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うたしグッズ
カタログ
心がなごむ正観さんの本や,
たくさんの商品たち

たくさんの
「ありがとう」に囲まれ
て・・・。

不思議と笑顔になるような。

あなたにぴったりの「うれしい、たのしい、しあわせ」に、
きっと出会えるはず。

書籍・絵本
■書籍
■絵本
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ＣＤ
■音楽ＣＤ
■講演ＣＤ
■速音聴ＣＤ
■朗読ＣＤ

10

衣料品
■Ｔシャツ
■下着・インナー
■ゆかた・パジャマ
■セーター

16

雑貨
■小物雑貨
■インテリア雑貨
■絵・写真・カード
■その他

22

ファッション雑貨
■アクセサリー
■小物
■財布・名刺入れ・バッグ・ポーチ

34

健康用品

42

寝具

43

日用品

45

食品・健康食品
■食品
■健康食品

47

食器・台所用品
■食器
■台所用品

51

バス・トイレ用品

56

化粧品

58

文具
■カレンダー
■シール
■ハンコ
■筆記具
■便箋・ハガキ・メモ・しおり

60

ＳＫＰうたしグッズについて
「うたし」とは、小林正観さんの作った造語で、
「うれしい・たのしい・しあわせ」の略です。
ＳＫＰうたしグッズは小林正観さんがありがとうをデザインした商品です。

ＳＫＰうたしグッズご購入について
全国にある「うたしショップ」でお求めいただけます。
小林正観さんの講演会でもお求めいただけます。

お問い合わせ
お問い合わせは、お気軽に㈱ＳＫＰまでご連絡ください。
Tel ： 045-412-1685 Fax ： 045-412-1683
ＨＰ：www. skp358.com
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書籍・絵本

弘園社 未来の知恵シリーズ

２２世紀への伝言
波動の報告書
～足立育朗の世界～
こころの遊歩道
～一日５分の心の散歩～
守護霊との対話
～中川昌蔵の世界～
こころの宝島
～知って楽しい日々の智恵～
生きる大事・死ぬ大事～死を通し
て考える新しい生き方～
幸せの宇宙構造
～全ての人が幸せになる方法～
ただしい人からたのしい人へ
～もう一歩奥の人格論～
で、何が問題なんですか
～小林正観質疑応答集～
宇宙が味方の見方道
～小林正観 見方・考え方・
とらえ方実例集～
楽に楽しく生きる
～生き方エッセンス３５～

書籍

１５００円

２２世紀の未来へ向けて、ただ争いの心を持たず、ただ心穏やかに生きる。そして「今」、
目の前にあることを大事にする。
小林正観さんが、足立育朗さんの持つ‚事実‛や‚発見‛を受け、
「波動の原理」について
説明を可能とした一冊。
ぱっ、と開いて「幸せ」のメッセージを受けとる。
一日５分、ちょっとひとやすみして、心の中を散歩する豊かなひとときを。
小林正観さんと、守護霊に守られて生きた中川昌蔵さんが語り合った・・・。
私たちは「何のために生まれてきたのか」、そして「どのように生きるのか」・・・。
私たちの目の前には「宝の山(宝島)」がある。
日常生活に満ちている素晴らしいこと、楽しいことを集めた‚宝‛の一冊。
人はなぜ生まれてきたの？「死」を通して見えてくる、「生きる」ことの意味。
力を抜いて、笑顔で、幸せな人生を。
「幸」も「丌幸」も存在しない、そう思う心があるだけ。
「幸せ」は、つかみとるものではなく、感じるもの。
正義感・使命感を背負って疲れてしまったあなたに。
「ただしい」から「たのしい」に価値基準を変えた時から始まる、心穏やかな人生。
‚問題だ、問題だ‛と思っていたことは、実は「思いどおりにしたい」と言っている「私」
が作り出していた。
「問題が問題でなくなる」根源的な解決方法。
「見方道」の極意を伝授！現象はすべてニュートラル。
「否定的・肯定的・感謝の心」の３つのとらえ方。どれを選ぶか、あとは趣味の問題。
いかに「楽に楽しく生きる」か。
「思いを持たない」
「執着しない」生き方。
頑張って生きることが辛い時に読みたい一冊。

こころの花畑
～心があたたまるすてきな話～

小林正観さんの「言葉」との幸せな出会い。
ゆっくりと言葉をかみしめて･･･。心穏やかな人生へ。
ちょっと心があたたまったり、ちょっと安らいだり、わくわくしたり、勇気づけられたり・・・。
とっても美しいお花畑にいるような、すてきなすてきなお話集。

魅力的な人々
～こんな楽しい生き方もあった～

楽しい人生を送る魅力的な人々になる為の
エピソードがつめ込まれた、魅力的な一冊。

男と女はこんなにちがう～なかな
かわかり合えない男と女～

「男と女はこんなにちがう」、まずはお互いの違いを認め合うことから。
相手に興味や面白さを感じ、より仲良く素敵な関係になれそうです。

宇宙を解説◆百言葉
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書籍・絵本

宝来社

書籍

笑顔と元気の玉手箱シリーズ

１５００円・１９００円

＜1900 円＞

笑いつつやがて真顔のジョーク集
～小林正観笑いの講演録～

免疫力ＵＰになる｢笑い｣。笑って笑って元気になりながらも“はっ”と気付く！
生きるヒントがたくさんつまった奥の深～いジョーク集。

お金と仕事の宇宙構造
～長者さま養成講座～

お金に嫌われる 3 つのこと。
「ギャンブル、ため込む、贅沢華美」
。
読んで納得！お金に好かれる方法。

天才たちの共通項 １９００円
～子育てしない子育て論～ 完売

天才たちには共通して、
「あなたはあなたのままでいい」
、
「今のままでいい」と
言い続ける母親の存在があった。子育てしない子育て論。

究極の損得勘定
～損得で考える宇宙法則～

“肯定的に生きる”と「得」
、“否定的に生きると「損」
。
「究極の損得勘定」で考える、自分で自分をとっても好きになる生き方。

究極の損得勘定 Part2
～1％の仲間たちへ～

「究極の損得勘定」続編！
最高の幸せを感じる「1％の仲間」に、ようこそ。

心がなごむ秘密の話
～力を抜いて生きる実例集～

「ライバル」としてではなく、「出会う人はみんな味方」と考える生き方。
心も体も「力を抜いて」
「がんばらない」
、心がなごむヒミツのお話。

知って楽しむ情報集

“情報”は日常生活の中で“使いこなして”いくとおもしろい。
今すぐに実践したい、人生がもっと楽しくなる情報満載の一冊。

完売

～人間観察４０年の情報いろいろ～

ＪＴＢ旅のうんちく講座
神さまの見方は私の味方
～力を抜いて生きてみる～

ＵＦＯ研究家との対話
～ちょっと変わった宇宙論～

3
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「日本」が、
「旅」がますます楽しくなる！
「旅」の背景にある「人の生き方、生きざま」に関した“情報”いっぱいの一冊。
「神様の見方」を「私の味方」にして生きる。自分の心が広がって、力を抜いて
生きるための物事の見方や考え方が詰まった一冊。
UFO 研究家木下次男さんと正観さんとの対話集。
何時間も続く話は、ＵＦＯから教育論にまで広がる興味深い一冊。

書籍・絵本

風雲舎

宇宙方程式の研究
～小林正観の不思議な世界～
釈迦の教えは感謝だった
～悩み・苦しみをゼロにする方法～

書籍

１５００円

小林正観さんってどんな人？インタビュアー・山平松生さんによる小林正観さんの
不思議な世界。
“明るい太陽のような人”として生きるヒント。
「思いどおりにしよう」とするのをやめる。
「思い」を持たないと、悩み苦しみがなくなる。目の前に起こる現象を笑顔で受け
容れ、感謝しながら生きていく人生の教え。

淡々と生きる
～人生のシナリオは決まっているか
ら～

致知出版社

宇宙を味方にする方程式
宇宙を貫く幸せの法則
宇宙が応援する生き方
神さまが教えてくれた幸福論
完売

正観さんの遺作。正観さんが最後にたどりついた、澄み切った境地。

１５００円

日常生活の中にあるおもしろい共通項＝「宇宙方程式」
。さまざまな宇宙方程式を
使いこなすと宇宙が味方してくれる、毎日が楽しくて仕方なくなる。
「掃除、笑い、感謝」の中で溢れ出す「ありがとう」の言葉。
小林正観さんの、世界一簡単な幸せの法則。
「足りないもの」を見るより「足りているもの」に感謝。
幸せを数える技術を身につける、宇宙が応援する生き方。
神渡良平さんと小林正観さんを繋いだ「ナガタ」
「ナガサキ」という言葉。
そこから実現した７時間を超える奇跡の対談。
「不思議の国ニッポン」を、お二人が、易しく分かりやすく語る。
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書籍・絵本

書籍

五月書房

１５００円

神さまに好かれる話
～悩みを解消する法則～

神さまは掃除、笑い、感謝を続けている人が大好き。
おもしろがって実践していると、人生がどんどん楽しく展開していく。

運命好転十二条

出会ったときから運命好転。
十二か月で十二の実践「神さまに好かれる方法論」
。

実業之日本社

１５００円

笑顔で光って輝いて
～いま、いきなり「幸せ」になってしまう～

サンマーク出版

「そ・わ・か」の法則
～人生を輝かせる‚実践方程式‛～

「き・く・あ」の実践
～今すぐ幸せになれる方法～
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相手を変えるより、
「笑顔で光って輝いて」自分が
変わる。世の中を明るく照らしながら、ゆったり
穏やかに人生を生きる。

１５００円

文庨本６００円

神さまから応援してもらえる「そ・わ・か」＝「掃除・笑い・感謝」
。
お金がかからずいつでもどこでもできる、簡単な 3 つの実践で人生が光り輝く！
目の前で起こる現象を、
「き・く・あ」の実践で解決！
「競わない・比べない・争わない」ことで、今すぐ幸せになれる方法。

書籍・絵本

講談社

書籍

１５００円

楽しい人生を生きる宇宙法則

不平不満・愚痴･泣き言･悪口･文句を言っている自分に気づいたら、損得勘定で
今から言うのをやめてみる。
喜び、感謝すればするほど楽しくなる人生のしくみ。

喜ばれる
～自分も周りも共に幸せ～

「喜ばれるように生きる」＝「頼まれごとをこなす」
。
周りも幸せ、自分もとっても幸せな“夢も希望もない”人生のススメ。

「人生を楽しむ」ための３０法則

人生とは、楽しむもの！
「つらい」と思っていた人生が「楽しむもの」だとわかる、究極の 30 法則！

大和書房

１５００円

文庫本 650 円+税

文庫本

ごえんの法則
この世の悩みがゼロになる
楽しく上手にお金とつき合う
悟りは３秒あればいい

人との「縁」
、支え合う「援」、楽しい「宴」
、お金の「円」、集まりの「園」
。
五つの「えん」の意味を解く。
つらいときや落ち込んだとき、問題がたちまちゼロになる。「気にしない」から
「気にならない」へ、
「悩み」「苦しみ」が生じない「思いを持たない」生き方。
お金とのつきあいは人間とのつきあいでもある。
楽しくお金とつきあうコツは、人のために“喜ばれるように”使うこと。
過去・現在・未来のすべてを受け入れる、最短 3 秒の「悟り」
。
瞬時に喜びと幸せに満ち溢れる秘訣。

中経出版

１５００円

文庫本 650 円

100％幸せな 1％の人々

啼かなくていいホトトギス

文庫本 533 円+税

私たちが住んでいるのは「幸せの海」の中。
「今、どれほど恵まれているか」に気づいて感謝できたら･･･、
あなたも「100％幸せな 1％の人々」の仲間入り。
100%幸せな 1%の人々 第 2 弾
この世の中に、必要でないことは一つもありません。
100%幸せな人が知っている人間と宇宙の法則 30
6
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書籍・絵本

書籍

イースト・プレス

１５００円

「幸せ」は目の前にある「日常」であり、それを「幸せ」と感
じる心があるかどうか・・

心を軽くする言葉
～宇宙を味方の「か・が・み」の法則～

「おまかせ」で生きる幸せ論。「思い」を持たず、笑顔で受け
入れ、頑張らなければ、幸せで楽な人生

脱力のすすめ

三笠書房

１５００円

すべてを味方

すべてが味方

～心がスーッと晴れる
「楽に生きる方法論」～

サトルーチ出版

7
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[著者：斎藤サトル

文庨本６００円

「ありがとう」とまわりのすべてに感謝をしながら生き
ていく。
「すべてを味方」にしようと生きていると、
いつの間にか「すべてが味方」に。

監修：小林正観]

１５００円

監修：小林正観 著者：斎藤サトル
しあわせ言葉の本

全カラー６４ページ イラスト点数４１点
著者はＳＫＰうたしグッズでもお馴染み、絵描きの斎藤サトル
さんです。正観さんの言葉を借りて、斎藤サトルさんが仏絵と
書を描いたエッセイ画集。

監修：小林正観 著者：斎藤サトル
目からウロコで目が点で
～正観さんから教わったいろいろ～

今までの‚常識‛がひっくり返るかも！
絵描き・斎藤サトルさんによって書かれた小林正観さんの生き
方・考え方に、楽しく生きるヒントが。

書籍・絵本

学習パブリッシング

楽しい子育て孫育て

完売

日々の暮らしを楽にする

１５００円

子供の才能を摘み取らずのびのび育てる。親も子供もとっても「楽」で「楽しい」
子育て論。おばあちゃん、おじいちゃんも一緒に「孫育て」
全国の講演会で多くの方から寄せられる 毎日の暮らし”の中で起こる身近な「悩
み」や「問題」について、 正観さんがひとつひとつ解決法を説いた一冊。

ダイヤモンド社

１５００円

もうひとつの幸せ論

正観さんがたどりついた、
「幸せの本質論」
。
100％幸せな人が実践する 「62 の法則」 ＝ 「もうひとつの幸
せ論」 とは。

廣済堂出版

無敵の生き方
～みんなが味方になる～

豊かな心で豊かな暮らし

書籍

１５００円

文庫本６５０円

玄奘三蔵の人生をひも解きながら、
「無敵」 の生きかたを紹介。
正観さんの考え方が実践的に分かる一冊。玄奘のように、多くの支援に囲まれた毎
日を過ごすためのヒントが満載！
最後のメッセージ～どうしても伝えたいこと～
徳を重ねていく生き方がここにあります。

マキノ出版

１５００円

幸も不幸もないんですよ
～人に、お金に、運に好かれる法則～

「楽しい話の収集家として、皆さんが幸せになるよう
な話ばかりを集めた」と正観さんが語る珠玉の一冊。

8
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書籍・絵本

書籍・絵本

ＫＫベストセラーズ

１５００円

心に響いた

心によく効く、
「すごい言葉たち」
。
正観さんがこれまで出会ってきて、思わず書き留めた
「すごい言葉」を、語ってくれました！

珠玉のことば

絵本・サトルーチ出版

５００円・１５００円

＜小冊子絵本＞

さすらいこうていぺんぎん
うたし絵本シリーズ 1

さすらいの旅をするこうていぺんぎんの“ぺんた”が「うれしい、たのしい、しあわ
せ」を感じさせてくれる。※メーカー在庫終了につき、各ショップ在庫のみです。

トイレのかみさま
うたし絵本シリーズ 2

ある日、神さまの姿が見えるようになったまさおくん。
「神さまはきれいが好き
みたい」と知ったまさおくんに起こった楽しい出来事とは･･･？

ウサギとカメ 21 世紀版
500 円
～21 世紀の新しい生き方論～

小林正観さんの提案する、新しい「ウサギとカメ」の物語。駆けくらべを始めたこと
がきっかけで、たのしい世界があることに気づいていく、ほっと安らぐ小冊子絵本。

写真集・小林正観さん後姿写真集「ありがとう正観さん」
サイズ

２０５mm×１４５mm

５83０円
１６ページ

海外、国内の「正観さんとの旅」で撮られた正観さんの後
姿の写真集です。
保存版ハードカバー仕様（Ｐ１６）で、貴重な画像が掲載
されています。

写真集・小林正観さん撮影写真集「癒しの風景タヒチ＆ボラボラ」セット
サイズ

３５８０円

190mm×190mm 20 ページ

2003 年「正観さんとの旅」で正観さんが撮影した
風景写真集です。
正観さんの見た景色に心がなごんでいただければ幸せ
です。
写真集単品：3000 円
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ＣＤ
うたし曲集① ～安らぎの歌～
うたし曲集② ～季節の歌 冬春編～
うたし曲集③ ～季節の歌 夏秋編～

