなかった引導

計 144 篇のすべてに口語訳を付し、理

香語を含め、遺稿の法語のほぼ全てを

解の便を計る。また故人の年齢や履歴
に応じて入れ替えできるなど、応用し

収めた名著を再刊するものです。檀信
徒ひとりひとりの為に、生前の消息を

やすさにも配慮し、随処に言い換えの
句も掲載。法語の景趣に合う俳句・短
歌を載せ、法話等に引用できる。

井上 哲也 著

菊判・上製・函入・610 頁
本体 10,000 円（税別）
978-4-88414-153-0

引導香語抄

韻文の形式をとりながら平易な表現に
つとめ、檀信徒にも一定の理解が得ら
れるよう配慮。総ルビで読みやすく、
語注や言い換え例により、理解と応用
の便を計る。類例の少ないサービス
業・運輸など職種別 74 篇と通用 12 篇
を収録。巻末には主題別腹句 549 句と
季節別の脚句資料 98 句を付す。

和文

戒名・経歴・職業・季節に応じた格調
ある引導法語作成のための実践的作
例・応用資料集。模範作例に手を加え
るだけで、故人に応じた引導法語が自
在に作れるように編集。【作例篇─ 偈

引導法語集成

頌の作例と応用、人柄・職業に応じた
引導法語の作例】
【資料篇─偈頌、八字
称、四六文、漫句、落句】
本文「現代篇」では、季節・老若男女別
の引導法語 31 篇をわかりやすく格調
ある表現に留意して作成。
「古典篇」
では、卍山・面山・千丈等の高僧によ
る法語 22 篇を収載。さらに口語訳 15
篇、韻別脚句約 200 句、性格・徳性を
あらわす平仄別二字熟語約 600 語を付
して、法語作成の便に供す。

青山社編集部 編

折本 190×106 ㎜・緞子装・128 頁
本体 4,300 円（税別）
978-4-916012-54-8

青山社 制作

CD-ROM（法語データ検索ソフト）
別冊解説書付
本体 20,000 円（税別）
978-4-88414-175-2

引導法語─文例と資料集
青山社 制作

CD-ROM（法語データ検索ソフト）
別冊解説書付
本体 7,400 円（税別）
978-4-88414-105-9

平明に切々と書き綴られたもので、受
戒入位の大事を説いて末期の安心を示
し、遺族・弔問の人に感銘を与える。
故人の遺徳を讃えたわかりやすい引導
香 語 をというご 要 望 に 応 え、 新 たに
作成した和文の引導香語集。季節・年
齢・性別の香語 36 篇に加えて、月別
簡略引導香語 12 篇、職業別讃歎句 50
篇を収録。現代のさまざまな職業・行
歴を讃歎し、参列者の心に響く引導香
語作成のための作例集。
過去に発行した引導法語集（全 11 冊分）
のほとんどをデータベース化して収め
た法語文例検索ソフト。操作も簡単で
文例を検索し、Word を利用してオリ
ジナルの引導法語が作成できる。引導
法語 650 首、奠湯・奠茶等 50 余首、寺
族法語 45 首、各種法要香語 110 余首
の全 860 余首の法語を収録。
豊富な文例と用句資料の収録データが
パソコンで活用できる。小社刊『禅門
在家仏事法語集』ほか、好評の引導法
語集から諸文例をデータベース化した
もの。ソフト化にあたって新たに多数
の文例を加え、奠茶・奠湯等を併せて
180 篇を収録。文例は漢文と和文の両
方を揃えて、自在に選択が可能。
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禪林法要香語集

寺院法要を主とした各種香語が簡単に

─CD-ROM 版

青山社編集部 編

香語データ検索ソフト（Windows 専用）
別冊解説書 24 頁
本体 7,400 円（税別）
9978-4-88414-122-6

禅林

空欄部分を Word で編集して印刷すれ
ばすぐに活用できる。香語は漢文（返
り点・送り仮名付き）・和文（訓読）を自

由に選べ、季節などに応じた脚句も検
索が可能。

恒例法要から臨時行事まで随処自在に
─表白付 使える香語と表白 100 篇。地鎮式・車
加持・樹木伐採式・人形供養等、あま
り例のない行事の香語作例も掲載し、
また応用（言い換え）しやすい文例とし

折本 184 × 105 ㎜・緞子装・140 頁
本体 4,500 円（税別）
978-4-88414-087-8

在家仏事法語集

禅林

諸般法要香語撰

ている。施主のさまざまな願い事によ
る特殊な法要にも対応し、平明にして
荘厳味を増す香語集。
引導法語から年回忌・在家諸仏事まで
の法語 130 余篇（「引導法語」
「中略秉炬・

青山社編集部 編

菊判・上製・函入・270 頁
本体 5,600 円（税別）
978-4-88414-060-1

中陰・年忌法要香語集

青山社編集部 編

折本 180×80 ㎜・緞子装・176 頁
本体 4,000 円（税別）
978-4-88414-161-5

やさしい言葉の

一転語集

奠湯・奠茶・道号偈」
「年回忌等」）と、自

作に役立つ用語資料（「韻別用語集」
「引
青山社編集部 編

菊判・上製・函入・総 320 頁
本体 6,400 円（税別）
978-4-88414-037-3

やさしい禅林法語集

導法語口語訳 20 篇」）。平易明暢で参詣

者も一定の理解が得られ、格調高く禅
の宗意を述べ、広く応用に供する構成
内容とする。

主要な行事や法要で読まれる香語に訓
[オンデマンド版 ] 読文と語注を付して、初学者にもわか
りやすい構成内容とした禅林法語集。
品切れ
年中行事・臨時法要の法語 108 篇と、
法語作成に便利な平仄付禅語 3,000 余
村上 信道 編
語を集めた。さらによく唱えられる腹
B6 判・260 頁
尾の落句 230 篇を収録した実践的な内
本体 3,500 円（税別）
容。オンデマンド版で再刊。
978-4-88414-141-7
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高僧の名篇傑作から作例まで各種法要
香語 500 余篇。模範実例と平易な香語
を併せて収録する。時に随って選べ、
意に随って応用できる。【収録内容─

の香語を選んで、「山号寺号」などの

施主法要香語集

青山社編集部 編

禅門

作成できるソフト。簡単な操作で目的

青山社編集部 編

A ６判・上製・函入・318 頁
本体 3,200 円（税別）
978-4-88414-144-8

禅林香語

脚句集

青山社編集部 編

B6 判・上製・424 頁
本体 4,300 円（税別）
978-4-88414-096-0

恒 例 法 要 の 部 44 篇、 仏 祖 忌 の 部 93
篇、臨時法要の部 109 篇、晋山上堂の
部 79 篇、出家秉炬の部 68 篇、尊宿年
回忌の部 48 篇、雑録の部 76 篇】
霊位が家族・縁者の心に永く生き続け
る 媒（ なかだち ）となる 追 善 法 要 の 香
語。伝統的な型の禅林香語・聞いて分
かる和文香語をあわせて 115 首収録。
回忌・季節・故人等に応じて選武事が
できる。また仏祖の真前に法要の趣意
を述べる表白の文例も収めており、多
様な活用も可能。
会葬の人にも聴いてわかる〈引導法語〉
一転語集。季節・宗乗・主題・戒名等
に応じた 700 余句を、平易な和文で集
録。漢詩の形式にこだわらず、また禅
林法語だけでなく、俳句なども参考に
やさしい日本語で表現した文例を載
せ、仏土へ旅立つ人の励ましとなる言
葉を多く集録した。
法要に応じた内容の脚句がすぐに探
せ、語注・大意で意味がよく分かる。
導師を務める宗侶方必携の禅林句集。
禅林諸法要で導師が拈香して唱える法
語（香語）のうち、脚句（落句とも）とし
て使える名句 1,500 余句を古今の法語
録等から精選し、法要別に分類した画
期的な脚句集。
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叢林