収録時間：４２分５８秒
（歌）小林正観
（コーラス）SKP コーラク隊
（編曲・演奏）天本博哉
１.故郷
２.五木の子守唄
３.みかんの花咲く丘
４.大きな古時計
5.七つの子
6.青い眼の人形
7.シャボン玉
8.ゆうやけこやけ
9.椰子の実
10.浜辺の歌
11.この道
12.野ばら
13.村祭り
14 村の鍛冶屋
15 浜千鳥
16 埴生の宿
17 あざみの歌
18.宵待ち草
19.さくら貝の歌
20.泉のほとり

収録時間：４６分５９秒
（歌）小林正観
（コーラス）SKP コーラク隊
（編曲・演奏）天本博哉
１.冬の星座
２.かあさんの歌
３.雪
４.冬の夜
5.冬景色
6.雪の降る町を
7.ペチカ
8.たき火
9.春の小川
10.おぼろ月夜
11.花かげ（コーラスのみ）
12.仲よし小道
13.うれしいひなまつり
14.茶摘み
15.荒城の月
16.チューリップ
17.ちょうちょう
18.さくらさくら
19.鯉のぼり
20.花

音楽ＣＤ

各２０００円

収録時間：５７分０２秒
（歌）小林正観
（コーラス）SKP コーラク隊
（編曲・演奏）天本博哉
１.われは海の子
２.浦島太郎
３.蛍
４.海
5.牧場の朝
6.背くらべ
7.夏は来ぬ
8.おお牧場はみどり
9.夏の想い出
10.モーツァルトの子守唄
11.ローレライ
12.月の沙漠
13.故郷を離るる歌
14.紅葉
15.故郷の空
16.小さい秋みつけた
17.里の秋
18.赤とんぼ
19.虫のこえ
20.旅愁

小林正観さんが、①は世の中に数多くある美しいものを、②・③は春夏秋冬をテーマに、皆さんもよく
ご存知の曲を選び、自ら歌いました。
世の中には美しいものがたくさんあります。この CD では、それら美しいものを焦点とした歌を集めました。
宇宙讃歌、地球讃歌、人間讃歌の曲集です。（
「うたし」とは「うれしい」
「たのしい」「しあわせ」の頭文字をとったものです。
）
「シャボン玉」は作詞者・野口雨情が、生まれて 7 日で亡くなった自分の子を偲んで作ったと言います。
「七つの子」は「7 歳の子」で、母親と男の子の会話。「カラスはなぜ鳴くの？」と、子が母親に尋ねているのです。
「丸い目をしたいい子だよ」というのは、母親が「丸い目をした七歳のあなたが、大好きなのよ」と歌ったものでした。
曲の背景を説明したあと、コーラク隊（光楽園に集まったコーラス隊）に歌ってもらったところ本当に優しい、きれいで透明な
コーラスが録音されました。
世の中には美しいものや優しいもの、安らぎを不えてくれるものが本当にたくさんあるのです。
この CD で安らぎを感じてくださったら、私たちも幸せです。
小林正観
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ＣＤ

音楽ＣＤ

ありがとう２１

収録時間：２７分３５秒
（歌）小林正観 小牧まり
（コーラス）うたし合唱隊
（作曲）福本幸子 矢野香奈枝
（編曲・演奏）天本博哉

２５００円
１.贈りもの
２.約束どおり
３.おかげさま
４.あとだから
５.あなたに会えて
６.あなたに会えて
７.こもりうた
８.春が来た
９.うさぎとかめ
１０.浦島太郎
１１.桃太郎
１２.ハッピーバースデー

１～６曲目は、正観さんの作詞した曲です。
７曲から１２曲は馴染みの曲をうたし合唱隊
（３５名）が「ありがとう」の替え歌で歌っています。
声や音に「いやし」の効果があるらしい、というのが最近の研
究によって明らかになりました。
特に、よく売れた音楽には、耳に聞こえない「いやし」の周波
数が必ず入っているのだそうです。
歌う人も録音する人もコーラス隊も、みんなθ波の脳波を出し
て参加しました。
「いやし」の波動はともかくとしても、
「ねむけ」と(あらゆる
ことに感謝をしたい)「ありがとう」の波動は、たくさん入れ
られたように思います。たくさんたくさん，このＣＤで歌って
ください。「ありがとう」がたくさんカウントされます。
楽しい奇跡が皆さんの頭上でたくさん降り注ぎますように。
２０世紀の終わりに２１世紀に向けてこういうＣＤができた
ことに感謝します。
小林正観

お礼の歌

１０００円
収録時間：１２分 0３秒
（作詞）星（ほし）間（あいだ）
（作曲）日比野元気
（編曲）森脇正敏

（1 曲目）歌：籐子
（2 曲目）歌：小林正観
（3 曲目）カラオケ

「お礼の歌」は、小林正観さんのお誕生日の
昨年 11 月 9 日に光楽園で、正観さんと、歌手の
籐子（tohko）さん、作曲家の日比野元気さん、
編曲を行った森脇正敏さんによりお披露目され
ました。
この曲を聴くと全ての方に対し感謝の気持ちが
溢れ出て、お礼の気持ち「ありがとう」を素直に
伝えたくなる、そんな美しい曲となっています。

作詞／星 間
今回、小林正観さんは、
「作詞家：星（ほし）間（あいだ）
」さんとしてデビューされました。
昨年（2007 年）9 月、作曲家の日比野元気さんが正観さんとの白馬旅行に参加され、旅行後に正観さんへ作詞を依
頼されたことがきっかけとなりました。
「お礼の歌」の歌詞は、正観さんが皆さまに伝えたい感謝の気持ちです。
正観さんの声は、声の専門家によると、
‘ f 分の 1 のゆらぎ (癒し効果のある振動） ’がたくさん入っているそうで
す。30 年前に歌手になるお話もあったほど魅力的な声の持ち主です。
「お礼の歌」は正観さんも歌われており、正観さんの声を CD の 2 曲目にてお聴きいただけます。
歌手／籐子（tohko）
1998 年「BAD LUCK ON LOVE～BLUES ON LIFE～」にてメジャーデビュー。同年「ふわふわふるる」にて、
日本レコード大賞新人賞・全日本有線放送大賞新人賞を受賞。2000 年ミュージカル「レ・ミゼラブル」（コゼット
役）出演。楽曲リリース、ライブ、テレビ、ラジオ出演など、幅広い活動をおこなっています。
作曲家／日比野 元気
作曲家。SMAP「STAY」
、V6「ありがとうのうた」
、倖田來未「Nasty Girl」
、mihimaruGT「気分上々↑↑」など
多くの J-POP アーティストに楽曲提供。
「ありがとうのうた」ゴールドディスク大賞、
「気分上々↑↑」
2006 年レコード大賞金賞、受賞。
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ＣＤ 音楽・講演ＣＤ
昭和名曲集

中高年のための青春の歌①

収録時間：６８分０１秒
（歌／制作・総指揮／選曲）
小林正観
（コーラス）うたしコーラク隊
（演奏）天本博哉
（バイオリン）野村実香

２０００円

１. 恋のバカンス
２. 忘れな草をあなたに
３. 学生時代
４. 旅人よ
５. 想い出の渚
６. 若者たち
７. この広い野原いっぱい
８. あなたのすべてを
９. 亜麻色の髪の乙女
１０. エメラルドの伝説
１１. 遠い世界に
１２. 翼をください
１３. 心の旅
１４. やさしさに包まれた
なら
１５. まちぶせ
１６. 青い珊瑚礁
１７. 恋人よ
１８. 待つわ
１９. 春なのに
２０. 川の流れのように

かたりましょう♪（２枚組）
3000 円

正観さんが、中高年のための青春の歌を選曲
し、
「昭和名曲集」を制作しました。
コーラスには、2009 年 1 月、うたし仲間保
養所の光楽園（兵庫県宍粟市）に集った男女
47 名（SKP コーラク隊）が参加しています。

正観さんの声は、声の専門家によると
‘ｆ（エフ）分の１のゆらぎ（癒し効果の
ある振動）
’がたくさん入っているそうです。
また、正観さんはとても正確な音程で歌われ
ているので、聴いていてとても心地のよい
ＣＤとなっております。

天才たちの共通項 ～子育てしない子育て論
小林正観さん新刊出版記念講演会（２枚組）
４０００円

ＣＤ2 枚組
ディスク 1：約 73 分
ディスク 2：約 47 分

収録時間：７３分０４秒（前編）
５８分５８秒（後編）
・人相学・人間観察のお話
・天才たちには同じタイプの母
親がいた・なにを食べても元気
な人・正観さんはこうして育て
られた など

2011 年 12 月 25 日（日） 福岡にて収録。
うたしショップくれいん舎さん主催の講演会
高島亮さんの「かたりましょう～正観さんから教わっ
たこと」うたし仲間の語る「正観さんとの旅～旅を通
じて教わったこと」正観さんのメッセージ「旅の終わ
りから始まること」

小林正観さん新刊「天才たちの共通項」～子育てし
ない子育て論～出版記念講演（2004 年 2 月 17
日 ・福岡市女性センター・アミカス）を収録しまし
た。音響バツグン！！トラック分けしているため、
聴きたい部分の頭出しが簡単です。
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ＣＤ

講演ＣＤ・ＤＶＤ

小林正観さん講演会ＣＤ・ＤＶＤ 追悼ＣＤ・ＤＶＤ5000 円・3 時間講座 4000 円・講演会 3000 円
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ＣＤ

小林正観 こころの速音聴

速音聴ＣＤ

１４１７５円～２１０００円
人間の大脳を活性化させ、潜在意識にまで働きかけるデジ
タル速音聴。
プロのナレーターによる正観さんの著書朗読を CD に収録
しました。
3 倍速の速音聴を聞き始めると、5 から 10 分位でα波
状態、つまりリラックスした状態になります。リラックス
した状態で何度も繰り返し、聴くことにより、正観さんの
お話の内容が記憶にも深く定着します。
●ご使用方法
同時に速読も出来るように書籍をセットしました。
CD プレーヤーで再生しながら、正観さんの著書をお読み
ください。

●デジタル速音聴について
『速音聴』とは言語情報を通常よりスピードアップさせた状態で速聴きすることで、幼児からお年よりまで、脳を創
造的に働かせ、活性化させることが出来る画期的なシステムです。リスニングスピードが 2.7 倍速前後を越えると、
左脳では処理しきれなくなり、右脳で処理する事になります。さらに、右脳は潜在意識に通じているため、この速音
聴を繰り返し聴くことにより、メンタルブロック（その人の考え方のクセ）を破り、楽に潜在意識に通じ、内容がよ
り深く記憶に定着します。
オリジナル２倍・３倍・４倍速

15750 円

書籍なしの場合

14175 円

「で、何が問題なんですか」
・「宇宙が味方の見方道」
・「究極の損得勘定」
・
「究極の損得勘定 Part2」
「お金と仕事の宇宙構造」
・
「心がなごむ秘密の話」
「天才たちの共通項」

18900 円

スーパー速音聴 ５倍・６倍・７倍・８倍速

15750 円

書籍なしの場合

16905 円

書籍なしの場合

14175 円

「で、何が問題なんですか」
・「究極の損得勘定」
・「お金と仕事の宇宙構造」
・
「心がなごむ秘密の話」
・
「天才たちの共通項」
シニア用０.８倍・１倍・２倍・３倍・４倍速

21000 円

書籍なしの場合

19425 円

「で、何が問題なんですか」
・「究極の損得勘定」

ディープリスニング

５２５０円

ステップ 1：２枚
２倍速
：２枚

各４枚

「お金と仕事の宇宙構造」
「究極の損得勘定」

ステップ 1 は、‘子音をスペクトル変調させた音源’
となっております。 この音源を聴くことにより、耳の
老化を防ぐだけでなく、耳や脳が本来持っている機能
と、聴く集中力を鍛えることができます。
これに聴覚を刺激する速聴を加えることで、効果は倍増
します。
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ＣＤ

朗読ＣＤ

朗読ＣＤ（２枚組）

各３０００円

７２分２２秒
７１分４１秒

７３分３２秒
７２分２６秒

６８分３３秒
７１分０１秒

６３分０８秒
６９分４４秒

７０分５７秒
６７分１８秒

６５分１５秒
６３分３９秒

６６分１３秒
６６分２３秒

６４分０１秒
６１分３４秒

６４分１８秒
６０分４５秒

６7 分５１秒
６６分２６秒

６５分１０秒
６１分４４秒

（朗読）嶋本 知美（アナウンサー）
：
「22 世紀への伝言」
「波動の報告書」
「究極の損得勘定｣「究極の損得勘定 part2｣
「お金と仕事の宇宙構造」
「宇宙を解説◆百言葉」
「こころの遊歩道」
「ただしい人から たのしい人へ」
「幸せの宇宙構造」
（朗読）永楽 裕子（フリーアナウンサー）
：
「心がなごむ秘密の話」
「知って楽しむ情報集」
※「波動の報告書」
「こころの遊歩道」
「ただしい人からたのしい人へ」
「知
って楽しむ情報集」販売終了しました。現在うたしショップ在庫のみのお
取り扱いとなります。

車の中や、家事をしている時でも、いつでも正観さんのお話が聞けたら嬉しい、という発想から生まれた朗読
ＣＤです。女性アナウンサーにより朗読されています。初版発行版をもとに製作しています。
尚、収録時間の都合上、 一部朗読用にアレンジしているところがあり、ダイジェスト版となっています。

幸せの宇宙構造

朗読ＣＤ

２０００円
収録時間：約７４分
（朗読）小林
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正観

小林正観さんの著書 (株)弘園社刊
未来の知恵シリーズ（７）
「幸せの宇宙構造」
が朗読ＣＤになりました。
正観さんの声は、声の専門家によると、
“ｆ
分の 1 のゆらぎ”(癒し効果のある振動)が
たくさん入っているそうです。
３０年前に歌手になるお話もあったほど魅
力的な声の持ち主です。
正観さん自身が朗読をしている貴重な一枚
です。

衣料品

感謝いっぱいＴシャツ

Ｔシャツ

２０００円
■サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ（男女兼用）
●参考サイズ（ｃｍ）
Ｓ （着丈）68・
（身幅）48・
（肩幅）43
Ｍ （着丈）70・
（身幅）51・
（肩幅）46
Ｌ （着丈）72・
（身幅）54・
（肩幅）49
■種類：虹柄（左）
・扇柄 (右)
■素材：綿１００％
「ありがとう」いっぱいのこのＴシャツは、自分が
着て幸せ、贈り物でも喜ばれます。
生地は、非常にやわらかで透けにくくなっており、
やさしい肌触りです。ＳＫＰのロゴマーク入り。

天使る羽根や（てんしるばねや）

２５００円

■サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ(男女兼用)
●参考サイズ（ｃｍ）
Ｓ （着丈）66・
（身幅）45
Ｍ （着丈）68・
（身幅）48
Ｌ （着丈）70・
（身幅）51
■羽根の色：ピンク・黄色
■素材：綿１００％

胸の虹：
‘ありがとう’が ３７００個
背中の羽根：
‘あいしてる’が９３００個プリントしてあります。
この T シャツを着用して天使の気分で愛と感謝を感じて下さい。
T シャツの素材は、非常に柔らかな着心地の良さを体感できる物です。

感謝いっぱい蓮Ｔシャツ（半袖）

２５００円

■サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ（男女兼用）
■色：白・黒
■素材：綿１００％
男女兼用で、大きなピンクの蓮花がプリント。
「ありがとう」も‚がく‛部分に縁どりされ、着るだけで穏やかな
気分になる T シャツ。
※販売終了いたしました。各うたしショップ在庫のみのお取り扱いと
なっております。
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衣料品

Ｔシャツ

感謝いっぱい蓮タートルシャツ（長袖）

４９００円

■Ｍ・Ｌ（女性のみ）
●参考サイズ（ｃｍ）
Ｓ （着丈）56・
（身幅）35・
（裄丈）72.5
Ｍ （着丈）59・
（身幅）38・
（裄丈）75
Ｌ （着丈）62・
（身幅）41・
（裄丈）77.5
■色：白・ピンク
■素材：綿・モダール
ピンクの蓮花が大きくプリントされています。1 年を通して着られるタート
ルネックです。
モダールとは・・・ブナを原料としたオーストラリアの天然素材です。
吸水性に優れ、冬は暖かく、夏はさっぱりとした使用感です。シルクのよう
な艶と肌触りが特徴の繊維です。
※販売終了いたしました。各うたしショップ在庫のみのお取り扱いとなって
おります。

感謝いっぱい蓮の花Ｔシャツ（長袖）

３０００円

■サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ（女性のみ）
●参考サイズ（ｃｍ）
Ｓ （着丈）56・
（身幅）35・
（裄丈）72.5
Ｍ （着丈）59・
（身幅）38・
（裄丈）75
Ｌ （着丈）62・
（身幅）41・
（裄丈）77.5
■色：白・ピンク・グレー・黒（写真左から）
■素材：綿 100％
ピンクの蓮花が大きくプリントされています。
蓮の花のあまやかでやさしい雰囲気をまとえます。
※販売終了いたしました。各うたしショップ在庫のみのお取
り扱いとなっております。

喜び屋家業（半袖Ｔシャツ）

３０００円

■サイズ：XS・S・M・L・XL（男女兼用）
■カラー：黒・オレンジ・ストレート
■素材：綿 100％

鮮やかな色合いで、重ね着など素敵な
コーディネートが楽しめるＴシャツです。
背中には
「喜び屋家業 頼まれ事引受人 喜んで頂いてます。
」
という言葉がプリントされています。
＜背中＞
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＜胸ロゴ＞

衣料品

ありがとうソックス

下着・インナー

４００円～１０００円

■サイズ：紳士２５～２７ｃｍ
婦人２２～２４ｃｍ
■色：
（それぞれ写真左から）
紳士用 オフホワイト・ブルー・黒
グレー・紺・ベージュ・茶
婦人用 ピンク・黄・ベージュ・茶・黒・グレー
婦人用 （夏用ショート丈）ラベンダー・モスグリーン
■素材：綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン

綿混で心地よい履き心地です。
足元から「ありがとう」の温かさに包まれていきます。
４００円（１足）
１０００円（３足）

シースルーソックス（婦人用）

各５００円

■サイズ：２２～２４ｃｍ
■色：ローズ柄：ベージュ・薄ベージュ・きなり・黒
小花柄：ベージュ・薄ベージュ・白・茶・黒
■素材：綿・絹・ナイロン・ポリウレタン

シルク混なのでやさしい肌触りで、足元をやさしく包み込んで
くれます。
かわいい花柄の刺繍です。

～夕花シリーズ～ありがとうパンティストッキング

８００円

■サイズ：Ｍ・Ｌ
■色：ベージュ・黒
■素材：ナイロン・ポリウレタン
ストッキングのサイドラインに‚無限大のありがとう‛が
入っています。
足全体が、約１９デニールと１５デニールの交互編みになっ
ていて丈夫で長く使えます。
足先は、スルータイプでどんな靴にも合わせやすく、静電気
防止加工もされています。
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衣料品

下着・インナー

～夕花シリーズ～キャミソール・ショーツ・インナーＴシャツ

４０００円～４８００円

■サイズ：Ｍ・Ｌ（ショーツピンクのみＬＬあります。
）
■色：ピンク・黒
■素材：レーヨン（クラピオン）９２％ ・ポリウレタン８％

「ありがとう」が∞（無限大）のデザインで入った、キャミソールと
ショーツとインナーT シャツです。
やさしい肌触りの生地にかわいいレースをあしらっています。
生地（クラピオン）は、キチンキトサンを織り込んだ天然繊維で、
土に返る素材でできています。やわらかな触り心地で保湿性も高く、
細菌の繁殖も防ぎ、防臭効果もあります。肌着として、上下で着てい
ただくと、お腹・腰回りを暖めますので、女性の冷えにも最適です。
生地は、かなり伸縮しますのでたいへん着やすくなっております。
４０００円（キャミソール）
４８００円（インナーＴシャツ）
４０００円（ショーツ・同色２枚組）
４５００円（ショーツＬＬ・同色２枚組）
←拡大図

ありがとう腹巻

１５００円～１８００円
■サイズ：Ｓ～Ｍ（５８～８４ｃｍ）
Ｌ～ＬＬ（６９～１０４ｃｍ）
■色：赤・緑
■素材：綿８５％・ポリウレタン７％・レーヨン５％
・ポリエステル３％

ﾀﾞﾌﾞﾙ：生地が２枚使いです

ありがとう腹巻シルク綿

腹巻は、昔からお腹を守ってきた優れものです。
へそ下には「丹田」という体のエネルギーの中心といわれていると
ころがあります。また、お腹と背中には、
「冷え」
「偏頭痛」など…。
合わせて８つのツボがあります。冷房・冷え対策にもどうぞ。
１５００円（シングル）
・１８００円（ダブル）

１８００円
■サイズ：S～M（55～80cm）
L～LL（80～105cm）
■色：赤・緑・ベージュ
■素材：シルク 40％・綿 56％・ポリウレタン 4％
肌にやさしく、さらっとしたさわり心地で、冷房や冷たい飲食で
冷える夏の期間もご愛用いただけます。
生地は、ネリ加工（シャーリング加工）なので、ストレッチ性が
良く、洗濯しても形がくずれにくく（元の形に戻ります）、色落ち
が少ないのが特徴です。

19
ありがとう

衣料品

感謝いっぱいパジャマ（長袖・半袖）

ゆかた・パジャマ

４９００円

■サイズﾞ：
（長袖）紳士Ｍ・Ｌ 婦人ピンクＭ・Ｌ 婦人ブルーＭ・Ｌ・ＬＬ
（半袖）紳士Ｍ・Ｌ・ＬＬ 婦人ピンク・ブルーＭ・Ｌ・ＬＬ
■色：紳士：ブルー
婦人：ピンク・ブルー
●参考サイズ（cm）
婦人Ｍ （バスト）79～87・
（ウエスト）60～70・
（ヒップ）87～95
婦人Ｌ （バスト）86～94・
（ウエスト）68～78・
（ヒップ）92～100
紳士Ｍ （身長）165～175・
（バスト）88～96・
（ウエスト）76～84
紳士Ｍ （身長）175～185・
（バスト）96～104・
（ウエスト）84～94
■素材：綿１００％
パジャマの上下に４５００個ずつの「ありがとう」がプリントされております。
※以下サイズは、各うたしショップ在庫のみのお取り扱いとなっております。
・長袖感謝いっぱいパジャマ(紳士・婦人、全サイズ)
・半袖感謝いっぱいパジャマ(紳士)

ニコニコパジャマ（長袖）

４９００円
■サイズ：Ｍ・Ｌ
●参考サイズ（cm）
婦人Ｍ （バスト）79～87・
（ウエスト）60～70・
（ヒップ）87～95
婦人Ｌ （バスト）86～94・
（ウエスト）68～78・
（ヒップ）92～100
紳士Ｍ （身長）165～175・
（バスト）88～96・
（ウエスト）76～84
紳士Ｍ （身長）175～185・
（バスト）96～104・
（ウエスト）84～94
■色：紳士：ブルー
婦人：ピンク・ブルー
■素材：綿１００％
‚ニコニコシーツ‛と同柄のパジャマです。形は、
「感謝いっぱいパジャマ」と
同じです。たくさんの「ありがとう」とニコちゃんマークに包まれて、笑顔
いっぱいの楽しい夢を見るかもしれません･･･。
※以下サイズは、各うたしショップ在庫のみのお取り扱いとなっております。
・婦人ブルー（Ｍ・Ｌ）
・紳士ブルー

笑顔でゆかった（ゆかた）

１５０００円

■サイズ：オーダーメイド
（ 身長・ヒップ・裄を
お知らせ下さい ）
■色：ブルー・ピンク
■素材：綿１００％

←正観さんが着用してます

ニコニコシーツを使って、手縫いで人は針ずつ
「ありがとう」と心をこめて縫い上げています。
正観さんからも、
「冬に１枚で着ていても、とても
暖かい」というお言葉をいただいております。
とても着心地の良い「笑顔でゆかった」をお召し
いただくと・・・。誰もが「あ～笑顔でよかった！」
となってしまう浴衣です。
※１枚づつのオーダーの為、ご注文を頂いてから
出来上がりまでに、１ヶ月～１ヶ月半程お時間が
かかります。
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衣料品

セーター

キヌ（ル）とラクダ

９８００円～１０５００円
■サイズﾞ：Ｍ・Ｌ・ＬＬ
●参考サイズ（男女兼用・cm）
Ｍ （バスト）79～87・
（身長）154～162
Ｌ （バスト）86～94・
（身長）154～162
ＬＬ（バスト）93～101・
（身長）154～162
■色：Ｖ字首 キャメル（ベージュ）のみ
丸首 キャメル(ベージュ）
・ブラック・ チャコールグレー
■素材：キャメル 60％・シルク 40％
丈夫で弾力性に富み、保湿性、吸湿性に優れたラクダの柔毛と、
肌にしっとり落ちるようなシルクならではのぬめり感、落ち着いた
光沢が絶妙にマッチしています。
まさに贅沢で上品なセーターです。
９８００円（Ｖ字首）
１０５００円（丸首）
※丸首のチャコールグレーＭ，Ｌ、キャメルのＭ，Ｌ
ブラック M サイズのメーカー在庫は終了しました。
モンゴル、中央アジアの高原地など、気象条件のとても厳しい所で
飼育される 2 コブラクダの柔毛と、中国の上質シルクで出来ていま
す。
2 コブラクダの毛はたいへん柔らかく、暖かさ、軽さ、なめらかな
感触など、どの獣毛にも勝るとも劣らないものです。
高級といわれる素材をブレンドすることで、上質な着心地が生まれ
ました。
とても軽く、重ね着しても従来のセーターのように締め付けられた
ようなゴワゴワ感は全くありません。
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雑貨

小物雑貨

チョーすごいサツシリーズ（壱丁円札・弐丁円札・参丁円札）

＜壱丁円札＞

３００円

＜弐丁円札＞

＜参丁円札＞

■サイズ：タテ約 7.5ｃｍ×ヨコ約 15.5ｃｍ
「新しく財布を買ったとき、 初めに入れる金額を財布が覚え その金額位を守護してくれるようになる」という
丌思議な話があります。
「それなら最初に大金を入れたいね」「こんなのがあったら面白いね」というたのしい話から生まれた、
「チョーすごいサツ」です。
正観さんが、片手に１丁豆腐を持った壱丁円札、両手に２丁豆腐を持った弐丁円札、両手に２丁、頭に１丁豆腐
をのせた参丁円札です。裏面には、正観さんの言葉が書かれています。

チョーすごいサツシリーズ（ホロ壱・ホロ弐・ホロ参）

＜ホロ壱＞

４００円

＜ホロ弐＞

＜ホロ参＞

「チョーすごいサツ」に‘ホログラムシール’がついてゴージャスになったすごいサツです！
ホログラムシールは、
「ＳＫＰのロゴ」
・
「にこちゃんのマーク」
・
「ありがとうの文字」が 3 色のパターンで
キラキラと光ります。持っていて楽しく、見ていて楽しいお札です♪

ＳＫＰロゴ

＋

にこちゃんマーク

＋

ありがとうの文字

⇒

ホログラムシール
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雑貨

小物雑貨

正観人形携帯ストラップ・キーホルダー（Ver.1） 正観人形携帯ストラップ・キーホルダー（Ver.2）
１０００円

←ストラップ

←ストラップ

キーホルダー→

キーホルダー→

■サイズ：5.7ｃｍ

■サイズ：5.4ｃｍ

ふっくらタイプの正観さん、「で、何が問題なんですか」
の本をたずさえスマイリングー!!
物事や現象に色は付いていない、不満やイライラを感じ
たら、それは、自分が「問題だ！問題だ！」と色を付け
ているだけかもしれません。「で、何が問題なんですか」
自分が気にしなければ、気にならなければ、ただ事は
過ぎ去るだけ。
「同行二人」
見方道の達人、正観さんが、いつもあなたに同行します。
そしてニッコリと「幸も不幸もない、自分がどう感じ、
どう生きるかだけ・・」とささやきます。

四則のつくばいストラップ

８００円

■サイズ：タテ 11ｃｍ

「つくばい」とは、茶室入口の手水鉢のこと。中央の「口」
を中心として右回りに「吾れ唯だ足るを知る(われただた
るをしる)」と読みます。｢私はただ満足することを知っ
ているだけ｣という意味の禅の言葉です。表側に｢し｣の字
を中心として、｢うれし｣｢たのし｣｢しあわせ｣｢ありがた
し｣の文字を配置しました。4 つの法則なので、｢四則(し
そく)のつくばい｣と名付けました。
この 4 つの言葉をいつも口にしていると、まわりの人が
皆、元気に笑顔になることでしょう。
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１０００円

スマートタイプの正観さん、いつも笑顔で、うれし・
たのし・しあわせウォーキングー!!
「ただしい人」と「たのしい人」は１字違い。
怒りや憎しみ、イライラはもしかすると「ただしい」と
ころから生まれているのかも。「ただしさ」で人を糾弾
するのではなく、「たのしい」人生を歩んでみませんか。
「同行二人」
見方道の達人、正観さんが、いつもあなたに同行します。
そしてニッコリ笑い「手を大きく振って、前を向いて、
胸を張って、いつも笑顔で人生をたのしく歩いていきま
しょう」とささやきます。

雑貨

きんかんクリッパー

３０００円 薬師如来ストラップ

■サイズ：約 9cm×9cm（折りたたみ時）
お札とカード 1 枚が入るお札挟み。薄くてコンパクトな
のでズポンのポケットにらくらくおさまり便利です。
デザインは、 外側はおなじみ壱丁円札の「チョーすごい
サツ」柄、内側は「そわか」＝「掃除・笑い・感謝」を
している七福神の正観さんがいっぱいのかわいいイラス
トです。お札が仲間を呼んでくれそう。

祝福神

打ち出の小槌

１５００円

小物雑貨

２０００円

■素材：天然石（ナチュラルストーン）
水晶 ・ アメジスト
斎藤サトルさんが描いた、とても穏やかで優しいお顔
の「光楽園薬師如来」が、天然石のストラップになり
ました。
水晶玉には、掃除・笑い・感謝の「そわか」の文字が
彫りこまれています。
※ストラップの色は選択できません。
※販売終了となりました。各ショップ在庫のみの
お取り扱いとなります。
正観さんありがとうキーホルダー