諸回向集

行持・報恩回向から祈祷仏事回向まで
78 種 94 篇。種類の豊富さと類例の少

塔婆供養と偈文の法話集

青山社編集部 編

折本 180×80 ㎜・緞子装・160 頁
本体 4,600 円（税別）
978-4-88414-065-6

禅林詩偈用語集

村上 信道 編

菊判・上製・函入・568 頁
本体 9,200 円（税別）
978-4-88414-046-5

喪儀授戒作法

竹内 俊英 編

折本 176 × 74 ㎜・緞子装・104 頁
本体 2,000 円（税別）

禅門祈祷香語集

青山社編集部 編

折本 240×90 ㎜・緞子装・120 頁
本体 4,500 円（税別）
978-4-916012-55-5
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篇、臨時行事回向 22 篇、仏菩薩諷経
回向 11 篇、祈祷仏事回向 12 篇、附録
（発願文）
】

話集。収録句は字数順に配列し、それ
ぞれ漢文・訓み下し・出典を示す。ま
た模範実例として、七本塔婆偈文、中
陰・年回塔婆銘、十三佛機縁の塔婆偈
文、諸種塔婆銘（26 句）を収録。

青山社編集部 編

B6 判・上製・320 頁
本体 4,300 円（税別）
978-4-88414-114-1

初心の方も自分で作れる禅林詩語集の
決定版。行持法要別用語・韻別三字語
等を完備、総数 50,000 余語収録。本
書は禅林の詩偈を作るための用語集と
して編纂したもので、初めに七言絶句
の作り方を解説し、用語篇は二字・四
字語と韻別の三字語で構成され、類書
にない豊富さを誇る。

忌日・年回忌の

現代の葬儀にふさわしい内容・表現を
熟慮してまとめた喪儀授戒作法。授戒
文は和文を付して、形だけでなく心を
伝えるように務め、十重禁戒は禁止よ
りも積極的な意味を持つように補っ
た。また念誦・回向は、行持軌範の文
意に則り、より平易な文で表わし、参
列者にもわかるように務める。

曹洞宗

檀信徒のさまざまな願い事に応える祈
祷香語を、諸資料をもとに読み下し
文で作成。全体を「祈祷・慶讃法要篇」
「諸法要・点眼開光篇」に分け、全 57
篇の香語を収録。巻末には各法語の漢
文体を示し、さらに用語解説を付し
た。大判の美装折本仕立てに読みやす
い楷書体文字で印刷。

130 句を集め、一句ごとに意味と追善
供養の心をやさしく説いたひとくち法

ない回向を収載する。
【収録内容─ 行持・報恩回向 22 篇、檀
信徒法要回向 19 篇、施食行事回向 8

卒塔婆に書かれる経文・偈文（祖師の語）

香語と法話集
─CD-ROM 付

青山社編集部 編

A ５判・上製・266 頁・CD-ROM 付
本体 5,600 円（税別）
978-4-88414-129-5

説教法・法話必携

説教法（折本 173 × 71 ㎜・緞子装・34 頁）、
法話必携（A5 判・196 頁）、二冊組・函入
本体 4,300 円（税別）
978-4-88414-068-7

永平頌古法問集

菊判・上製・函入・214 頁
本体 5,600 円（税別）
978-4-88414-098-4

法筵の始めに唱える文 ― 説教法（懺

［全二冊］ 悔文・三帰戒等）と、法話引用聖訓集・

青山社編集部 編

橋本恵光老師撰

亡き人をより美しく蘇らせ、供養の功
徳を手向けまつるやさしい法話付きの
香語集。一転語・香語脚のための名句
800 余句を戒名熟字別に掲載。戒名に
相応しい一転語を探すのに便利。本文
の内容を Word で直接編集できる CDROM 付。言い換え例文も豊富に収録
しているので自在に編集可能。

行事別法話等の実践的布教法で構成。
道場を厳かにする法筵敬白文から結び
の結勧まで実用向きに作成。布教師の
みならず、宗侶どなたでも活用しやす
い法話要句 960 句と行事別法話例 34
例を収載。

瑞応寺僧堂版（平成 3 年）を改訂。元西
堂橋本恵光老師が、永平広録より本則
を選定。時に応じ縁に随って、首座法
戦式用に作成された四十五問答を収
録。大きく読みやすい活字に総ルビ付
きの〔本篇〕、問答の趣意理解の資と
なる〔註解篇〕
、
〔付録篇〕に恁麼室恵
光老漢『枯木龍吟集』。
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読誦聖典正法眼蔵

道心・生死・八大人覚

生死を明らめ仏となるための「いと易
き道」について、高祖禅師がわかりや
すく説かれた『道心』
『生死』及び『八
大人覚』を常に読誦し、自らの辧道の
依るべきところとなす為に、井上哲也

井上 哲也 編

折本 174×72 ㎜・56 頁
10 部 1 組・本体 6,300 円（税別）

正法眼蔵道心巻講述

橋本 恵光 提唱
B6 判・102 頁

本体 1,000 円（税別）
978-4-916012-57-9

曹洞宗

百家の逸話 ─近現代篇

竹林 史博 編著

四六判・上製・420 頁
本体 5,600 円（税別）
978-4-88414-077-9

消災咒とは何か ─禅宗と祈祷

青山社編集部 編

A5 判・上製・206 頁
本体 3,800 円（税別）
978-4-88414-001-4
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禪林行持書鑑

老師が特に読誦用の経典として編纂。
参禅会等での布教用に、また枕経での
読誦用としてご受用いただきたい。

法を、模範となる揮毫をもって丁寧に
教示したもので、禅林行持における書

殿城 玄瓏 著

の上達に大いに供する。基本と実践の
両面に亘ってまとめた宗侶必携の書

本体 6,400 円（税別）

鑑。巻末には、異体字表・新旧字体表
を付す。【内容】諸行持の書法・三體千
字文・経典祖訓の書

B5 判・上製・函入・272 頁
綴じ込み付録─疏（六葉・B4 判）
978-4-88414-094-6

綿密の家風をもって知られる橋本恵光
老師が、例話をまじえてやさしく説き
明かす『道心』の真義。巻頭に『道心』
の全文を掲げ、さらに章ごとに本文を
挙げる読みやすい編集。お通夜や追善
法事等の法話・説教の話材に、また施
本や参禅会・眼蔵会の講本としても最
適。

禪林墨蹟の読み方と鑑賞

明治・大正・昭和にわたる洞門百師の
煖皮肉の逸話ー全 368 話。先徳の行実
に学び、敬慕するとともに、逸話の面
白さを布教話材に活かせる自利利人の
洞門必携書。禅談・佳話・教訓・秘話・
修証・故実など活用自在の逸話を満
載。禅師・碩徳のみならず江湖の禅僧
の知られざる逸話も紹介。

禅林 諸 種

日常によく誦まれながら、その本義が
分かりにくい消災咒。本書は、その原
典の解説から禅宗における祈祷の諸相
まで、消災咒のすべてを明かす。
【解説編】消災吉祥陀羅尼経直説 / 他五
篇【研究編】禅門における消災咒の歴
史 / 他九篇【特別寄稿編】熾盛光仏頂信
仰の諸相 / 他一篇

塔婆・位牌・疏・可漏などの日用の書

殿城 玄瓏 著
B5 判・364 頁

本体 5,800 円（税別）
978-4-88414-146-2

香語・啓白文

青山社編集部 制作

印刷済奉書紙 255×46 ㎜
浄書用白紙奉書紙二葉・畳紙・函入
本体 5,200 円（税別）

各地の寺院より墨蹟の読みを依頼され
る著者が、よく揮毫される禅語の書相
と草書・くずし字の要点を解説し、墨
蹟に親しむための手引きとしてまとめ
たもの。篆書と隷書の二体も収録。さ
らに黄庭堅「諸上座」
、瑩山禅師「坐禪
用心記」を拝書し併載。書を通して禅
の境界を味読できる内容。
空欄に必要な事項を書き入れるだけで
そのまま奉読できます。大般若会をは
じめとする諸法要香語と年回追善供養
之文などの啓白文全 18 種。読誦と理
解に役立つ解説書も付いた便利な実用
セットです。解説書には参考として開
山忌疏・除夜施食会疏・結婚式誓詞・
法要別腹句文例も収録。