600・1000 円

■商品内容：蛍光オレンジ・
グリーン
■タイプ：キーホルダー・
ボールチェーンタイプ
■サイズ：小
ヨコ 35 ミリ×タテ 30 ミリ
大
ヨコ 50 ミリ×タテ 45 ミリ

★期間限定発売です★
■商品内容：組み立て式。20～30 分で完成します。
組み立てには両面テープ、のり、はさみが必要です。
■サイズ：完成時高さ約 28cm
「打ち出の小槌」は実は自らの言葉だった。
「言葉は神なりき」。言葉はオールマイティーの力を
持っているということです。実践してみればわかること
ですが、考えてもわかりません。やってみた人だけに、
とんでもなく楽しい人生がはじまるのです。

讃快喜にあたり、正観さんにありがとうという 気持ちを込め
て作成いたしました。
背景には蓮の花、ありがとうが無量大数（10 の 68 乗）入っ
ています。パッケージは正観さん辞世の句です。
「わが形見、高き青空 掃いた雲 星の夜空に日に月に」
模様は地模様 にありがとうの文字です。
そして色使いは辞世にある情景を イメージし、青空、掃いた
雲、星の夜空、日、月を色で表しました。
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雑貨

小物雑貨

キーホルダー・ストラップ各種

６００円～１０００円

キーホルダー・ストラップ
無量大数ありがとう
■カラー：蛍光グリーン・蛍光ピンク

ありがとうの文字を縦横に組み合わせ、数の最高単位無量大数まで入れま
した。ありがとうのエネルギーをいつも身近に・・・
持っているとあたたかくて楽しくなると好評です。

キーホルダー・ストラップ
ついてますありがとう
■カラー：蛍光グリーン・蛍光ピンク
キーホルダー・ストラップおかげさまもり
■カラー：赤・青
■サイズ： タテ 5.8cm×ヨコ 3.1cm

ついてますありがとうを 10 の 88 乗まで入れました。
言葉の通りついてる出来事が、いっぱい起こっています。
あなたの大切な携帯を今から、ついてる携帯に。

※青のキーホルダー・ストラップのメーカー在庫
は終了しました。現在、うたしショップ在庫のみ
のお取り扱いとなっております。

ストラップ ヒバ楽ぶり（木札）
■カラー：赤・青
■サイズ：ﾀﾃ 4cm×ﾖｺ 1.5cm×厚さ 0.5cm
※紐の色・柄は指定できません。
きんかんキーホルダー・ストラップ
■カラー：赤・青
■サイズ：タテ約 2.1cm×ヨコ約 2.8cm
※きんかんキーホルダー・ストラップのメーカー
在庫は終了しました。現在、うたしショップ在庫
のみのお取り扱いとなっております。
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このお守りには「おかげさま」と「ありがとう」という言葉が入っていま
す。「おかげさま」とは、かげのように寄り添ってくださる守護霊や神さ
ま、さらには友人・知人仲間も神さまのような存在・・・ということです。
人は、そんな「おかげさま」のおかげで生きています。
そんな「おかげさま」へのありがとうの気持ちをお守りにしてみました。
『ヒバ楽ぶり』は ヒバの樹で出来た木札（ ストラップ ）です。ヒバは、
ヒノキ科ヒノキ属の日本にしかない品種の常緑針葉樹で、昔からいろいろ
な製品に使われています。 防虫効果消臭・脱臭効果などの他に癒しの香り
でリラックス効果などがあります。
「きんかん」とは、小林正観さん命名の「金運感謝」の略語です。
「チョーすごいサツ」の絵と「金運感謝」の文字が、表裏に描かれています。
金運は向上を求めるのは、今の状況に文句を言っているのと同じ、
そうではなく現在の金運に感謝で金運感謝としました。

雑貨

ありがとうカウンター

各３１５０円

か ん

げ

小物雑貨

き

ありがとう感元氣ばっち

358 円～420 円

■カラー：ブラック・ホワイト・ピンク
・レモンイエロー・スカイブルー
■素材：ステンレス・プラスティック
カラフルで、ニコちゃんもついた、たのしいカウンター
■素材：ステンレス、プラスチック
です。4
桁の数字が並んで、その数字ひとつひとつに
「あ」「り」「が」「と」が書いてあります。
「ありがとう」を 2 万 5 千回、年齢×1 万回・2 万回・
3 万回と言って、ありがとうの奇跡を楽しんでみません
か。もちろん、「うれしい」・「たのしい」・「しあわ
せ」など色々な言葉をたくさん宇宙になげかけてみるの
も楽しいです。
※ブラック・ピンクは、各ショップ在庫のみのお取り扱いと
なります。

うちわしあわせ

２００円

片面に「ありがとう」の言葉が１７８６個ビッシリと
印刷されています。
反対の面には、うれしい・たのしい・しあわせな言葉が
たくさん書かれています、何種類あるか数えてみても
たのしいです。
うれし・たのし・しあわせな風で、
「うちは、しあわせ～」

■サイズ：レギュラー：直径約 3.1cm
ビッグ：直径約 4.3cm
中に「ありが帝国の住人認定証 ありがとう」の
文字と 「ニコちゃんマーク」の絵があります。
３５８円（レギュラー２個セット）
４８０円（ビッグ２個セット）
４２０円（レギュラー・ビッグ各１個）
※販売終了しました。各ショップ在庫のみのお取り扱いと
なります。

ありがとう百万扇

２０００円

この扇子には「ありがとう」が９６００個と「うれし
い」「たのしい」「しあわせ」「あいしてる」「大好
き」が各４８６個ずつ入っています。
ひとあおぎするたびに、約一万個の「ありがとう」の
風に包まれ、やがて百万の「ありがとう」に満たされ、
同じく、ひとあおぎで約二千個の「思わずにっこりす
るような言葉」の風をおこせます。
※販売終了しました。各ショップ在庫のみのお取り扱いと
なります。
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雑貨

インテリア雑貨

ニコちゃんカバー

１６００円

■サイズ：タテ 55cm×ヨコ 75cm
■カラー：ピンク・ブルー
ありがとうとニコちゃんが、かわいくデザインされた
ニコニコシーツの生地で、（クッション・座布団用）
カバーを作りました。折り込み式になります。
生活の中に「ありがとう」と「ニコニコ顔」を
ちりばめれば、自然と感謝の言葉と笑顔が多くなり、
よりいっそう明るく安らぎを感じる事ができる場に
変わるかもしれません。

蓮花クッションカバー

３４００円

■サイズ：タテ 5０cm×ヨコ５０cm
■カラー：黄・黄緑
泥水の中から立ち上がって、美しく咲く蓮の花。
そんな蓮の花をモチーフにした蓮花布とオーガンジー
から丁寧に手作りされ、素敵なクッションカバーに
なりました。
蓮花がきらきらと輝いているような光沢とやわらかな
手ざわりが心地よい、クッションカバーです。
緑は蓮花布の「蓮花が一輪」
黄緑は蓮花布の「蓮花が八輪」。
※クッションは商品に含まれません。

怪しい話には乗れん・厄よけのれん 2000 円 蓮の蓮（はすのれん）３０００～５０００円

＜グリーン＞

＜ブルー＞

＜ゴールド＞

＜レッド＞

■サイズ：タテ 30cm×ヨコ 85cm
■カラー：ブルー・グリーン・ゴールド・レッド
■素材：ポリエステル 85％、ナイロン 15％
品の良い、可愛い五ツ割れの「ありがとう」のれん。
生地はやらかな極細起毛の高級品。
こののれんには、小さな「ありがとう」が２６６３個、
中心に大きな「ありがとう」 がプリントされています。
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■サイズ：三ツ割：タテ 45cm×ヨコ 85cm
二ツ割：タテ 75cm×ヨコ 85cm
■カラー：グリーン・パープル・ブルー
■素材：ポリエステル 85％、ナイロン 15％
たくさんの「ありがとう」の中に四季蓮暦の写真家：
青木正之さんの蓮の写真があって、とても心地よい
のれんです。
３０００ 円（三ツ割）
５０００ 円（二ツ割）

雑貨

神恵（しんけい）花びん

６０００円

■サイズ：高さ約２３cm

天然水晶ピラミッド

ミニ旗楽喜（はたらっきー）

＜置型タイプ＞

手書きによる「ありがとう」の言葉を入れ、素朴で味わ
い深い花瓶です。自宅や職場で、神恵花びんに花を挿す
ときは、「ありがとう」を言いながら挿し、その後も
「ありがとう」の言葉をかけてみてください。
花が「ありがとう」を吸収し、イキイキとして、その姿
であなたや周りを元気付けてくれるでしょう。
※ご注意 上記のバラは撮影用のものです。
商品には含まれません。

２０００円～

■サイズ：約 2.8cm～3.0cm
■素材：天然水晶
ピラミッドパワーは、さまざまな効果があるといわれて
います。ブラジル産の天然水晶をピラミッド型にカット
しました。 いつでも身近なところに置いて、大地が生み
出した神秘の輝きを楽しんでみませんか。
天然石なので、入荷の時期や国際事情により価格・規格
変動がございます。
価格・規格など、うたしショップにご相談ください。
２０００ 円～
２５００ 円～
３０００ 円～
目安です。

インテリア雑貨

８４０円

＜吸盤タイプ＞

■サイズ：タテ 19.5cm×ヨコ 6.5cm
旗楽喜の店内ディスプレイ判、旗の両面に、招き猫と
ありがとうが印刷されています。
商品の間のアクセントに、楽しいグッズです。
台座は、吸盤タイプとプラスチック置型タイプの 2 種
類が付属しています。

ありがとう壁紙

２４１５０円

■サイズ：巾 91cm×長さ 50m／1 ロール
■カラー：ベージュ
「ありがとう」を言うと、自分も周りも、うれしく、
楽しく幸せになってきます。 「ありがとう」を書いた
コップに結晶の壊れた水を入れておくと、きれいに
結晶がよみがえります。
私たちの身体も 70％が水です。「ありがとう壁紙」を
使ったお部屋でやさしく、温かい空気に囲まれて心地
よさ、リラックスした気分を体全体で味わって下さい。
※販売終了しました。各ショップ在庫のみのお取り扱いと
なります。
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雑貨

絵・写真・カード

限定版

四季蓮まんだら

＜Ａセット＞

４５００円

５０００円

＜Ｂセット＞

■サイズ：9 枚をまんだら状に飾る場合
タテ約 100cm×ヨコ約 95cm
※（１枚）タテ 33cm×ヨコ 30.5cm
四季蓮暦（2004～05 年版）（2005～06 年版）
をラミネート加工し、まんだらとして利用できるよう
9 枚セットにしました。
いつまでも、この穏やかな蓮の花の写真と正観さんの
言葉を、飾っておけるようになりました。
※B セットのメーカー在庫は終了しました。現在、うた
しショップ在庫のみの取り扱いとなっております。

ほほえみ曼荼羅

正観言葉とサトル色紙

３５８０円

■商品内容：文・小林正観 書、絵・斎藤サトル
■サイズ：タテ 27cm×ヨコ 24cm（色紙サイズ）
ご注文をいただいてから、斎藤サトルさんが１点１点、
念を込めて丁寧に描きます。自分だけの一品、組み合
わせを選ぶのもお楽しみいただけます。
※こちらのメーカー在庫は終了しました。現在、うた
しショップ在庫のみの取り扱いとなっております。

ありがとうマンダラー額付きオリジナル原画 50000 円

■サイズ：額：タテ 30cm×ヨコ 39.5cm
■サイズ：タテ 27cm×ヨコ 24cm（色紙サイズ）
原画は足かけ 3 ヶ月費やされた、70cm×70cm の美し
い絵画です。すべての仏が喜びのほほえみで描かれた、
金剛界八十一尊大曼荼羅を色紙にプリントしました。
曼荼羅とは仏教では世界観、天国観、宇宙観、法則性を
図に表したものと言われています。
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「ありがとう」をはじめ、うれしい・たのしい・幸せ
な言葉が様々な色で描きあげられた曼陀羅です。世界
でただひとつ、あなたのイメージにあわせてお作りす
る、「ありがとうマンダラーオリジナル原画」です。
（注文製作・オリジナル原画・額付き・作品にあわせ
たマット付き）
※こちらの品は手書きの為、お届けは、ご注文いただ
いてから数週間かかる場合がございます。

雑貨

額入り絵（キャビネ額・色紙額）木製・ガラス
無量大数ありがとう

３０００円

■サイズ：タテ 237mm×
ヨコ 185mm×厚さ 22mm
※名前入れサービス付き

ありがとうの文字を縦横に
組み合わせて、
数の最高単位無量大数まで
入れたキャビネ額です。

祝福神

３０００円

■サイズ：タテ 237mm×
ヨコ 185mm×厚さ 22mm
※名前入れサービス付き
祝福神のキャビネ額（木製・
ガラス）入りです。
プレゼントに喜ばれている
一品です。

色紙額 祝福神

絵・写真・カード

３０００円～５０００円
ついてますありがとう

3000 円

■サイズ：タテ 237mm×
ヨコ 185mm×厚さ 22mm
※名前入れサービス付き

ついてますありがとうを
10 の 88 乗までいれた
キャビネ額です。

無量大数ありがとう 色紙額

５０００円

■サイズ：タテ 410mm×
ヨコ 380mm×厚さ 30mm
※名前入れサービス付き

ありがとうの文字を縦横
に組み合わせて、数の最
高単位無量大数まで入れ
た色紙額です。

5０００円

■サイズ：タテ 410mm×
ヨコ 380mm×厚さ 30mm
※名前入れサービス付き

祝福神の色紙額（木製・
ガラス）入りです。
プレゼントに喜ばれてい
る一品です。

会社や自宅のお部屋をありがとうと祝福のやさしさ
でつつみます。
「 ありがとう無量大数 」 は‘ありがとう’の文字
が縦横に組み合わせ数の最高単位無量大数まで、
「 ついてますありがとう 」 は‘ついてますありが
とう’の文字が 10 の 88 乗まで、
「 祝福神 」 は、丂つの言葉‘祝福神（うれしい・
楽しい・幸せ・愛してる・大好き・ありがとう・つい
てる）
’が 10 の 192 乗まで入っています。
各種名前入れのサービス付きです。
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雑貨

絵・写真・カード

カード（A3・A4・B5・名刺サイズ）
無量大数ありがとう
Ａ４

7００円～3０００円

無量大数ありがとう

ついてますありがとう

1500 円・Ａ３ 3000 円

700 円

700 円

■サイズ：タテ 8.6cm×ヨコ 5.4cm
■サイズ：Ａ４・Ａ３（ラミネート加工） ■カラー：グリーン・ピンク・ゴールド
■素材：プラスチック
ありがとうの文字を縦横に組み合わ
ありがとうの文字を縦横に組み合わ
せ数の最高単位無量大数まで入れま
せ数の最高単位無量大数まで入れま
した。ランチョンマットにしたり、枕
した。そのカードにご自分や大切な人
の下に入れたりと、使い方は無限大。
達の名前を入れてありがとうのエネ
あなたのヒラメキでご利用ください。
ルギーをいつも身近に…
ニュー感謝カード

1０００円

■サイズ：タテ 5cm×ヨコ 8ｃm
（ラミネート加工）
「四季蓮暦」でおなじみの蓮の花のカ
ードです。4 種類の蓮花それぞれのカ
ードに菩薩・受け入れ・うれしい・今
というテーマがついています。
パワーカード３

１０００円

パワーカード 1

１０００円

ありがとう

パワーカード 2

１０００円

■サイズ：タテ 5.4cm×ヨコ 8.6ｃm

「ありがとう」と「感謝」が 10 の
３５乗個印刷された（目には見えませ
ん）カード。ありがとうの不思議、
ありがとうの奇跡を面白がって楽し
んでみてください。

「ありがとう」と「感謝」が 10 の
３５乗個印刷された（目には見えませ
ん）カード。ありがとうの不思議、
ありがとうの奇跡を面白がって楽し
んでみてください。

ありがとうマンダラー

Ａ４

＜地球＞

■サイズ：タテ 5.4cm×ヨコ 8.6ｃm
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ついてますありがとうを 10 の 88 乗
まで入れました。

■サイズ：タテ 5.4cm×ヨコ 8.6ｃm

＜No.358 宇宙の不思議＞

「感謝」が 10 の 96 乗と「ありが
とう」が 10 の 108 乗個印刷され
た（目には見えません）カード。あ
りがとうの不思議、ありがとうの奇
跡を面白がって楽しんでみてくだ
さい。※販売終了しました。各ショ
ップ在庫のみのお取り扱いとなり
ます。

■サイズ：タテ 8.6cm×ヨコ 5.4cm
■カラー：スカイ・オレンジ・ゴールド
■素材：プラスチック

＜健康＞

＜宇宙＞

１５００円・Ａ３

３０００円

■サイズ：Ａ４・Ａ３
（ラミネート加工）
■種類：全２０種類
１.地球 2.天照 3.神秘 ４.宇宙
5.健康でより美しく豊かに
6.四季の花々 7.変化 8.春夏秋冬
9.祝福 10.般若心経 11.癒しと浄化
12 健康 13.目覚め １４.蓮の花
17.宇宙の不思議 18.家庭円満
19.感謝 20.繁栄 21.導き
24.未来の光
「嬉しい」「楽しい」「幸せ」
「愛して
る」「大好き」「ありがとう」
「ついて
る」など明るくあたたかい言葉で書か
れたカード。複写をラミネート加工。

＜春夏秋冬＞

＜四季の花々＞

他１４種類

雑貨

絵・写真・カード

ステッカー・マグネット

８００円～１５００円

無量大数ありがとう

無量大数ありがとう

ＵＶステッカー（２枚入り）

１000 円

ＵＶマグネット

８００円
■サイズ：タテ 9cm×ヨコ 6.3cm

■サイズ：タテ 9cm×ヨコ 6.3cm
※名前入れサービス付き
（５０セット～）

ありがとうの文字を縦横に組み
合わせ数の最高単位無量大数の
２００倍まで入れました。お好み
の場所（金属製）にペタペタ吸い
付きありがとうを吸い寄せます。

ありがとうの文字を縦横に組み
合わせ、数の最高単位無量大数
まで入れ、さらに 200 倍にした
ステッカー。
ＵＶフィルム加工してあります。

無量大数ありがとう ＵＶマグネット・ステッカー

ステッカー（２枚セット）１０００円・マグネット８００円

ついてますありがとう ＵＶマグネット・ステッカー

ステッカー（２枚セット）１０００円・マグネット８００円
ＵＶマグネット・ステッカーありがとう
■サイズ：タテ 9cm×ヨコ 6.3cm
■カラー：黄・オレンジ・レッド・ピンク・水色・
ブルー・紫

ありがとうの文字を縦横に組み合わせ、数の最高単位無量大数の２００倍までいれました。
ＵＶマグネット・ステッカーついてますありがとう

■サイズ：タテ 9cm×ヨコ 6.3cm
■カラー：黄・オレンジ・レッド・ピンク・水色・
ブルー・紫
ついてますありがとうの文字を縦横に組み合わせ、数の最高単位無量大数まで入れています。
祝福神シリーズ

カード５００円・Ａ４サイズ１５００円・Ａ３サイズ３０００円・ステッカー（２枚）１０００円
マグネット８００円・言葉額１５００円

1.

3.

３種セット

2.

4.

5.

1.祝福神 カード（プラスチック）
■サイズ：タテ 8.6ｃm×ヨコ 5.4cm
2.祝福神 Ａ４サイズ（ラミネート加工）
■サイズ：Ａ４サイズ
3.祝福神 Ａ３サイズ（ラミネート加工）
■サイズ：Ａ３サイズ
※名前入れサービス付き
4.祝福神 ステッカー＆マグネット
■サイズ：タテ 9cm×ヨコ 6.3cm
5.祝福神 言葉額 Ａ４
■サイズ：Ａ４サイズ

商品の背景には「うれしい、
楽しい、幸せ、愛してる、大好
き、ありがとう、ついてる」の
丂つの言葉の文字が 10 の 192
乗入っています。
『うれしい、楽しい、幸せ、愛
している、大好き、ありがとう、
ついてる』の文字を縦横に組み
合わせ数の最高単位無量大数
まで入れました。

UV マグネット 2,400 円 ・ UV ステッカー1,500 円
無量大数ありがとう（全 7 色より１枚）/祝福神（１枚）/
ついてますありがとう（全 7 色より１枚）のセット
■サイズ： 6.3cm×8.9cm

うれしい３種のセットです。
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雑貨

その他

旗楽喜（はたらっきー）

５２５０円

ありがとう・合格・おかげさま・当選稲穂１2００円

お守り型稲穂

■サイズ：タテ 180cm×ヨコ 60cm
職人さんが 1 枚 1 枚手染めにて、製作しました。
黄色地に、やさしい紫色という、配色の、ちょっと目立
ちたがり屋の 1 本です。 にこにこの招き猫が、お客様
を呼び寄せます。店内ディスプレイ用にミニ旗楽喜も
あります。うたしグッズ販売イベントの際に・・・。
商店街にこんな昇り旗を見つけたら楽しいカモ・・・。
尚、旗棒・旗土台はお近くのホームセンター等でお買い
求めください。
※こちらのメーカー在庫は終了しました。現在、うたし
ショップ在庫のみの取り扱いとなっております。
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６００円

■サイズ：高さ 約 5０cm
(お守り型) 約 10ｃｍ
その年に初めて収穫された稲穂を、感謝を込めて、
神さまにお供えしていた故事があります。お部屋または事
務所にまつるものとして、稲穂 3 本を束ねて、御祈願を
したものです。（1 セット 2 束入り）台紙表面にはたく
さんの「ありがとう」が印刷され、感謝の気持ちをいっぱ
いささげます。裏面は貼り付けに便利な両面テープ付。
●大人気の稲穂にお守り型も登場しました。
※手作りの為お届けは、ご注文いただいてから、
お時間がかかる場合がございます。
※ この商品は期間限定商品です。

ファッション雑貨

ありがとけい

11000 円～13000 円

アクセサリー

ありがとけいエレガンス 11800 円～15000 円
■カラー：パステルピンク
（革ベルト）
金環ベルト
金環ベルト・替えベルトは販売
終了しました。
各ショップ在庫
のみのお取り扱いとなります。

■カラー
（金環ベルト

■カラー；

Ｂ
Ａ
グリーン・スウェード
（金環ベルト）
（革ベルト）
金環ベルト・替えベルトは販売終了しました。各ショッ
プ在庫のみのお取り扱いとなります。
上品で高級感あふれる腕時計です。
男女兼用のありがとけいオリジナルは、本革のベルトと、
金環ベルトからお好きなタイプをお選びいただけます。
このありがとけいには、秒針（病身）がありません。
秒針の代わりに採用した透明の回転盤が、文字盤にびっ
しり並んだ「ありがとう」の文字を一秒一秒「あ・り・
が・と・う」と辿っていきます。「今｣を感謝したくなる
時計です。一年間でなんと 6,307,200 回のありがとう
を、私に代わって宇宙に発信してくれます。
１１０００円（革ベルト）
１３０００円（金環ベルト）

ありがとうネッ、クレル？

７５００円

■サイズ：約 51cm（80 玉 + 大玉 1 玉）
大玉はＳＫＰのロゴ入り
■素材：天然の本水晶
天然の本水晶が 81 玉も並んだネックレスです。ＳＫＰ
ロゴ入りの大玉がアクセントとなり胸元を上品な輝きで
飾ります。
カジュアルにもエレガントにもどんなシーンにもよく合
います。水晶は自然状態で振動を発している不思議な鉱
物です。水晶は、疲労回復やストレス解消、安らぎを与
えるなどさまざまな効果があるようです。
この「ネッ、クレル？」は、一つ一つの 水晶玉にたくさ
んの「ありがとう」の 言葉を浴びせかけているので、
普通の水晶以上のパワーを秘めて いるかもしれません。
どうぞ、楽しみながら水晶の持つ 元気効果を味わってみ
てください。※販売終了となりました。各ショップ在庫
のみのお取り扱いとなります。

上品で高級感あふれる腕時計です。
女性専用のありがとけいエレガンスは、本革のパステル
ピンクのベルトと、金環ベルトからお好きなタイプを
お選びいただけます。
このありがとけいには、秒針（病身）がありません。
秒針の代わりに採用した透明の回転盤が、文字盤にびっ
しり並んだ「ありがとう」の文字を一秒一秒「あ・り・
が・と・う」と辿っていきます。「今｣を感謝したくなる
時計です。一年間でなんと 6,307,200 回のありがとう
を、私に代わって宇宙に発信してくれます。
１１８００円（革ベルト） ２０００円（替ベルト）
１５０００円（金環ベルト）

まがったまま

２０００円

■素材：カーネリアン（茶）
・アベンチュリン（緑）
ローズクォーツ（ピンク）
・クォーツ（透明）
タイガーアイ（茶の縞）
まが玉の独特の形状から、 正観さんがダジャレで名づけ
た「まがったまま」。
天然石のまが玉に「ありがとう」の 言葉をかけると・・・。
楽しいことが起こりそうです。
長さ調整ができるひもがついており、かぶって首にかけ
るタイプのネックレスです。※販売終了となりました。
各ショップ在庫のみのお取り扱いとなります。
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ファッション雑貨

ありがとうチタンペンダント

アクセサリー

３８００円

■商品内容：約 23g（紐含む）
■サイズ：ひも長：約 40cm
トップ：タテ約 5cm×ヨコ約 3.8cm
正観さん手書きの「ありがとう」の文字が刻印された
純チタン製のペンダントです。
ペンダントトップはすべて手作りのため、一つ一つが
それぞれに異なった柔らかさと温かみがあります。
ボリュームがありながら、軽く快適なつけ心地です。

感謝いっぱいブレスレット

３８５０円

■サイズ：内径約 S サイズ：14～15cm
内径約 M サイズ：15.5～16.5cm
内径約 L サイズ：17～18cm
■素材：天然石（ナチュラルストーン）
◆健康運タイプ―赤めのう・ありがとう彫刻水晶・アベン
チュリン・カットブラックオニキス
◆愛と絆タイプ―ありがとう彫刻水晶・ローズクォーツ・
ガーネット・ホワイトオーラ・ボタンカット
◆魔除けと癒しタイプ―ありがとう彫刻水晶・アメジス
ト・アクアマリン・ブラックオニキス・水晶
◆仕事運とストレス解消タイプ―ありがとう彫刻水晶・ヘ
マタイトボタンカット・タイガーアイ・ソーダライト・ス
モーキークォーツ
楽しくて、愛があって、感謝いっぱい。そんな生き方が
できれば幸せな人生ではないでしょうか。そんな思いを
込めて、天然石のブレスレットを創ってみました。
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ありがとうぶレす

４３５０円～４７００円

■カラー：S サイズ：18cm （21 玉+大玉 1 玉）
Ｍサイズ ：19.6cm （23 玉+大玉 1 玉）
L サイズ： 21.2cm （25 玉+大玉 1 玉）
大玉はＳＫＰロゴ入り>
■素材：本水晶
本水晶でできたブレスレットです。一粒一粒に「ありが
とう」の言葉を浴び、澄んだ輝きのある本水晶に、ＳＫ
Ｐのロゴの入った大玉 1 玉がアクセントとなっていま
す。水晶は自然状態で振動を発している不思議な鉱物で
す。水晶は、疲労回復やストレス解消、安らぎを与える
など、うれしい効果がたくさんあるようです。
サイズは、S からＬまでご用意しておりますので、男性
の方もお使いいただけます。
４３５０ 円 (S) ４５００ 円 (M) ４７００ 円 (L)
※販売終了となりました。各ショップ在庫のみのお取り
扱いとなります。

無量大数ありがとう ペンダント
１８金：時価／シルバー：11,000 円

■サイズ：タテ 2.2cm×ヨコ 1.4cm
■商品内容：18 金（ペンダントヘッドのみ）
シルバー（40cm チェーン付き）
大人気の蓮のつぼみと合掌をかたどった、
ありがとう無量大数入りストラップと同じ形のペンダ
ントトップです。
18 金・シルバーともにしばらくの間、販売休止とさせ
ていただきます。

ファッション雑貨

四則のつくばいペンダント

８００円

■サイズ：タテヨコ 2.5cm

四則のつくばいイヤリング

１９８０円

■サイズ：タテヨコ 2.5cm

「つくばい」とは、茶室入口の手水鉢のこと。中央の「口」
を中心として右回りに「吾れ唯だ足るを知る(われただた
るをしる)」と読みます。｢私はただ満足することを知って
いるだけ｣という意味の禅の言葉です。
表側に｢し｣の字を中心として、｢うれし｣｢たのし｣｢しあわ
せ｣｢ありがたし｣の文字を配置しました。4 つの法則なの
で、｢四則(しそく)のつくばい｣と名付けました。
この 4 つの言葉をいつも口にしていると、まわりの人が
皆、元気に笑顔になることでしょう。

ありがタイ

アクセサリー・小物

３０００円

■サイズ：幅 9.7cm×長さ 142.5cm
■カラー：
（写真左より）イエロー・ミントグリーン・
サックスブルー・ネイビー・グレー
■素材：シルク 100％
シルク 100％（ヘビーツイル・総裏加工・撥水加工）で、
ＳＫＰブランドマーク入り、ありがとういっぱいのネク
タイです。「ありがとう」の文字が斜めにデザインされ
ています。一見ストライプに見える柄を、よく見れば「あ
りがとう」
びっしりで、話のきっかけにもなります。

「つくばい」とは、茶室入口の手水鉢のこと。中央の「口」
を中心として右回りに「吾れ唯だ足るを知る(われただた
るをしる)」と読みます。｢私はただ満足することを知って
いるだけ｣という意味の禅の言葉です。
表側に｢し｣の字を中心として、｢うれし｣｢たのし｣｢しあわ
せ｣｢ありがたし｣の文字を配置しました。4 つの法則なの
で、｢四則(しそく)のつくばい｣と名付けました。
この 4 つの言葉をいつも口にしていると、まわりの人が
皆、元気に笑顔になることでしょう。

タイタノシック（タックピン）

１５５０円

■サイズ：直径 17.5mm
厚さ 17mm
■カラー：灰色、黒、緑、赤、白（全 5 色）
■素材：陶製
陶製のおしゃれなタックピンです。
留め具がピンバッジになっており、
ネクタイピンに！スカーフ留めに！
「うれしい」「たのしい」「しあわせ」なアイデアが湧い
てきます。
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ファッション雑貨

感謝いっぱいハンカチ「織が尊」

＜Ｎｏ.1＞

小物

２４００円

＜Ｎｏ.２＞

■商品内容：3 枚／1 パック
バラは１枚 ８００円
■サイズ：50cm×50cm
■カラー：
（商品 No．1）ライトグリーン＆サーモンピン
ク＆イエロー
（商品 No．2）白＆ピンク＆ライトブルー
■素材：綿 100％
ありがとうの一文字一文字を、丁寧に縦糸と横糸で織り込
んだ大判タイプのハンカチです。
全色とてもやさしい色調で、絹のような風合いとふんわり
とした手触りが、とてもあたたかく感じられると大好評で
す。敏感肌の方にとても喜ばれています。光にかざすと「あ
りがとう」の文字が見えなくなり、手のひらに戻すと
「ありがとう」の文字が浮かんで見える、とても不思議で
あたたかなハンカチです。洗濯しても、アイロンをかける
と、いつまでもふんわりとした肌触りと光沢がよみがえり
ます。