禪林香語集成

CD―ROM 版『禪林法要香語集』
（400
余首）に『出家秉炬・年回香語集』等、
─CD-ROM 版
十二冊分 約 1200 首（新作の香語 200
首を含む）の香語を加え、全 1600 首
を収めた豊富な香語検索ソフト。「恒
青山社 制作
禅林香語データ検索ソフト（CD-ROM 版） 例法要」
「仏祖忌・開山忌」などの分類
本体 18,000 円（税別）
から香語がすぐに探せて word やメモ
978-4-88414-185-1
帳で編集・印刷が可能。
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話言葉の引導法語集

竹内 俊英 著

A5 変型・上製・296 頁
本体 4,300 円（税別）

故人が安らかに仏の国土におもむき、
会葬者も共に仏法の信を起こすよう聞

井上 公尊 編著

B5 判・上製函入・92 頁
本体 4,300 円（税別）
[ 付録 ] 尊宿喪儀諷誦文折り紙
257 × 394 ㎜・両面刷 4 枚入り
978-4-88414-190-5

増補

遺偈に学ぶ
‐実例と用語集

村上 信道 編著

A5 判・上製・函入・226 頁
本体 3,800 円（税別）
978-4-88414-191-2

奉書折紙

引導法語

青山社編集部 編

[ 引導法語 ] 16 種・16 葉・奉書印刷
四折・304 × 218 ㎜
[ 別冊付録 ] 218 × 110 ㎜・36 頁
化粧箱入り
本体 3,800 円（税別）
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法要の主旨に応じた腹をほぼ全ての香
語に載せた実用的な拈香法語作例集。

いてわかる話言葉で作られた引導法語

施食会 30 余篇・先住忌 45 篇・各種法

集。すべて口語文（話言葉）による法
語で、一章ごと、懇々と故人に話しか

要香語全 330 篇を収録。退董式、檀信
徒総回向、逮夜等、類例の少ない香語

けるように引導した百三十余章。「月
別の部」と「年代別の部」の二部構成。

978-4-88414-189-9

尊宿喪儀法

応用作例 禅林香語集

青山社編集部 編

菊判・上製函入・320 頁
本体 5,500 円（税別）
978-4-88414-198-1

曹洞宗の尊宿喪儀に関わる諸仏事につ
いて、特に一般寺院における本葬儀の
法式作法を中心にまとめた便覧。
随所に図版を示し、表組みにして見や
すく、簡にして要を得た解説。念誦・
回向や各仏事の法語や弔辞等の文例も
併載。差定と念誦回向を併記した実用
折り紙付き。

曹洞禅の宗意安心

本 書 は、 遺 偈 に 学 び 親 しむことによ
り、自作への関心を高め、作偈に役
立つよう数多くの実例と用語資料を
収載し、また内容や形式について詳細
な解説を試みたものである。洞門先徳
二百六十余師の遺偈と作偈に役立つ用
語集ー２５００句収録し「遺偈をやさ
しく作る用語撰」を加えた決定版。

自分で作る

季節と老若男女に応じ、簡明にして戒
名・年齢等を入れるだけの通用法語。
いざという時、すぐに使えるよう奉書
に印刷。伝統的な禅門香語の型に則り
ながら、読みやすい漢文訓読体。大き
な文字の行書体を使用し、一葉ごとに
四折の装丁に。別冊付録には総ルビ本
文と意味のよくわかる和文を併載。

今を生死する人の

藤本 隣道 著
A5 判・216 頁

本体 3,800 円（税別）
978-4-88414-200-1

禅林法語集

村上 信道 編著

A5 判・上製函入・304 頁
本体 4,800 円（税別）
978-4-88414-201-8

引導法語集

青山社編集部 編

菊判・上製函入・314 頁
本体 5,300 円（税別）
978-4-88414-206-3

も多数収載。漢文と訓読の二段組み。
頌・脚は平仄記号付き、訓読は総ルビ
で読みやすい。
藤本隣道老師著『日本曹洞禅の基礎的
考察 序論』より、特に宗意安心につい
ての遺稿を抄出し、新たに『曹洞禅の
宗意安心』と題して刊行。原著は本論
の執筆も構想されながら、未完となっ
た畢生の書。原著の内、特に洞門宗侶
が知っておくべき修證義、法式等の参
究を主として新版とした。
諸法要に於ける法語・賀偈・疏等、平
易 で 理 解 しやすさを 心 がけて 作 成 さ
れた法語集。応用・言い換えできる例
句や語注を付した禅林法語の作例集
百八十余篇。七言絶句の作り方から疏
の書式まで解説した資料、それらを法
要の主旨に応じた平明な表現にして編
纂。
老老介護や認知症、作例の少ない高齢
者の多様な趣味など、現代の様々な事
例やニーズに合った引導法語を─とい
うご意見をもとに制作した最新の法
語作例集。漢文・訓読の二段組・総ル
ビ・語注付き。見開きに一章の構成で
読みやすい。内容の変更に使える季
節・経歴をあらわす用語集付き。
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続

白水録

小参法語・単頭記録・参同契参究・住
職学・引導法語等、禅門行持の指南と
なるべき続集。井上哲也老師の法語集

青山社編集部 編

A5 判・上製函入・314 頁
本体 5,300 円（税別）
978-4-88414-212-4

やさしい言葉の

引導法語集

青山社編集部 編

四六判・上製・300 頁
本体 3,800 円（税別）
978-4-88414-214-8

住職として
学んでおきたいこと

続

呉 定明 著

A5 判・上製・函入・304 頁
本体 5,800 円（税別）
978-4-88414-215-5

令和新編

表白・願文集

下泉 全暁 編著

折本 185 × 82 ㎜・緞子装本
140 頁（両面印刷）
本体 3,800 円（税別）
978-4-88414-218-6
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『白水録』に、未収録の遺稿を新たに
編纂したもの。参同契参究や写真図版
入りの羅漢様の話を収録し、資料とし
て古徳の小参と問答も七十余りを付録
とした。

叢林 回向・啓白・祝語
─CD-ROM 版

青山社 制作

回向文等検索ソフト（CD-ROM 版）
別冊使用説明書 24 頁
本体 5,600 円（税別）

好評を博した『叢林 諸回向集』
『諸種
表白・願文・祭文集』等をまとめて収
載した回向文等検索ソフト。
一覧表示や検索で探しやすく使いやす
い。選んだ文は Word で編集・印刷が
可能。現代語訳付きの回向も収録し、
布教にも役立つ。また、法戦祝語・一
転語・塔婆偈文も付した。

伝統的な型を活かしながらも、平易な
和文を用いて作成した新しい引導法語
作例集。四季折々の法語と季節を問
わない法語を合わせて八十九章収録。
また、漢和対照の平易な引導法語を
二十一章収録した。
さらに年回法要から啓白文まで諸法要
に使える香語六十五章も掲載。
好評を博した『住職として学んでおき
たいこと』の続刊。晋山結制、仏前結
婚式、撥遣法等、住職として須要な
「臨時法要」を収録。また人形供養や
古 木 伐 採、 などいざという 時 に 知 っ
ておきたい作法・知識を網羅した。可
漏・拝表などを正しく伝えるため詳し
い資料を図版を交えて紹介する。
現代の法会事情・檀信徒事情を考慮し
た新しい表白・願文集。老若男女の檀
信 徒 に 喜 んでいただけるよう、 幅 広
い法会の表白・願文を作成。年中行事
や、地鎮・落慶・ペット供養・請雨祈
願・仏壇開眼など幅広い法会祈願文を
多数収載。また本書を文例とし、加
筆、変更をして作成もできる。
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日蓮宗

日蓮宗 聖語付 戒名字典

日蓮宗

品切れ
青山社編集部 編

A5 判・上製・函入・382 頁
本体 7,800 円（税別）
978-4-916012-85-2

新編

葬儀歎徳文集

青山社編集部 編

折本 186×105 ㎜・緞子装・140 頁
本体 4,800 円（税別）
978-4-916012-78-4

妙法蓮華経要品

勝呂 昌信 監修

折本 227×90 ㎜・厚さ 19 ㎜・緞子装
本体 8,400 円（税別）
978-4-916012-75-3
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初心回向儀註釈

妙法受持の檀信徒のさまざまな行歴を
述べ、会葬者に感銘を与える模範的文
例集。葬儀の引導文で、主に故人の徳
を歎ずる行状文を、老若男女・職業別
に多数収録。人となりに応じた文例が
選べます。巻末付録には、自作に役立
つ対句選 111 句と性格・徳性を表す熟
語 565 語も併載。

法華

日々の祈祷修法や大荒行堂での修行に
ふさわしく、手になじみやすい大判の
総要品。上質で軽い特漉きの和紙に、
実際の読誦・発音に即した表記。大き
く読みやすい活字での印刷。
【内容】
◎要品
序品第一通序、方便品第二、略開
三長行、欲令衆、提婆達多品第
十二、如来寿量品第十六、如来神
力品第二十一、嘱累品第二十二、
観世音菩薩普門品第二十五、陀羅
尼品第二十六、妙荘厳王本事品第
二十七、普賢菩薩勧発品第二十八
◎咒陀羅 ◎普賢咒 ◎以要言之
◎此経難持 ◎円頓章

日蓮宗

別冊 ─ 法華回向和讃

優陀那 日輝 撰／青山社編集部 編
A5 変形判・上製・函入・126 頁
別冊折本 72 頁
本体 4,300 円（税別）
978-4-88414-045-8

仏事故事便覧

青山社編集部 編

A5 判・320 頁
本体 5,200 円（税別）
978-4-88414-055-7

令和新編

表白・願文集

下泉 全暁 編著

折本 185 × 82 ㎜・緞子装本
140 頁（両面印刷）
本体 3,800 円（税別）
978-4-88414-218-6

日 蓮 宗 の 戒 名 にふさわしい 語 を『 妙
経』と『御遺文』から精選し、その語の
ニュアンスを理解しやすいよう、また
信徒方への説明にも役立つように語の
出典を明示して、その語句を含む聖語
を引用掲載。そのほか仏教語・漢語か
らも広く語句を選定。巻末には性格・
職業・季節別の戒名用字を集録。
初心の人も回向の意味がよくわかる法
華経行者必携の書。近世日蓮宗学の大
成者と称される優陀那日輝上人が、弘
化 3 年（1846）に初心の行者のために註
釈されたもので、回向の意義を知る上
で最適とされています。併せて別冊と
して上人の註釈に基づいた「法華回向
和讃」を新たに制作。
葬儀を始めとする諸仏事には、慣習・
儀礼化して、本来の意義が分からなく
な っ ているものが 多 い。 そこで 本 書
は、諸仏事の「いわれ」や「意義」など
を、イラスト図版を多数用いて分かり
やすく解説した。住職のみならず、寺
族・子弟の研鑽と備忘に役立つ知識を
満載した百科便覧。
現代の法会事情・檀信徒事情を考慮し
た新しい表白・願文集。老若男女の檀
信 徒 に 喜 んでいただけるよう、 幅 広
い法会の表白・願文を作成。年中行事
や、地鎮・落慶・ペット供養・請雨祈
願・仏壇開眼など幅広い法会祈願文を
多数収載。また本書を文例とし、加
筆、変更をして作成もできる。
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浄土宗

浄土宗

山寺和尚のちょっと一言

いつもふたりづれ
塩路 善澄 著

四六判・224 頁
本体 1,500 円（税別）
978-4-88414-041-0

念仏申すからこそ、阿弥陀さまの光明
に照らされ、明るく・楽しく・爽やか
に生きられる。著者が永年にわたり檀
信徒向けの「はがき通信」として書き
続けた法話の中から 38 篇を選び出し
て編集。山寺和尚が書き綴った仏さま
とふたりづれの法話集。

中陰日めくり

ただ申せば弥陀の浄土へ

山本正廣・塩路善澄 解説

5 部 1 組 本体 6,000 円（税別）

法然上人のお言葉に添って、お念仏の教えをやさしく解説。遺された家
族の哀しみを癒し、信仰の導きとなるスタンド式の日めくり。
【仕様】スタンド式台紙 270×120 ㎜・二河白道画印刷・日めくり 52 枚
【引用文献】登山状、一紙小消息、勅修御伝、常に仰せられける御詞 等

令和新編

表白・願文集

下泉 全暁 編著

折本 185 × 82 ㎜・緞子装本
140 頁（両面印刷）
本体 3,800 円（税別）
978-4-88414-218-6
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現代の法会事情・檀信徒事情を考慮し
た新しい表白・願文集。老若男女の檀
信 徒 に 喜 んでいただけるよう、 幅 広
い法会の表白・願文を作成。年中行事
や、地鎮・落慶・ペット供養・請雨祈
願・仏壇開眼など幅広い法会祈願文を
多数収載。また本書を文例とし、加
筆、変更をして作成もできる。
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施本・寺院用品
通宗派向け

経本
施本
寺院用品

よくわかる

追善供養のお話

（記念品・授与品）

青山社編集部 編
B6 判・54 頁

10 部 1 組・3,500 円（税別）

通宗派向け

仏説

父母恩重経

青山社編集部 編
A5 判・61 頁

10 部 1 組・3,680 円（税別）

通宗派向け

大きい活字の

盂蘭盆経

今 この時代だからこそ、みんなに読
んでほしい。親の恩やありがたさが、
しみじみと感じられるお経。シルバー
世代にもやさしい大きな活字で、経文
下部に語注欄を設けているので、より
分かり易く理解して頂ける。
【内容─仏説父母恩重経、感恩の歌／報
恩の歌、解説『父母恩重経』と母の愛】
ご高齢の檀信徒や、お子さまでも親し
めるように、ふりがな付きの大きな活
字で編集した読誦しやすい『仏説盂蘭
盆経』。すべての世代にやさしいお経
本。

青山社編集部 編

盂蘭盆経

松浦 観傳 編訳

折本 170×72 ㎜・厚紙表紙・27 頁
10 部 1 組・6,000 円（税別）
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お檀家に伝えたい

追善のこころ
青山社編集部 編
B6 判・64 頁

10 部 1 組・3,500 円（税別）
通宗派向け

観音さまの話

青山社編集部 編

中綴じ製本 220×110 ㎜・32 頁
10 部 1 組・2,380 円（税別）
通宗派向け

通宗派向け

B6 判・63 頁
5 部 1 組・1,800 円（税別）

盂蘭盆会における先祖供養と、三宝帰
依の功徳の由来を語る。
『仏説盂蘭盆経』の漢和訳文を収録。

通宗派向け

珍談・奇談

和尚の底抜けな話
青山社編集部 編

A6 判・中綴じ製本・二色印刷・40 頁
5 部 1 組・1,500 円（税別）

追善の意味から命日のことばまで、供
養の大切さを丁寧に説いた施本。
【目次─ 生き通しのいのち／追善・供
養・回向の意味／追善回向の功徳／
四十九日の追善法要／中陰以後の追善
供養／法事の勤め方／忌日・命日・祥
月の意味／法事の案内状（文例）／ご命
日の追善のことば 他】
大好評『よくわかる追善供養のお話』
に続く第二弾。見えないものに手を合
わせ、見えない人に語りかける……追
善のこころをやさしく説く施本。また
「阿吽」から「六波羅蜜」まで知ってお
きたい身近な仏教語も掲載。
【目次─ 見えない人に語りかける／人
は一生に三度見られる 他】
観音さまは私たち一人ひとりの心。そ
の訳をさまざまな例話を通して知る。
平易でためになる施本。初めに観音経
偈（全文）と現代語訳を掲載し、次に要
句を引用しながら、それに因んだ例話
を紹介。話を通じてお経の意味がよく
わかり信仰を深める。観音さまを詠ん
だ俳句・短歌 150 余句も掲載。
禅 僧 のあんな 話 やこんな 話 …… 檀 信
徒に教えてあげたい珍談・奇談を全 14
話収録。布教・教化活動の一助に最適
な禅僧逸話集。イラスト入りで楽しめ
る施本。【内容】菓子で手を打つ／酢
売りの和尚／殿様の頭をポカリ／猛将
も一言もなし／師匠を踏み台に／喝は
禅家の常套語／早く斬れ !! など
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施本・寺院用品
通宗派向け