ありがとうバンダナ

７００円

感謝いっぱいハンカチ

５５０円

■商品内容：１枚
■カラー：ピンク
イエローゴールド
■素材：綿 100％
（絹より高級なローン）

「ありがとう」 の文字や言葉が多いところには色々な支
援や応援が入ることがわかりました。そこで、いつも身に
つけて使え、持ち歩けるハンカチを作りました。
「ありがとう」が 3280 個入っています。人間の体は、
70％が水です。その 70％の水に対して、（ありがとう）
が 3280 個も書かれた物体を触れさせておくと、この（感
謝いっぱいハンカチ）を身に着けていると、頭痛や腰痛が
緩和されたり、よく眠れるようになったなど、たくさんの
ご報告をいただいています。

ごこうの色(ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭｹｰｽ)

３５０円

■サイズ：
タテ５５cm×ヨコ５５cm
■カラー：ネイビーブルー・
スカイブルー・グリーン・
イエロー・ピンク・ブラッ
ク・レッド・オレンジ・紫
（写真左から）
■素材：綿 100％

「ありがとう」の文字がたくさんくっきりと入った中
に、にこチャンマークが 16 個、何ともいえない可愛ら
しさで 顔をのぞかせていて、思わず笑顔が出てしまう、
大判タイプのバンダナです。通気性、手触りのよい綿
100％。
このバンダナは、市販のものに比べるとかなり大きいサ
イズになっています。バンダナとしてだけでなく、いろ
んな場面で活躍してくれそうです。見るだけでうれし
い、選んでたのしい使ってしあわせな気持ちに
なる「ありがとうバンダナ」です。
※スカイブルーは各ショップ在庫のみのお取り扱いと
なります。
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■サイズ：タテ11ｃｍ×ヨコ8.5ｃｍ
■素材 ：オーガンジー
■素材：綿 100％
オーガンジーの生地のかわいいポケットティッシュケ
ースです。
ありがとうバンダナ５色を使ったかわいい玉がアクセ
ントになって
います。

ファッション雑貨

蓮花布

小物

１３００円～２４００円
■サイズ：タテ 53cm×ヨコ 53cm
■柄：一輪・八輪（写真左から）
■素材：綿 100％
大輪の蓮花から溢れ出すエネルギーを感じる一輪と、
複数の蓮花が織り成す、調和の取れたやさしい響きを
感じる八輪の布。
大判のハンカチとして、首に巻いてスカーフとして、
物をつつむ風呂敷にも、美しく用途多様な布です。
綿 100%の心地よい肌ざわりです。
１３００円 （1 枚） ２４００ 円 (2 枚）

蓮（ハス）カーフ 358

３５８０円～８５３０円
■サイズ：A サイズ：タテ 65cm×ヨコ 65cm
B サイズ：タテ 130cm×ヨコ 130cm
■カラー：ブルー・レインボーグラデーション・グレー
A サイズは約６０００個の「ありがとう」
、
B サイズは約２４０００個の「ありがとう」と蓮の花が
デザインされた、蓮（ハス）カーフです。しなやかでや
さしいシースルーとソフト素材の 2 枚です。
様々な、雰囲気のおしゃれが楽しめます。
３５８０ 円 (A サイズ)
８５３０ 円 (B サイズ)

感謝いっぱい帽子

４２００円

■商品内容：A ふちあり・B ふちなし
■カラー：リバーシブルバンダナカラー9 色

1 点 1 点丁寧に縫製され、しっかりとハリのある、贅沢な 1 品です。
リバーシブルの内側は生成り、または表生地とほぼ同色の生地どちら
かをお選びいただけます。
1 点 1 点丁寧に縫製され、しっかりとハリのある、贅沢な 1 品です。
※手作りの為、
柄の出方・サイズなどは多少異なる場合がございます。
※お届けは、ご注文いただいてから約 2 週間～1 ヶ月かかる場合が
ございます。
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ファッション雑貨

財布・名刺入れ・バッグ・ポーチ（小物入れ）

友を呼ぶ財布

＜二つ折り＞
■サイズ：タテ 9.2cm×ヨコ 10.5cm
×厚さ 2cm
■カラー：ベージュ

９８００円～１０８００円

＜札入れ＞
■サイズ：タテ 92.2cm×ヨコ 18.8cm
×厚さ 2cm
■カラー：ベージュ

やわらかな手触りで手になじむ、牛革製。このお財布に縁があって来てくれたお金に、たくさんの「ありがとう」の
言葉で歓迎して、仲間をたくさん連れて帰ってきたくなるお財布です。
「たくさんの仲間を呼んでくれてありがとう。おはよう おかえり」という言葉が入っています。
「おはよう おかえり」というのは関西の言葉。「早く帰ってきてね」との意味です。
９８００円（二つ折り）
１０８００円（札入れ）
『友を呼ぶ財布』は、ご好評頂いており、メーカーでも常に在庫薄の状態です。うたしショップにご注文いただいて
から 1 ヶ月～2 ヶ月ほどお待たせしてしまう場合もございます。あらかじめご了承下さいませ。

友を呼ぶ名刺入れ

３５００円

■サイズ：タテ 7.5cm×ヨコ 11cm×厚さ 2cm
■カラー：ベージュ
■素材：牛革
使えば使うほどやわらかく手になじむ牛革製の名刺入れです。
あなたに会えてありがとう」という気持ちをこめて、
内側にたくさんの「ありがとう」の言葉をプリントして
あります。
名刺をくださった方にも、ありがとうの気持が伝わり、
たくさんの友人を呼んでくれるでしょう。
『友を呼ぶ名刺入れ』は、ご好評頂いており、メーカーでも常
に在庫薄の状態です。うたしショップにご注文いただいてから
1 ヶ月～2 ヶ月ほどお待たせしてしまう場合もございます。
あらかじめご了承下さいませ。
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ファッション雑貨

バッグ

財布・名刺入れ・バッグ・ポーチ（小物入れ）

各種

1

6
1

ありがとうバッグ大

2

１９８０円～１２０００円

3

2

7

8 各ショップ在庫のみ
のお取り扱いです。

4

9

5

10

１２０００円

■サイズ：タテ 33×ヨコ 40×マチ 13 ■入れ口：磁石式ホック

ありがとうバッグ中（ハンカチ）

５８００円

■サイズ：タテ 33×ヨコ 35×マチ 11 ■入れ口：磁石式ホック

3

ありがとうバッグ中（バンダナ）

５８００円

■サイズ：タテ 37×ヨコ 35×マチ 11 ■入れ口：磁石式ホック

4

ありがとうバッグ小

４５００円

■サイズ：タテ 28×ヨコ 32×マチ 10 ■入れ口：ファスナー式

※「ありがとうバッグ大・中・小」は感謝いっぱいハンカチ（全６色）かありがとうバンダナ（全９色）よりお選びいただけます。

5

ありがとう手さげ袋

５８００円

6

ありがとうバンブー

１２０００円

■サイズ：タテ 30×ヨコ 45×マチ 7

7

ありがとうミニバッグ

１９８０円

■サイズ：タテ 19×ヨコ 22×マチ 8

8

旅行に良好Ｂａｇ

３９８０円

■サイズ：タテ 34×ヨコ 33×マチ 9

■入れ口：巾着

9

蓮花バッグ

４８００円

■サイズ：タテ 15×ヨコ 22×マチ 9

■入れ口：磁石式ホック

10

感謝いっぱいハンカチバッグ

４５００円

■サイズ：タテ 16×ヨコ 24×マチ 8

■入れ口：茶巾絞り

■サイズ：タテ 34×ヨコ 41×マチ 10 ■入れ口：ファスナー式
■入れ口：磁石式ホック

こちらの商品は一点一点丁寧に縫製されています。すべて手作りのため、柄・デザインが多少異なります。お届けは、
ご注文いただいてから約２週間～１か月かかります。防水対策には、使用前に防水スプレーをかけてください。
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ファッション雑貨

財布・名刺入れ・バッグ・ポーチ（小物入れ）

ポーチ（小物入れ）各種

９００円～１８００円

1・2

6

3・4

７・８

5

９

1

花ポーチ蓮（れん）大

１８００円

2

花ポーチ蓮（れん）小

９００円

3

蓮花ポーチ大

１８００円

4

蓮花ポーチ小

９００円

5

蓮花ポーチ中

１６００円

■サイズ：タテ 26ｃｍ×ヨコ 15.5cm

6

ありがとう小物入れ

１０００円

■サイズ：タテ 11ｃｍ×ヨコ 6cm

7

ありがとうポーチ大

１５００円

■サイズ：タテ 29ｃｍ×ヨコ 20cm

8

ありがとうポーチ中

１３００円

■サイズ：タテ 24ｃｍ×ヨコ 14cm

9

ありがとうお弁当ポーチ

１６００円

■サイズ：タテ 18ｃｍ×ヨコ 26cm×マチ 9ｃｍ

■サイズ：タテ 25.5ｃｍ×ヨコ 24.5ｃｍ
■サイズ：タテ 12ｃｍ×ヨコ 11cm
■サイズ：タテ 25.5ｃｍ×ヨコ 24.5ｃｍ
■サイズ：タテ 12ｃｍ×ヨコ 11cm

こちらの商品は一点一点丁寧に縫製されています。すべて手作りのため、柄・デザインが多少異なります。お届けは、
ご注文いただいてから約２週間～３週間かかります。
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健康用品

あてにして

１０００円～３０００円

■サイズ：
大：31cm×19cm
中：18cm×18cm
アイマスク：18cm×10cm
■カラー：
チェリーピンク・モスグリーン・イエローゴールド・
ブルー・紫
通気性がよく、シワになりにくい、さらっとした手触
りの「感謝いっぱいハンカチ」の布でトルマリンの
わたをくるんでいます。体にやさしくあてるだけで、
ふわぁとあたたかく感じられます。
１０００ 円 （アイマスク）
３０００ 円 （大、中、アイマスク 3 枚セット）

たまたましい

２７００円～５２５０円

■サイズ：直径 3cm×厚さ 0.3cm
■成分：貼付部：炭粉（野草）、温感剤（天然成分）
本体部：炭粉（野草）
、 樹脂
植物を用いた、 昔から伝わる民間療法の発想を追及し、
炭・薬草・木の実など・・・ 100％自然をベースに
研究しました。
自然界の素材の可能性を引き出し、遠赤外線から起こる
独特な温感刺激でからだに働きかけます。
多くのお客様の笑顔を想いながら丹精込めてひとつず
つ手作りで製造しています。
2700 円 （1 個、専用パッチ 30 枚）
5250 円 （2 個、専用パッチ 30 枚、ポーチ、巾着
つき）専用パッチは単品でもお求めいただけます。
（100 枚入り 1575 円，50 枚入り 790 円）

めぐみの火消

１７００円

■商品内容：１６パッチ／1 袋
めぐみの火消しは、適度な硬さを持った突起物
（プラスチック製）を肌に直接貼ることによって、
痛みやコリの和らぎを感じるパッチです。
（特許取得済）
●ご使用方法
貼り方は簡単で、皮膚を綺麗にして
1) 押して 2) 痛い所に 3) 皮膚を伸ばして
数枚貼る。（お風呂上りがお勧めです）
これだけで今までに類例のない体験ができます。
2～3 時間後には剥がしてください。

ありがとう健康マット「まっすぐ」
６８２５円～７８２５円

■サイズ：タテ 21cm×ヨコ 33cm
高さ 5mm・10mm・15mm
「「まっすぐ」の命名は小林正観さんです。
「心も体もまっすぐになる」ことに加えて、
「まっ、すぐれもの」と「まっ、すぐに効果が出る
んだわ」との意味をかねているそうです。
「まっすぐ」に座ると、骨盤が少し前に倒れ、背骨
はまっすぐで姿勢がよくなります。
姿勢が良くなることで、 呼吸もしやすくなり、
神経や、身体全体が安定します。乗り物でも快適に
過ごすことが出来ます。
６８２５円（5ｍｍ）
７３５０円（10ｍｍ）
７８２５円（15ｍｍ）
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寝具

ありがとう掛けカバー・ニコニコ掛けカバー
３２００円

ありがとうシーツ・ニコニコシーツ
２８００円

↑ありがとう柄

↑ありがとう柄

←ニコニコ柄

■サイズ：タテ 210cm×ヨコ 150ｃｍ(ありがとう)
■サイズ：タテ 240cm×ヨコ 150ｃｍ(ニコニコ)
■カラー：ピンク・ブルー
■素材：綿 100％
この掛カバーとともにおそろいの感謝いっぱいパジャ
マ・ニコニコパジャマで寝ていれば、かなり寝相が悪
くても「保護色」になって寝相の悪さを隠してくれま
すので、上手に活用してください。ありがとうに包ま
れ眠りにつくと、目覚めの良さが格別です。
※ありがとう掛けカバーのメーカー在庫は終了しまし
た。現在、うたしショップ在庫のみのお取り扱いとな
っております。

ありがとう枕カバー・ニコニコ枕カバー
１０００円

←ありがとう柄

たくさんのニコちゃんや、ありがとうに包まれて眠れま
す。思わず、ニコッと笑って”今日も一日ありがとう”
と言いたくなる枕カバーです。
※ありがとう枕カバー（ピンク・ブルー）・ニコニコ枕
カバー(ピンク)のメーカー在庫は終了しました。現在、う
たしショップ在庫のみのお取り扱いとなっております。

ありがとう

■サイズ：タテ 240cm×ヨコ 148ｃｍ
■カラー：ピンク・ブルー
■素材：綿 100％
ありがとうに包まれて、今日も一日ありがとうと、自
分の体に改めて感謝したくなります。また、このシー
ツとともに、おそろいの
感謝いっぱいパジャマ・ニコニコパジャマで寝ていれ
ば、かなり寝相が悪くても「保護色」になって
寝相の悪さを隠してくれますので、上手に活用して下
さい。※ありがとうシーツブルー・ニコニコシーツピ
ンクのメーカー在庫は終了しました。現在、うたしシ
ョップ在庫のみのお取り扱いとなっております。

感謝いっぱいシリーズ

タオルケット
４９００円

↑ニコニコ柄

■サイズ：タテ４３cm×ヨコ６３ｃｍ
■カラー：ピンク・ブルー
■素材：綿 100％
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←ニコニコ柄

■サイズ：タテ１９０cm×ヨコ１４０cm
■カラー：ブルー・ピンク
■素材：綿１００％

「ありがとう」が 4500 個プリントされている
タオルケットです。
蛍光増白剤、無使用。柔軟剤・吸収剤、無使用。

寝具

ありがもう布

１１５５００円

■サイズ：タテ１９８cm×ヨコ１４３cm
■カラー：ベージュ
■素材：木綿、羊毛、合成繊維、レーヨン各繊維に金属
イオンと最良質のトルマリンを練りこんでいます。
丸洗いができ、オールシーズン使えます。肌触りが
良く、まるで母に抱かれたようなやすらぎを感じます。
週 1 回ぐらい天日干しすることで、軽くやわらかく
なり、長く使っていただけます。

ピロー快福(首枕)

３１５０円

■サイズ：幅 35cm×高さ 7cm
■カラー：ピンク・ブルー
■素材：表地 綿 100％ 本体 ウレタンホーム
適度な硬さが、首にとても心地よく、ぐっすり休め
ます。ありがとうのカバー付きで、いっそう心地よ
く目覚められます。
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日用品