諸尊別

檀信徒教化シリーズ

通宗派向け

施本

下泉 全曉 編著

大好評の檀信徒教化シリーズ。各尊の功徳を説く経典を集めたお経本と、各
尊についてわかりやすくまとめた解説書。檀信徒への教化・信仰の手引書と
して、また法話や寺報の話材にも最適。シリーズ続編も企画中。

経本と解説書セット…2,000 円（税別）、経本のみ 5 冊…3,000 円（税別）
【解説書】不動明王の功徳（B6 判・108 頁）

品切れ

『観世音菩薩』
【解説書】観世音菩薩の功徳（B6 判・104 頁）

品切れ

『薬師如来』
【解説書】薬師如来の功徳（B6 判・104 頁）

品切れ

経本と解説書セット…2,000 円（税別）、経本のみ 5 冊…3,000 円（税別）
【解説書】地蔵菩薩の功徳（B6 判・100 頁）

品切れ

『文殊菩薩』
経本と解説書セット…2,000 円（税別）、経本のみ 5 冊…3,000 円（税別）
【経本】文殊菩薩勤行次第（折本 174×74 ㎜・約 30 頁）
【解説書】文殊如来の功徳（B6 判・90 頁）

B6 変形判 110×182 ㎜・16 頁・10 部 1 組・1,000 円（税別）

【内容】仏さまに花を供えるときの向きは？／狭い部屋での仏壇の置き
場所は？／七日ごとの法事はどんな意味があるの？

他

『仏事アレコレＱ＆Ａ』第 2 集

【内容】お彼岸の仏事は何か特別なことをする？／「南無」という言葉
にはどんな意味がある？／納骨の仕方について

他

『お正月の話Ｑ＆Ａ』

【内容】鏡餅の由来は？／雑煮を食べるのはどうして？／年越しそばの
いわれは？／門松や注連飾りの意味は？ 他

『お彼岸の話Ｑ＆Ａ』

B6 変形判 110×182 ㎜・16 頁・10 部 1 組・1,000 円（税別）

『地蔵菩薩』
【経本】地蔵薩勤行次第（折本 174×74 ㎜・約 60 頁）

答える問答文集。どれもお求めやすく、さくさく読めてお檀家に喜んでもら
えることウケアイの Q&A シリ−ズ。

B6 変形判 110×182 ㎜・16 頁・10 部 1 組・1,000 円（税別）

経本と解説書セット…2,000 円（税別）、経本のみ 5 冊…3,000 円（税別）
【経本】薬師如来勤行次第（折本 174×74 ㎜・約 50 頁）

宗派の別に拘わらず、仏教行事や風習について色々な疑問にやさしく丁寧に

B6 変形判 110×182 ㎜・16 頁・10 部 1 組・1,000 円（税別）

経本と解説書セット…2,000 円（税別）、経本のみ 5 冊…3,000 円（税別）
【経本】観世音菩薩勤行次第（折本 174×74 ㎜・約 50 頁）

青山社編集部 編

『仏事アレコレＱ＆Ａ』第 1 集

『不動明王』
【経本】不動明王勤行次第（折本 174×74 ㎜・約 50 頁）

Ｑ＆Ａシリーズ

【内容】お彼岸とはどういう日？／お彼岸と仏教行事の結びつきは？／
「ぼたもち」と「おはぎ」の違いは？ 他

『花祭りの話Ｑ＆Ａ』

B6 変形判 110×182 ㎜・16 頁・10 部 1 組・1,000 円（税別）

【内容】はなまつりのはなし／おしゃかさまのおしえ／花祭りとは、ど
ういう日ですか？／灌仏会はいつ頃から始まったの？ 他

『お盆の話Ｑ＆Ａ』

B6 変形判 110×182 ㎜・16 頁・10 部 1 組・1,000 円（税別）

【内容】棚経は何のために？／先祖供養の風習はいつから？／お盆の行
事は日本特有のもの？／盂蘭盆会を迎える心構えは？ 他
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施本・寺院用品
真言宗寺院向け

真言宗

仏前勤行次第

厚表紙の極上折本仕立てに製本した勤
行次第。ご寺名の金箔押印刷も承って
おります（別途代金要）。

曹洞宗寺院向け

曹洞宗日課聖典

発菩提心真言、三昧耶戒真言、開経
折本 172×72 ㎜・53 頁
20 部 1 組・10,000 円（税別）
真言宗寺院向け

仏前のおつとめ

青山社編集部 編

折本 160×76 ㎜・22 頁
100 部 1 組・3,800 円（税別）
真言宗寺院向け

大きい活字の

仏前勤行次第

青山社編集部 編

中綴じ製本 220×110 ㎜・32 頁
10 部 1 組・2,380 円（税別）
真言宗寺院向け

真言宗

御守護聖典

青山社編集部 編

折本 96×65 ㎜・布表紙・68 頁
本体 500 円（税別）
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発菩提心真言、三昧耶戒真言、開経偈、
般若心経、舎利礼文、十三仏真言、光
明真言、御宝号、回向文、解説】
ご高齢の檀信徒やお子さまでも親しめ
るように、総ルビ付きの大きな活字で
読誦しやすいお経本を制作。シルバー
世代にやさしい経本。お経の内容は、
上 段 に 掲 載 している『 仏 前 のおつと
め』に、「観音経偈」と「延命十句観音
経」を加えて編集した。

檀信徒の心の支えとなる御守護聖典。
カードサイズで携行にも便利。
【 内 容─ 三 信 条、 合 掌 礼 拝、 懺 悔 文、
三帰、三竟、十善戒、発菩提心真言、
三 昧 耶 戒 真 言、 開 経 偈、 般 若 心 経、
十三仏真言、舎利礼文、延命十句観音
経、光明真言、大師御宝号、大金剛輪
陀羅尼、回向文、観音経偈、三和讃】

冊あれば勤行ができ、いつでもお経の

併 載。 高 齢 者 にも 読 みやすい 様、 判
型と文字を大きくした。【内容─ 開経

偈、般若心経、観音経偈、舎利礼文、
延命十句観音経、十三仏真言、光明真
言、回向文、三和讃、訓読般若心経】
法事での勤行時や、檀信徒の集まりの
席で手軽に配布できる廉価な真言宗勤
行次第。色上質紙に大きく読みやすい
活字で印刷した。
【内容─ 懺悔文、三帰、三竟、十善戒、

常備用として活用できる。お檀家に一
有り難さに親しむことができる。巻末
にはお経の解説や宗旨と仏事の知識も

【内容─ 懺悔文、三帰、三竟、十善戒、
青山社編集部 編

檀信徒へのお施本として、また本堂の

偈（和訓付）、懺悔文、三帰依文、三帰
礼文（和訓付）、三尊礼文、般若心経、
本尊上供回向文、修証義（第一章〜第
五章）、 妙法蓮華経観世音菩薩普門品
青山社編集部 編

A5 判 (210 × 148 ミリ )・78 頁
10 部 1 組・3,680 円（税別）

（全）、延命十句観音経、大悲心陀羅

尼、舎利礼文、先祖供養回向文、普回
向、四弘誓願文、五観の偈／〔付録−
お経解説、宗旨とおつとめについて、
宗歌（楽譜付）、修証義の歌（楽譜付）、
法のみ山（楽譜付）〕
】

曹洞宗寺院向け

曹洞宗

仏前のおつとめ

青山社編集部 編

B6 判・40 頁
50 部 1 組・2,400 円（税別）

法事・諸法要などで檀信徒と一緒にお
勤めできる勤行経典です。読みやすい
太明朝体の活字を使用。一部あたりが
廉価なので気軽に配布でき布教にも。
【 内 容─ 開 経 偈、 懺 悔 文、 三 帰 依 文、
三帰礼文、三尊礼文、般若心経、修証
義、観音経偈、舎利礼文、先祖供養回
向文、普回向、四弘誓願、五観の偈】