ガラスダスター「スマイル」

１８００円

■サイズ：タテ４３cm×ヨコ２４cm
■カラー：ブルー・ピンク・イエロー
「ありがとう」が両面にプリントされたお掃除用の
クロスです。
素材には最先端のマイクロファイバーを使用してい
ます。ガラス、鏡のほか家具・ピアノ・パソコンデ
ィスプレイ・仏壇等も傷つけずにきれいに拭けます。
プラスティック製めがねレンズにもお使いいただけ
ます。
※しばらくの間、販売を休止させていただきます。

フィトンのしずく

７３５円

美顔タオル・トレビガン

８００円

■サイズ：タテ２０cm×ヨコ２0cm
■カラー：ブルー・グリーン・ゴールド・レッド・
パープル・グランドレインボーグラデーション
・文字レインボーグラデーション(写真左上から)
■素材：ポリエステル 80％、ナイロン 20％
（高級服地のスエード生地使用）
「ありがとう」に満ち溢れた、日本で初めての美顔
タオル。毛髪の 1/100 の超極細繊維を最先端技術で
織った、とろりとした肌触りの良いタオルです。
ファンデーションや毛穴の汚れもすっきりきれいに
落とせます。パソコン、携帯電話、アクセサリーを
磨くこともできる優れものです。

ついてるシート

１２００円

■サイズ：直径 3.5cm×厚さ 0.3cm
■商品内容：３０ml／1 瓶
普通の水の何千倍の超微粒子のナノクラスタ水、
森の樹木が作り出す天然物質、フィトンチッド、麦飯石、
でできたメガネクリーナーです。
シュッとスプレーするだけで、メガネレンズの凹凸に
なっている部分まで浸透し、汚れを浮き上がらせてすっ
きり磨けます。約 250 回も使えてたいへんお得です。
※販売終了しました。各ショップ在庫のみの販売とさせ
ていただきます。

45
ありがとう

かわいいニコちゃんマーク型をした超粘着振動吸収
シートです。地震時の OA 機器や家具の転倒防止は
もちろん、家電製品や機械の騒音低減にも 効果があり
ます。どこにでも貼れますので、メモ貼りとしても
使えますし、かわいいにこチャンですので、インテリア
としても楽しめます。
汚れたら水洗いをすれば粘着力が戻りますので、何回で
もお使いいただけます。

日用品

感謝いっぱいシリーズ

１３００円～２５００円

フェイスタオル

タテ 84×ヨコ 32

ブルー・

1300 円

スポーツタオル

タテ 115×ヨコ 39

ピンク

1800 円

バスタオル

タテ 145×ヨコ 80

綿 100％

2500 円

↑スポーツタオル
「ありがとう」がびっしりとプリントされた、「感謝いっぱい
シリーズ」のフェイスタオル、スポーツタオル、バスタオルです。
やわらかな肌ざわりで、心地よいタオルです。
蛍光増白剤、柔軟剤・吸収剤、無使用。
※フェイスタオル、ピンクのメーカー在庫は終了しました。
各ショップ在庫のみのお取り扱いとなっております。
↑フェイスタオル

↑バスタオル

ありがとうろうそく

２１０円～８４０円
■商品内容：10 本／1 袋（詰め替え用）
30 本／1 ケース（CD ケース入り）
■サイズ：長さ 2.3cm
和ろうそく一筋の老舗が、小林正観さんの話を聞いて、ありがとうを転写
して制作したろうそくです。1 本で、8 分間の静寂を味わえます、また、
火をともし、ありがとうを口にする、心地よさは格別です。
２１０ 円（詰め替え用・10 本入り）
８４０ 円（30 本入り）
３１５ 円（真鍮製専用スタンド）

ありがとう線香「招福香」

３１５円～８４０円
■商品内容：5 本／1 袋（詰め替え用）
10 本／1 ケース（マッチつき CD ケース入り）
■サイズ：長さ 7.5cm×幅 0.8cm×厚さ 0.3cm
「ありがとうろうそく」の姉妹品、火をつけると「ありがとう」の 5 文字
が灰の中から現れる不思議な線香。
「福を招く線香」ということで その名も「招福香」（しょうふくこう）
命名・小林正観さんと相成りました。炭を主原料とした板状のお線香です。
はじめに白い煙が出ますが、基本的に無煙・無香です。
３１５円 （5 本入 詰め替え用）
８４０円 （10 本入）
４２０ 円 （専用魔法ペン）
５２５円 （真鍮製専用スタンド）
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食品・健康食品

食品

ありがとう煎餅 蓮の実(粉)入り １３５０円

緑茶黒糖飴

３１５円

■商品内容：１箱(２枚入パック×１０袋)
１箱(２枚入パック×１５袋)
１箱(２枚入パック×２０袋)

１９５０円
２５００円
もございます。

ありがとうの文字と正観さんの描いたニコちゃんを美味
しい手焼きせんべいに入れました。泥の中からきれいな
花を咲かす、蓮の実の粉を入れました。
とっても美味しい「ありがとう」。

キパワーソルト

１５７５円

■商品内容：３８ｇ（約１４粒）／１袋
■成分：茶葉・沖縄産黒糖
有機栽培された茶葉と沖縄産黒糖をまるごと食べること
ができるソフトキャンディです。
歯に付かない特殊製法です。
この茶飴に使用した茶葉は有機認定圃場で有機栽培され
た茶葉を使用しています。
※品質保持上、6～9 月の間は販売休止となります。

べにふうき

いいんだよ

２１００円

■商品内容：３０袋／ 1 パック
■商品内容：２５０ｇ／1 袋
キパワーソルトは、自然環境が保たれた塩田が生み出す、
天然ミネラルをたっぷり含んだ塩です。
還元力（体のさびを取って元に戻す力）と豊富なミネラ
ルで元気な毎日をサポート。
古来から伝承されている製法を守って作られています。
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メチル化カテキンが豊富に含まれた茶葉「べにふうき」
100％のお茶です。
鼻のムズムズ等を感じる花粉飛散の時期にもオススメ
です。香りがよく、飲みやすいお茶です。
眠くなることがありませんので、毎日のお茶として安心
してお飲みいただけます。
べにふうきは生産量が少なく、まだ入手困難な貴重な茶
葉です。数量限定販売です。

食品・健康食品

天使の珈琲

７８７円～１３１２円

おいしさはいかばかり

食品

７００円

■商品詳細：100g／ 1 袋 150g ／1 缶
ありがとうシールを貼った焙煎機で、「ありがとう」
「ありがとう」と言いながら焙煎して出来あがった
天使の珈琲です。コーヒー豆は、日本には 60 袋しか
輸入されない「イブラヒム・モカ」という、モカの
最高級の貴重な豆を使用しています。
豊かな香りと深い味わいをお楽しみ下さい。
ご贈答品（慶弔）にも最適です。
７８７ 円 （袋入り）
１２０７ 円 （缶入り・箱なし）
１３１２ 円 （缶入り・ギフト用箱つき）

ありがとまと・ミニ

５００円～３０００円

■商品内容：200g／ 1 パック
800g／1 箱（200g×4 パック入り）
1.5Kg／1 箱
農薬、化学肥料を使用していない、お子様のおやつにも
喜ばれている、オレンジ色と赤色のミニトマトを収穫
当日に発送いたします。
「ありがとう」と「太陽」をたっぷり浴びたトマトです。
５００円 (200g)
２０００ 円 (800g)
３０００ 円 (1.5Kg)
※ 6 月～10 月上旬までの期間限定販売となります。

■商品内容：１５０ｇ／1 袋
いかのから揚げがたっぷり入った、香ばしいおせんべい
です。
パリッパリの食感と、お口に広がるいかの豊かな風味
が、やみつきになるおいしさです。
たっぷり入っているのでみんなで揃って楽しめます。
おやつに、おつまみにぜひどうぞ。
※販売終了いたしました。

あめがとう

１０５円～７３５０円

■商品内容：イチゴ味・レモン味
3 個／1 袋 10 個／1 袋 250 個／1 袋
日本の伝統技術が光る「金太郎飴」の職人技で、「あり
がとう」の文字が入ったかわいい飴です。
一粒食べるごとに、まろやかな甘さの「ありがとう」が
お口いっぱいに広がります。
１０５ 円 （3 個入り）
３１５ 円 （10 個入り）
７３５０ 円 （大袋お徳用 250 個入り）
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食品・健康食品

まぁ！ドレにする

食品・健康食品

2300～3300 円

■商品内容：シガレット、まっ！ドレーヌ、まっ！ドレ
ヌバニラ、よ～岩ス、クッキー、パウンド類、ポンポネ
ット、メレンゲ （大小により、内容が異なります）
＜大・写真＞３３００円 ＜小＞２３００円
シガレットには、一つ一つ手書きでニコちゃん笑顔を
入れました。マドレーヌ（まっ！ドレーヌ）も食べや
すく小ぶりにしています。バニラ・まっ！ドレーヌも
用意しました。ご家族や友達と楽しい時間を過ごす時
のお手伝いになれば…と、いろんな種類を詰めました。

ありがとうるいぼす

１８９０円

どくだみ健康茶

１０００円

■商品内容：350g／1 袋
■成分：どくだみ・はぶ（実）
・大豆（遺伝子組換ではな
い）
・ウーロン茶・はと麦・はま茶・プアール・よもぎ
特長・・無添加天然素材
漢方薬局が作った‘どくだみ茶’です。
十薬（どくだみ）本来の良さを生かす 8 種の野草を
火入れした、特殊複合ブレンド。
急須で淹れても、煮出しても美味しいです。

発酵鹿角霊芝(はっこうろっかくれいし) 18000 円

■商品内容：３０袋／1 パック
ルイボスティーは古くから南アフリカの原住民の間
で、
「不老長寿の飲み物」として愛飲されてきました。
大地の天然ミネラルをたっぷり含んだ、すっきりとし
た飲みやすいお茶です。
活性酸素を取り除く効果のある、ＳＯＤ様酵素が含ま
れており、美容・健康維持も期待できるお茶です。
口当たりがよく、ノンカフェインなのでお子様にも
妊婦さんもご家族揃ってお飲みいただけます。
電子を茶葉に還元する技術で、茶葉の酸化を防ぎ、
いつも新鮮な状態でお届けします。最高品質のオーガ
ニック茶葉を使用しています。
※販売終了いたしました。
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■商品内容：４００粒／1 箱（200 粒×2 袋入り）
■成分：霊芝・発酵素原液
古来、中国皇帝で珍重されてきた貴重な鹿角霊芝（ろっ
かくれいし）
。免疫系・神経系・血管系・内分泌系
・代謝系の五系統を安定・維持する力が高いと言われて
います。
本品は、発酵させることで、より体に吸収されやすくな
った錠剤タイプの健康食品です。
優れた有効成分が配合された高品質の鹿角霊芝を、お求
めやすい価格で。
お子さまからお年寄りまで、毎日の健康維持にどうぞ。

食品・健康食品

喜葉無苦茶（よろこばなくちゃ）３０００円

■商品内容：30 袋／１パック
■成分： 鹿角霊芝茶・ウーロン茶・はぶ茶・玄米・ドク
ダミ・スギナ・熊笹・ヨモギ・柿の葉・他 17 種類
厳選された 17 種類の原料をブレンドし、遠赤外焙煎で
丁寧に仕上げ、ティーバックにした発酵茶です。毎日の
健康維持にお役立て下さい。
鹿角霊芝は中国の秦の始皇帝が不老長寿の仙薬として
神仙術者（皇帝医）を使って探し求め、日本でも第二十
七代顕宗天皇に「三枝」の名で献上された最上級の霊芝
です。

深海力（うみのちから）ＳＫＰ１０５００円

健康食品

しあわせの青汁

３２００円

■商品内容：３g×３０袋
お得なまとめ買い・定期コースもございます。

純国産・無農薬・有機栽培原料 100％
大分県産有機大麦若葉・大分県産有機緑茶・
大分県産有機ケール・島根県産有機桑の葉使用！

ニューキパワーオリジン

１０８００円

■商品内容：１００粒／1 箱
■成分： 深海鮫肝臓油・ゼラチン・グリセリン
この「深海力（うみのちから）ＳＫＰ」は、深海に棲む
アイザメの肝臓油を壊すことなく、自然に近い形で取り
出した健康補助食品です。
深海鮫の肝臓油の主成分であるスクアレン（不飽和炭化
水素）は、
「食べる酸素」とも呼ばれています。
人間は、食べ物を酸素によって燃やしてエネルギーに
換えています。このエキスは、体の約 60 兆個の細胞に
一つ一つに酸素をたっぷり補い、元気な毎日をサポート
してくれます。
スクアレン 80％のほか、ビタミン A、D、E や
不飽和脂肪酸、スクアラミンなどが含まれています。

■商品内容：８０g(粉)
海と太陽の恵みを受けた塩田からできた
粗塩を、1200℃の高温で長時間燃焼させて作られ
ました。特許取得の製法により作られた安全・安心で、
「天然ミネラル」を豊富に含む塩です。
還元力（体のさびを取って元に戻す力）は、キパワー
ソルトの約 4 倍の強さを持っています。
健康食品としてお召し上がりください。
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食器・台所用品

食器

ありがとう湯呑み Ver.2
ありがとう皿
ありがとう茶碗

＜ありがとう湯呑み Ver.2＞
■サイズ：
高さ約９ｃｍ×直径約７ｃｍ

３０００円
２５００円
２５００円

＜ありがとう皿＞
■サイズ：
高さ約３ｃｍ×直径約１５ｃｍ

＜ありがとう茶碗＞
■サイズ：
高さ約６ｃｍ×直径約１２ｃｍ

筑後の豊かな大地にある日月窯で、ひとつひとつ丁寧に焼き上げられた茶碗・皿・湯呑みです。
正観さんが、使う人お一人お一人の幸せと元気と健康との祈りを込めて直筆で「ありがとう」の文字 540 個を
書いてくださいました。持つと優しく手になじみ、あたたかさが伝わる食器です。

ありがとう１０００コップ 感謝の箸置き
１０５０円

■サイズ：
高さ約１１ｃｍ×直径約６ｃｍ
■カラー：オレンジ
使うたびに元気になりそうな、
明るいオレンジ色のコップ。
一見、普通のオレンジ色のコッ
プに見えるのですが、近くでよ
く見ると・・・。正観さんの直
筆の
「ありがとう」がびっしり！
１０００個の「ありがとう」が
プリントされたうれしいコップ
です。
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４００円

■カラー：白・黒・朱・緑・紺
■素材：陶器
勾玉のかたちをしたかわいい陶製
の箸置きです。
カラフルな５色で食卓を楽しく飾
ります。
普段使いにはもちろんのこと、贈
り物にも最適です。
※白・朱・緑、販売終了しました。
現在、うたしショップ在庫のみの
お取り扱いとなっております。

感謝のはしくれ

４００円

■カラー：
（写真上から）
赤・黒・黄・緑
■素材：天然木
技と伝統の「輪島塗」。手に取ると、
その歴史の深みと、ぬくもりを感じる
優しい感触です。「軽くて、丈夫で、
すべりにくい」と、機能性にも優れ、
使えば使うほど手にしっとりと馴染み
ます。
※全色、販売終了しました。
現在、うたしショップ在庫のみのお取
り扱いとなっております。

食器・台所用品

で・かっぷ

食器

１５００円
■サイズ：高さ約 10ｃｍ×直径約８ｃｍ
■種類：丂福神・で・かっぷ（１１種）
チョーすごい・で・かっぷ
ばーす・で・かっぷ

長者・で・かっぷ
ふぉっと・で・かっぷ（７種）
全２１種

↓＜丂福神・で・かっぷ＞
（正観さんの顔）で丂福神を斎藤
サトルさんが描いています。
中央に正観さんの言葉が入ります。
5.沖縄県与那国島東崎
↓＜ふぉっと・で・かっぷ＞
正観さ ん撮影 の写 真シ リー ズで
す。タヒチ＆ボラボラ島及び沖縄
うるまツアーから選びました。
6.沖縄県波照間島最南端の碑