檀信徒の心の支えとなる御守護聖典。
お守りにもなるカードサイズの豆経
附 ─ 般若心経・観音経 本。いつでもどこでも唱えられ、携行
するのに非常に便利。
【 内 容─ 開 経 偈、 懺 悔 文、 三 帰 礼 文、

曹洞宗寺院向け

曹洞宗

御守護聖典

井上 哲也 編

折本 96×65 ㎜・布表紙・68 頁
500 円（税別）

三尊礼文、般若心経、観音経偈、普回
向、和訓般若心経、和訓観音経偈、解
説−観音さまについて】
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施本・寺院用品
曹洞宗寺院向け

大般若会の話

大般若会について意外と知られていな
いことを、檀信徒にもわかりやすく解
説したお話。転読大般若会の施本や布
教の資料に最適。【内容─大般若会は
いつから行われた？／大般若経はどん

青山社編集部 編
B6 判・48 頁

10 部 1 組・3,000 円（税別）
曹洞宗寺院向け

曹洞宗

葬儀式次第

青山社編集部 編
B6 判・76 頁

10 部 1 組・3,650 円（税別）
曹洞宗寺院向け

対訳

修証義

青山社編集部 編

B6 判・48 頁
10 部 1 組・2,000 円（税別）
曹洞宗寺院向け

修證義／般若心経

青山社編集部 編

折本 185×82 ㎜・60 頁
10 部 1 組・2,000 円（税別）
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なお経？／祈祷すれば御利益がある？
／十六善神の掛け軸に画かれている仏
様の名は？／大般若経奉納の功徳 等】
遺族・会葬者も一緒におつとめできる
葬儀経典。お葬式の流れと意味がよく
わかり、会葬者も読誦できる大きな活
字の経典。授戒や各作法の意義、読
経・焼香の心得など、遺族・親族に読
んでほしい葬儀式おつとめの仕方。
【内容─葬儀の解説／葬儀式次第／供
養のためのお経集】

仏遺教経 現代語訳付
青山社編集部 編

生死の大事を明らめ、真の安心を得る
道を説く曹洞宗の根本宗典を、一文ご
とによくわかる口語訳で対照して読め
ます。対訳なので読誦経典としても使
え、理解のための入門書としても利用
可能。【内容─開経偈／懺悔文／三帰

40 頁・10 部 1 組・2,700 円（税別）
【全段篇】中綴じ製本 220×110 ㎜・

める大判サイズの施本。
短 い 時 間 で 読 誦 できる［ 序 文 と 後 段
（八大人覚）篇］と、全文を網羅した［全

段篇］の二種類をご用意。

64 頁・10 部 1 組・3,500 円（税別）
曹洞宗寺院向け

施食会のこころ

青山社編集部 編
B ６判、48 頁

日蓮宗寺院向け

日蓮宗

日々のおつとめ

礼文／般若心経（以上、和訓付）／修証
義（現代語訳付）／回向文／お経解説】
法事での勤行時や、参禅会などの檀信
徒の集まりの席で手軽に配布できるお
経本。修證義は読誦する際の利便性を
考慮して「前三章」をオモテ面に収め、
「後二章」をウラ面に収めた。巻末に
は、修證義全三十一節の教えを一日ご
との日めくりにして、檀信徒にわかり
やすく伝える。

とやさしい口語訳を、対照しながら読

【序文と後段篇】中綴じ製本 220×110 ㎜・

10 部 1 組・2,800 円（税別）
まこと

檀信徒が読んでもわかりやすい。経文

禅宗寺院向け

詩歌や説話を通して、施食会の意味が
よくわかる。施食会にお参りの檀信徒
へ最適の施本。
【内容─見えぬけれども／施食会の荘厳
と本尊さま／施食会の因縁／施食会と
先祖供養／施食会はわかちあいの心／
施食会は自戒の心／施食会は祈りの心
／布施供養の功徳／施食真幡の功徳】
『日蓮宗 勤行聖典』を内容・価格はそ
のままに文字と判型を大きく見やすく
した。檀信徒へのお施本として、また
本堂の常備用としてご活用していただ
ける。お檀家に一冊あれば家族で勤行
ができ、いつでもお経の有り難さに親
しく触れることが可能。
【 内 容─ 勧 請、 開 経 偈、 方 便 品 第 二、
如 来 寿 量 品 第 十 六、 如 来 神 力 品 第
二十一、観世音菩薩普門品第二十五、
欲令衆（訓読）、提婆達多品第十二（訓

青山社編集部 編

Ａ 5 判 (210 × 148 ㎜ )・62 頁
10 部 1 組・3,680 円（税別）

読）、如来寿量品第十六（訓読）、運想、

正行（唱題）、宝塔偈、回向文、四弘
誓 願、 御 妙 判、 仏 壇 とおつとめ、 宗
徒の信条、在家の誓い、日蓮聖人奉
讃歌題目】
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施本・寺院用品

法事での勤行時や、檀信徒の集まりの

日蓮宗寺院向け

日蓮宗

朝夕のおつとめ

席で手軽に配布できる廉価な日蓮宗勤

ストレスの多い現代人の疲れた心と体

密教寺院向け・禅宗寺院向け

心のやすらぎ

写経帳

を癒し、脳の働きを活性化させる般若

［般若心経］

行聖典。色上質紙に大きく読みやすい
活字で印刷。【内容─ 開経偈、妙法蓮
華経方便品第二、妙法蓮華経如来寿量
品第十六、妙法蓮華経如来神力品第
二十一、運想、唱題、宝塔偈、回向

青山社編集部 編

折本 160×76 ㎜・22 頁

（一例）
、四弘誓願、宗徒の信条】

100 部 1 組・4,800 円（税別）
浄土宗寺院向け

浄土宗

日々のおつとめ

法事での勤行時や、檀信徒の集まりの
席で手軽に配布できる廉価な浄土宗勤
行聖典。色上質紙に大きく読みやす
い活字で印刷。【内容─香偈、三宝礼、
四奉請、懺悔偈、十念、開経偈、四誓
偈、本誓偈、一枚起請文、摂益偈、念
仏一会、別回向、総回向偈（十念）、総

青山社編集部 編

折本 160×76 ㎜・22 頁

願偈、三唱礼、送仏偈（十念）】

100 部 1 組・4,800 円（税別）

写経用紙
『般若心経』

30×47 ㎝・なぞり書き

『観音経偈』

27×88 ㎝・なぞり書き

『聖不動経』

27×41 ㎝・なぞり書き

『百字偈』

27×36 ㎝・なぞり書き

罫線入り白紙 2 頁）、為書きの例】

5 部 1 組・1,900 円（税別）

お写経帳

［方便品第二ほか］

なぞり書きなので、初心者でも手軽に
写経ができる。便箋式になっているの
で一枚ずつはがして書ける。
【 内 容─ 写 経 の 前 に、 書 き 終 えたら、
為書きの例、方便品第二・如来寿量品
第十六・お題目・日蓮大聖人御写像（そ

青山社編集部 制作

れぞれ 3 回分）】

A4 判・便箋式・24 頁
5 部 1 組・1,900 円（税別）
浄土宗寺院向け

25 部 1 組 2,000 円（税別）

読、訓読）
、写経用紙（なぞり書き 21 頁、

それぞれ A4 判・便箋式・27 頁

心のやすらぎ

心者でも自宅で簡単に写経を始めるこ
とができる。
【内容─写経帳について、般若心経（音

青山社編集部 制作

日蓮宗寺院向け

心経の写経。手軽に使える便箋式で初

写経帳

心のやすらぎ
［一枚起請文・四誓偈］

なぞり書きなので、初心者でも手軽に
写経ができる。便箋式になっているの
で一枚ずつはがして書ける。
【内容─ 写経帳について、一枚起請文
（なぞり書き 12 頁、罫線入り白紙 2 頁）
、

10 部 1 組 2,000 円（税別）
25 部 1 組 2,000 円（税別）
25 部 1 組 2,000 円（税別）

『法身舎利偈・舎利礼文』
服部 礁山（写経手本）／服部 法照（解説）

24.4×39.2 ㎝・なぞり書き・解説付き

20 部 1 組 2,000 円（税別）

四誓偈（なぞり書き 12 頁、罫線入り白紙

青山社編集部 制作

2 頁）
、為書きの例】

A4 判・便箋式・32 頁
5 部 1 組・2,500 円（税別）

写仏下絵集

松尾 光明 指導・作画

すぐに使える下絵集と解説書・浄書用紙のセット。
【仕様】タテ 46 ㎝×横 31.5 ㎝、B5 判解説書、浄書用紙 20 枚（薄口緒紙）
■ 下絵 17 枚組

5,700 円（税別）

【内容】十三仏、誕生仏、稚児大師、弘法大師
■ 下絵 14 枚組

※大日は金・胎二尊

5,200 円（税別）

【内容】十三仏と誕生仏
70
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施本・寺院用品
曹洞宗寺院向け

ペン字で親しむ

『修証義』全三十一節の一字一句を鉛

修証義

筆やペンで書いて、檀信徒方に日々親

A5 判・中綴じ製本・48 頁
5 部 1 組・1,900 円（税別）
通宗派向け

ペン字で親しむ

返、 意 おのずから 通 ず 」というより、
「ペン字で修証義三七〇〇余字、意お

様は鎮防の二字をつづけ、火燭の二字は下に双べ、火の字、燭の字の火

A5 判・中綴じ製本・32 頁
5 部 1 組・1,700 円（税別）

1 組 6,000 円（税別）

取付用ヒモ付き・五如来幡 110×18 ㎝、大幡 150×20 ㎝

『お盆供養幡』

50 組 1 口 6,000 円（税別）

五色刷紙製、五枚一組タトウ入り、30×4.5 ㎝
125 枚 1 組 3,000 円（税別）

二十五流印刷、両面五色紙製、18×5 ㎝

『二十五流幡』

25枚1組 4,000円（税別）、3組 10,500円（税別）

甘露門入り五色印刷、取付用ヒモ付き、紙製ケース入、59×10 ㎝

『檀信徒用 お盆施食幡』

2,000 円（税別）

ろうとする龍の姿そのままの字で、これを懐中に収めて落雷を免れたり、
日照りに降雨の利益があった等、数々の霊験により鎮火の護符として知
られてきたもの。檀信徒への新年の御守護札として授与して頂きたい。
【仕様】奉書紙（260 × 90 ㎜）・二色印刷・御札・専用封筒が各々 50 枚組。

曳覆曼荼羅
え

『五如来幡・大幡』

20 部 1 組 3,600 円（税別）

五色丁合・型抜き色紙、説明書付、定型大封筒入（いわれ印刷済）
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火伏せ龍		

江戸時代に数多くの「龍」の字を書いて珍重された無学絶宗和尚の書（原

幡』

幡』

紙札

本は山口県龍昌寺蔵）を御札として謹製。墨の飛沫を揚げ、まさに天に昇

五色染和紙切抜、組立高さ約 50 ㎝
■ 串棒付き 1 組 1,500 円（税別）
、5 組 6,500 円（税別）
■ 串棒なし 1 組 1,200 円（税別）

『小

分て点ず、右に祖筆を写て後鑒とす」
（面山禅師『洞上僧堂清規行法鈔』より）
【仕様】奉書紙（260 × 90 ㎜）・二色印刷、
「立春大吉」
「鎮防火燭」の紙札と「御
守護封筒」が各々 50 枚組。封筒には御札のいわれと貼り方の説明を印刷。

でなぞり書き。『観音経』のエッセン
ス（精髄）がつまった偈文を、日ごろの

施食会・盂蘭盆会用品
『真

片を水の字の様にかきなす、古例、火伏の意を含む、単の両肩に水点を

下し文）を、親しみやすいペン字書体

おつとめだけではなく、書写すること
により、檀信徒方にさらに親しんで頂
くために制作した。

青山社編集部 制作

3,000 円（税別）

禅門の口伝に則り、面山禅師所伝の書様を模して謹製。
「鎮防火燭……書

大好評の『修証義』に続くシリーズ第
二弾。『観音経』の偈文（真読文・読み

観音経

立春大吉／鎮防火燭		

しんでいただけるよう企画。
「読書百

のずから通ず」となること請け合い。
婦人会や種々の布教活動にお役立てい
ただきたい。

青山社編集部 制作

紙札

		

5 部 1 組・3,000 円（税別）

ふ

きょうかたびら

曳 覆 曼荼羅は、詳しくは亡者曳覆曼荼羅と云い、経帷子または無常衣の
こと。故人または生前受戒者の戒名欄を設け、降魔・成佛のための各種真
言を記入した五輪塔の周囲に、初七日から百回忌までの十八守護尊の種
字と真言を蓮台上に配置した。ご使用は入棺時に故人の頓證菩提を願う
無常衣として、また篤信の檀信徒の生前戒名の證としてもご活用いただ
ける。
【体裁】サイズ 90 × 45 センチ、封筒・解説書付き

紙製

陀羅尼袈裟

渡辺 俊雄 浄書 / 下泉 全暁 監修

4,400 円（税別）

だいずい ぐ

求むるに随って大いにかなうという大随求を九條袈裟に模した謹製『陀羅
尼袈裟』
。故人の浄土への旅立ちの経衣（経帷子）や、納棺のはなむけとし
て、また所願成就の御守護としても最高の授与品となる。
【寺院用】陀羅尼読誦用折本、解説、袈裟用諷誦歎徳文
【檀信徒用】陀羅尼袈裟、解説付のお授け用封筒が各 5 枚
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施本・寺院用品

曹洞宗―中陰日めくり

生を明らめ死を明らむるは

5 部 1 組 6,000 円（税別）

通夜・お葬式の法施として喪家に、やさしく伝える中陰供養のこころ。コ
ンパクトサイズで場所を取らないスタンド式の曹洞宗向けの中陰供養日
めくり。満中陰を迎えるまでのやさしい一口法話と日々の伝道句。スタ
ンド台紙には、戒名・忌日等の記入欄を設けた。
【仕様】サイズ 22×13 ㎝・カラー印刷

朴筆

梵字独習セット		

3,600 円（税別）

美しい朴筆の梵字をやさしく学べる独習セット。婦人会・写経会などでの
布教活動にも最適。オリジナル筆（木製）付き。
【手本帳】A4 判・96 ページ・なぞり書き用手本用紙 20 枚
【特製オリジナル朴筆】
大小二本組（大：巾 25 ×長さ 150 ×厚 5 ㎜、小：巾 18 ×長さ 150 ×厚 5 ㎜）、
バルサ材

良質な和紙で、各種御幣や天蓋、幡などさまざまな用途にお使いいただ
ける。サイズは 53×39.3 ㎝で、各色とも 30 枚 1 組でお届け。
赤・黄・緑・紫は両面が色染め。
【

白

】 1,200 円（税別）

【 赤・黄・緑・紫 】 それぞれ 2,400 円（税別）
【 金・銀 】 それぞれ 3,000 円（税別）

インクジェットプリンター対応

奉書紙

諷誦文・法語・挨拶状などに最適。インクジェットプリンター・コピー機に
対応した奉書紙。もちろん手書きでもお使いいただける。
3 サイズ各 50 枚セットをご用意。
【 A４
（210×297 ㎜）】 900 円（税別）
【 B４
（257×364 ㎜）】 1,200 円（税別）
【 A３
（297×420 ㎜）】 1,800 円（税別）

次第書用本

年回忌萬年早見盤		

オリジナルの次第書を作成できる罫入り折本と表紙のセット。表紙は緞
子・金襴の二種類を用意。
ご注文の際は「緞子表紙」または「金襴表紙」のどちらかをご指定下さい。
【内容】折本（鳥の子紙）84 頁分×3 冊・表紙×10 枚・表題用紙
■ 大寸 190×130 ㎜

7,000 円（税別）

■ 小寸 165×120 ㎜

6,000 円（税別）

御幣札

【中寸】高さ 36 ㎝×幅 22 ㎝、1 体 500 円（税別）より
【小寸】高さ 30 ㎝×幅 20 ㎝、1 体 350 円（税別）より
※ご寺院名や願文の箔押し印刷（別途代金要）も承っております。

5 枚 1 組 1,500 円（税別）

元号（昭和・平成）に関係なく西暦で換算するために末永く使える。ハガキ
大の台紙に西暦の下二桁を印刷しており、中央の回転盤を回して故人の
没年を合わすだけで年回忌がすぐわかる。別紙で西暦と和暦の換算がす
ぐにできる早見表を付した。また本体下部のスペースには、ご寺院名と
電話番号の印刷（別途料金要）ができる。
【仕様】サイズ 14.8×10 ㎝・封筒入

十二支

古式に則り五色の染和紙で制作。
「護摩」
「祈祷」
「守護」の三種類それぞれに大中小のサイズをご用意。
【大寸】高さ 50 ㎝×幅 26 ㎝、1 体 800 円（税別）より

74

色染和紙

守り本尊貼符

品切れ

生まれ歳の守護本尊を印刷したステッカーにもなる御札。財布に納める
もよし、スマホに貼るもよし。工夫によって色んな使い方ができる。
■ 絵柄８種類、縦 91 ㎜×横 55 ㎜、封筒入り

各 200 円（税別）

〈子歳〉千手観音菩薩、〈丑歳・寅歳〉虚空蔵菩薩、〈卯歳〉文殊菩薩
〈辰歳・巳歳〉普賢菩薩、〈午歳〉勢至菩薩、〈未歳・申歳〉大日如来
〈酉歳〉不動明王、〈戌歳・亥歳〉阿弥陀如来
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施本・寺院用品

心にしみるお経のことば
出典・解説付

掲示伝道句集
下泉 全暁 修監 / 原田 佳林 浄書
						
7,200 円（税別）

名言・名句の宝庫である経典（『観音経』
『地蔵菩薩本願経』
『底哩三昧耶経』
『遺

教経』）から選んだ珠玉の言葉 24 篇。心にしみる掲示伝道句集 。一枚ずつ

丁寧に墨筆で書き起こした伝道句。檀信徒にも理解しやすいことばで法
話できる解説書（B6 判 28 頁）付き。
【仕様】サイズ 51.5×72.8 ㎝・カラー印刷 8 篇・モノクロ 16 篇

日めくり伝道

心にひびくことば

5 部 1 組 2,000 円（税別）

季節や宗派に関係なく、心に響く 31 種の言葉を日めくりに編集。仏教語
や生活の知恵をコラムとして同時掲載。檀信徒への贈答品・記念品に最適
な日めくり。一言一句が、毎日を力強く豊かに生きる道標となる。スタ
ンド式でコンパクトなので置く場所を問わない。
【仕様】サイズ 21×12 ㎝・カラー印刷

寺院日誌				

2,300 円（税別）

書き込みやすく、使い勝手のよいレイアウトの寺院日誌。忙しい檀務の
備忘録に最適。
【仕様】B5 判・レザー調カバー 232 頁
【収録内容】三年カレンダー、当年カレンダー、月間予定表、週間予定表、
回忌法要予定表、お参り予定表、通夜・葬儀記録表、各種早見表（二年先
までの暦、忌日、年回忌、厄年、長寿の祝い、年齢・九星、俳句歳時記）

寺院手帳				

1,800 円（税別）

好評の「寺院日誌」の収録内容をそのままに、ひとまわり小さく携行に便
利なコンパクトな手帳。
【仕様】B6 判・レザー調カバー 232 頁
【収録内容】三年カレンダー、当年カレンダー、月間予定表、週間予定表、
回忌法要予定表、お参り予定表、通夜・葬儀記録表、各種早見表（二年先
までの暦、忌日、年回忌、厄年、長寿の祝い、年齢・九星、俳句歳時記）
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年賀

吉祥飾紙

藤井 栄真 監修
し

め

新年を迎える慶びと幸せを祝い、福を招く注連 飾りとして床の間や玄関
などに飾れる。古来より家運を隆昌させ、魔を除き、福を招く縁起物と
して喜ばれており、伝統的な切絵細工で丁寧な仕上げ。
■ 普及判［絵柄７種類］
■大

各 1 枚 180 円（税別）

判［絵柄３種類］ 各 1 枚 600 円（税別）

吉 祥 暦				

1 枚 180 円（税別）

風合いのある和紙に、年中行事・二十四節気・縁日・年忌表等を配した大
型の一枚暦。ご寺院での使用はもちろんのこと、檀信徒への授与品とし
ても活用可能。寺名の名入れ印刷もできます（別途料金要）。
【仕様】天地 65 ㎝×左右 48 ㎝・二色印刷鳥の子紙、袋入
【内容】干支・年中行事・二十四節気・雑節・縁日・年忌表・長寿祝表・年齢
早見表・厄年早見表・国民の祝日・各月暦・六曜

錦 嚢［きんのう］			

3800 円（税別）

引導法語、拈香法語、啓白文、諷誦文、弔辞・祝辞など、各種法要の文
書（かきもの）を収納して携行するのに最適。法要儀式をより厳かに。
【仕様】表地…ポリエステル地・正倉院柄 、裏地…レーヨン地（古代紫色）
マグネットボタン付き・三つ折り仕様・紙箱入
【サイズ】
（折り畳寸法）縦 32 ㎝×横 10 ㎝
（開けた時）縦 32 ㎝×横 29.3 ㎝

オリジナル経本のご案内
ご自坊のオリジナル経本を作ってみませんか？ ご住職さまから内容の
ご指示いただければ、経本制作の担当者が迅速に編集しますので安心し
てお任せ下さい。ご住職さまにしていただく作業を具体的にあげると、
「指示通りに編集されているかの確認」と「修正・変更した箇所の確認」の
２つだけです。お見積もりのご依頼から納品まで最短で約２ヶ月あれば、
立派なオリジナル経本を制作できます。お気軽にご相談下さい。
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施本・寺院用品

今こそ伝えたい先人の名句―

掲示伝道句集【第二弾】
下泉 全暁 監修

三宅 佳林 浄書

[ 掲示伝道句 ] 12 篇・カラー

B2 サイズ（515 × 728 ㎜）
[ 掲示伝道句解説書 ] A4 判 24 頁
本体 6,400 円（税別）

大般若会の話

青山社編集部 編
B6 判・48 頁

本体 300 円（税別）

お盆のこころ

青山社編集部 編

182 × 110 ㎜（新書サイズ）
・24 頁
本体 165 円（税別）

掲示伝道句集第二弾。僧侶・文人・俳
人などの珠玉の名句 12 遍。言葉のも
つ力が、読み手に届きますようにと、
想いを込めて一筆一筆、配置とバラン
スを考え丁寧に書き上げた完全オリジ
ナル。実用性にこだわった解説書付き
で何枚でもコピー可能。檀家の方への
贈り物にも最適。
大般若会とは、どんな法要？どんなご
利益がある？など、大般若会について
意外と知られていないことを、檀信徒
にもわかりやすく解説。
転読大般若会の施本や布教の資料に最
適。転読にはどんな意味があるのか、
祈 祷 すればご 利 益 があるのかなど、
17 の疑問に答える。
迎え火・お墓参り・盆花・精霊棚・棚
経・送り火…私たちが古くから大切に
してきた「お盆」の行事─そのこころ
を、やさしく伝えるお檀家向け施本。
定形封筒に収まる新書サイズ。イラス
ト入りでどなたでも読め、お盆のいわ
れやことわざと俳句なども収録。お盆
の案内状などと一緒に送ることも。

行事・季節別 布教法話付き -

掲 示 するだけで 布 教 になる 伝 道 句 集
第三弾。新年・節分・お盆・年の瀬と、
【第三弾】
寺院の行事別伝道句に季節ごとの伝道
句を加え、言葉の意味を説いた法話を
すべてに添えた。
また、檀信徒向けにコピーして配布で
きるよう B4 サイズの縮小版も添付。
下泉 全暁 監修 三宅 佳林 浄書

掲示伝道句集

本体 6,300 円（税別）
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