1.丂福神の絵
2.大富豪
3.特別日

1.いやしのき
7.沖縄県由布島水牛車
↓＜チョーすごい・で・かっぷ＞
2.やすらぎぐも

3.とこなつ

↓＜ばーす・で・かっぷ＞
蓮の花の絵と正観さんの
「誕生祝い」の絵言葉です。

4.自信作
5.この時代
6.誕生祝い
7.うたしズム
8.念を入れて
9.ちょうどいい
10.ありがとうの奇跡
11.過去が積み重なって
↓＜長者・で・かっぷ＞
「わらしべ長者」のストーリー
と正観さんのメッセージ。

4.沖縄県石垣島川平湾
伊豆高原の工房、八幡野窯で、丁寧に焼き丆げられたマグカップです。
正観さんの別荘 （正観荘）で行なわれている合宿での、楽しい会話の中から、たっぷり飲めて、 一口ごとに幸せに
なる「で・かっぷ」が誕生しました。
正観さんのお顔の丂福神や、わらしべ長者の物語の、楽しいイラストとともに正観さんのメッセージが入ったカップ。
正観さんが撮影した美しい風景がプリントされたカップ。など、全 21 種類からお好みのカップお選びいただけます。
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食器・台所用品

食器

元気なコースター

４００円

見ているだけで、思わず楽しくなる斎藤サトルさんの絵
がコースターになりました。裏は「ありがとう壁紙」で
「ありがとう」の文字がたくさん書かれています。
このコースターとしてはもちろん、小物を置いたり、
そのまま飾ったり、お好みに合わせてお楽しみください。
※ただいま販売休止中です。

和の雰囲気で可愛くデザインされた
ありがとうバンダナのコースターです。

８００円

■商品内容：５枚／1 セット
■サイズ：タテ８.９ｃｍ×ヨコ９.５ｃｍ
ラミネート加工。
「ありがとう」が全部で 538 個入っています。
1 枚で二通り楽しめるリバーシブル仕様です。
表には、「愛・感謝」の言葉を中心に放射線状に
「ありがとう」が広がっています。裏には、たくさんの
「祝福神」の言葉とにこチャンが入っています。
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１０５０円

■商品内容：５枚／1 セット
（６種類のうちランダムに５枚セット）
■サイズ：タテ８.２ｃｍ×ヨコ８.６ｃｍ

■商品内容：
表地：ありがとうバンダナ
裏地：黒・ベージュ（全 2 色）

蓮の花ありがとうコースター

ちょっとコースター

ありがとうコースター

１０００円

■商品内容：１０枚／１セット
■サイズ：9.5ｃｍ
かわいいにこチャンマークを中心にカラフルな
「ありがとう」の文字が渦巻き状にデザインされた
コースターです。
使うようになってから、家庭や職場の雰囲気が和やかに
なった、お店に行列ができるようになった、花瓶を置い
たら花が長持ちした、などたくさんのご報告が届いて
います。

食器・台所用品

無量大数ありがとう コーヒースプーン・
カレースプーン
５００円～７００円

■サイズ：コーヒースプーン 12ｃｍ
カレースプーン 18.5ｃｍ
■素材：18-8 ステンレス
金物の本場、新潟県燕丅条で丁寧に作られました。
にこチャンのかわいい刻印、柔らかなカーブに持ち手
の手触りがよいシンプルで飽きのこないデザイン。
口あたりはとてもなめらか、さらに「ありがとう」の
文字が無量大数も入り、食事の時間やティータイムが
待ち遠しくなるようなスプーンです。
500 円 (コーヒースプーン）
700 円 (カレースプーン）

乱笑マット

＜イルカ＞

１０５０円

＜丂福神＞

＜ありがとう＞

食器

無量大数ありがとう ケーキフォーク・
バターナイフ
各５００円

■サイズ：ケーキフォーク・バターナイフ 15ｃｍ
■素材：18-8 ステンレス
「ケーキフォーク」
“幸せを串刺し”
少し大きめのフォークです。お食事用フォークとしては
少し小さめですが、何にでも使えるサイズです。（お子
様や女性の方にはベストサイズ♪）
「バターナイフ」
“幸せをベタぬり”
バターナイフは、バターケースに入れっぱなしの方も多
いはず。 バターやマーガリンが
たくさん（10 の 68 乗）の「ありがとう」につかって、
より美味しくなるかも♪

カフェエプロン（ロング・ショート）2300 円～2700 円

＜花＞

＜水＞

■サイズ：Ａ４サイズ
■柄：イルカ・丂福神・花・ありがとう・水
斎藤サトルさんが描いた、イルカやにこチャン、
丂福神などみんなが乱れ笑っている楽しさいっぱいの
ランチョン（乱笑）マット。
裏面には「ありがとう壁紙」の生地を使用しているの
でしっかりとした厚みがありパウチで加工していま
す。このランチョンマットで食事をしたら、より一層
家族や仲間と楽しい時間が過ごせそうです。
一枚一枚が手作りの品となっています。

■サイズ：ロング 丄 50cm ショート 丄 33cm
■柄：万地 2 色（白、黒）×バンダナ 9 色×
柄 2 種（A タイプ、E タイプ）×
着丄 2 種（ロング、ショート）
綿 100％、「ありがとうバンダナ」をあしらった
ステキなカフェエプロンが出来ました。組み合わせ
いろいろでオリジナルのエプロンが出来丆がります。
全種便利なポケットが付いてます。
２３００ 円 （ショート）
２７００ 円 (ロング）
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食器・台所用品

台所用品

ありがとうお弁当ポーチ

１６００円

ありがとう・まな板

３０００円

■サイズ：タテ 23cm×ヨコ 43cm×厚さ 2.8cm

■サイズ：タテ 18cm×ヨコ 26cm×マチ 9cm
■カラー：ありがとうバンダナ（全９色）
「ありがとうバンダナ」で作られた、カラフルでかわ
いいお弁当ポーチが出来ました。
愛情のこもったお弁当をこの手作りのお弁当ポーチに
包んだら・・・、お昼の時間が待ち遠しくなりそう
です。綿 100％でお手入れもらくらくです。

無量大数ありがとう 包丁

４3００円

「ありがとう・まな板」は、奈良県の吉野の深山で、
大地のエネルギーをたっぷり吸収した樹齢 100 年以上
の厳選した桧材を使用しています。まな板のサイドに、
ありがとうの文字が焼印してあります。焼き版を使用の
ため色にムラがありますが、これが、手作りのいい味に
なっています。
マイナスイオンを発している香りのよい桧材で、
リラックスしながらお料理を楽しめます。
※販売終了いたしました。現在、うたしショップ在庫
のみのお取り扱いとなります。

まねいた（まな板）

まねいた福（宝船）

■サイズ：刃渡り 16.8cm 柄 12cm
金物の町、燕三条で作られた軽くてよく切れる高品質の
包丁です。にこチャンのマークの刻印と「ありがとう」
の言葉が無量大数入り、切るたびに「ありがとう」が
伝わっておいしくなりそうです。
野菜、肉、魚切と三通りに使える便利な三徳(万能)包丁
ですので、毎日のお台所にうれしい一本です。
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3000 円

まねいた吉（打ち出の小槌）

まねいた幸（蓮）
■サイズ：タテ 19cm×ヨコ 30cm×厚さ 0.9cm
■柄
：まねいた福（宝船）
まねいた吉（打ち出の小槌）
まねいた幸（蓮）
積層プラスチックで出来た、
古くなったら剥がせるタイプのまな板です。

バス・トイレ用品

うすさま明王色紙

５００円

うすさま（烏枢沙摩）明王像

３０００円

■サイズ：タテ１３.５ｃｍ×ヨコ１２ｃｍ
臨時収入があるかも知れないというようなワクワク楽し
い気持ちでトイレをきれいにすると、この神様も微笑ん
でくれるようです。
御真言は「オン・クロダノウ・ウンジャク・ソワカ」で
す。この絵はお便所の神様なので”台座”を”便座”で
描かれています。

うすさま明王カード（正観さんバージョン）５００円

■サイズ：タテ 14.8cm×ヨコ 9cm×厚さ 1.8cm
■素材：プラスチック製
この像は山梨の龍華院さんが所蔵 されていた烏枢沙魔
明王を複写し、 さらに開眼供養しております。
とても、りりしいお姿のトイレの神様です。
わたし達のトイレ掃除を見守ってくれるお陰様。

笑顔でジャンプ―

１８００円～５０００円

■商品内容：３００ｍｌ・１０００ｍｌ

■サイズ：高さ８.６ｃｍ×直径約５.４ｃｍ
大好評の「うすさま明王色紙」に 続く第 2 弾。
明王様の顔が正観さんになって、 カードサイズになりま
した。財布などに入れて持ち歩けるので、外出先でも楽
しくイレ掃除の実践ができると、大好評です。

3 つの地中海原産の天然ハーブ（ラベンダー・ペルペ
チュア・シスタシア）を効率よく配合したことで、
体の健康や幸せ感と密接な関係のある脳内ホルモンの
ひとつ、
“β-エンドルフィン”をひきだします。
地肌に直接触れるものだから、髪の毛だけでなく、
体の健康も考えられた、優しいシャンプーです。
髪に健やかさと潤いを、さらにβエンドルフィン効果
で悦びを与えます。
１８００ 円 (300ml) ５０００ 円 (1000ml)
メーカー在庫は終了しました。現在、うたしショップ
のみのお取扱いとなっております
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バス・トイレ用品

リューコ・コスメティックス

ヘアケア・ボディシリーズ

ありがとう森のいのち

３１５０円

６０９０円～８６１０円
グランシャンプー
■金額：６０９０円
■内容量：４００ｍｌ

グラントリートメント
■金額：８６１０円
■内容量：４００ｍｌ

ボディシャンプー
■金額：６６１５円
■内容量：４００ｍｌ
メーカー在庫は終了しました。
現在、うたしショップのみのお取扱
いとなっております
お肌の事を知り尽くしたエステサロンから誕生した、
高品質のヘアケア・ボディシリーズです。
「ありがとう」の心のエッセンスも沢山入った、今まで
とは違う仕上がりを奥から感じていただける商品です。

ありがとうサンゴや！

５７７５円

■商品内容：入浴剤 ３００ｍｌ
■成分：サンゴ貝化石
大変珍しくて貴重な「サンゴ貝化石」を原材料とする、
浴用入浴剤です。サンゴ貝化石の持つ 15 種類以上の
ミネラルが溶け出し、 弱アルカリ性ミネラルたっぷりの
お湯になります。
サンゴパワーのうれしい効果
・疲れた体に効果的
・お肌がしっとりつやつやに
・さめ肌がすべすべに！
・ぬるめのお湯で半身浴をするとストレス解消や冷え
美容に効果的！
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メーカー在庫は終了し
ました。
現在、うたしショップ
のみのお取扱いとなっ
ております

■商品内容：入浴剤 ３００ｍｌ
■成分：天然ヒノキチオール、ユーカリ油
森に抱かれているようなゆったりとした気分でバスタ
イムが楽しめる浴用入浴剤（濃縮タイプ）。
天然ヒノキ・ユーカリ油配合、天然成分 100％で気分
爽快。天然ヒノキチオールは、優れた浄化作用を持ち、
お肌を清潔に保ちます。除菌･抗菌作用もあり、浴槽や
風呂釜を清潔に保ち、カビの発生も抑えます。
フィトンチッドの働きにより(下記参照）、仕事後の疲
れを取り除き、精神の安定を促し、リラックスさせ、
安眠をもたらします。 あせもや荒れ性、しもやけ、
冷え性などにお役立てください。（医薬部外品）

化粧品

ありがとうクリーム

４０００円
■商品内容：５０ｇ
電気を発生する不思議な鉱石“トルマリン”
■成分：トルマリンパウダー・ のクリームです。さわやかな香りで、伸び
セタノール・パラベン
が良くさらっとした使い心地です。
トルマリンが発生する、遠赤外線やマイナ
スイオンで、
・健康に ・ダイエットに
全身にお使いいただけます。
●トルマリンについて別名「電気石」と呼ばれ、微弱電流を半永久的に
発生する鉱石で、さまざまな特性があります。
①マイナスイオン発生
②微量ミネラルの含有（健康維持）
③体に良い遠赤外線の放射
※販売終了いたしました。各ショップ在庫のみのお取り扱いとなります。

ありがとうパワージェル

１０００円～４０００円
■商品内容：小：35g 大：150g
■成分：トルマリン・精製水・食添用有機酸・ケイ酸塩鉱物・
植物性由来天然高分子（多糖体）
・
グリコール系保湿剤食添用防菌・防黴剤
マイナスイオンや遠赤外線を発生するトルマリンの鉱石をジェル化
し、体のありとあらゆるところに使えるジェル。トルマリンの粉末を
高度な技術で配合しているので、品質劣化をほとんど起こしません。
１０００円 (小）４０００ 円 (大）
●トルマリンについて別名「電気石」と呼ばれ、微弱電流を半永久的に
発生する鉱石で、さまざまな特性があります。
①マイナスイオン発生
②微量ミネラルの含有（健康維持）
③体に良い遠赤外線の放射
※販売終了いたしました。各ショップ在庫のみのお取り扱いとなります。

ありがとうマスク（フェイスマスク）

２８００円
■商品内容：フェイスマスク（２枚）
■成分：酸化チタン・アパタイト・セラミック・トルマリン・
（光触媒医療用製品として、特許出願済み）
素肌自身が美しく健康になろうとする力「肌活性力」
。
この力を充分発揮させ、素肌本来の力を保つフェイスマスクです。
「ありがとう」を隙間なくプリントしたフェイスマスクで毛穴の奥の
汚れをしっかりと吸着。素敵な笑顔とともに、輝く、美しい素肌に。
●ご使用方法
①フェイスマスクに水分を含ませます。
②10～15 分間、洗顔後の顔に密着させます。
(入浴後の毛穴が開いている状態が効果的です。
）
③ご使用後、美容液等でお肌を整えてください。
④ご使用後のマスクは洗って乾かして、繰り返し 6～7 回ご使用いただ
けます。
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化粧品

スマイルエンジェル

ジェルクリーム

１８３８円～６８２５円

■商品内容：ディスペンサー：500g
詰め替えパウチ：500g
ボトル：80ｇ
■成分：水・ＢＧ・グリセリン・ビワ葉エキス・オリーブ葉エキス・
レパゲルマニウム・オリーブ油・トコフェロール・スクワラン
・アルギニン・カルボマー・エタノール・メチルパラベン

私たちの体と同じように主成分が水のジェルクリームです。
年齢とともに減っていく体の水分を、お肌から直接補うことができます。
よく伸びるジェルクリームは、お肌によくなじみ、さらっとしながらも
しっとりと潤います。
洗顔後のお肌にワンプッシュを手に取り、お水でパックするようにやさし
くのばしてください。
水なので、「ありがとう、ありがとう・・・」とジェルクリームにも体に
も声をかけながら使うと、さらにお肌プルプルになるかも！
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文具

大輪蓮花年暦
１8００円

四季蓮暦（しきれんごよみ）
１8００円

■商品内容：全 2 枚ポスタータイプ
201３-201４年度版
写真・青木正之
■サイズ：タテ 51.5cm×ヨコ 72.8cm

■商品内容：全 9 枚綴り（表紙＋8 枚）
2012-2013 年度版
文・小林正観 写真・青木正之
■サイズ：タテ 42cm×ヨコ 29.7cm

今回も「青木正之さん」の蓮花の
写真です。感謝を込めて年中明るい笑
顔でその場がおだやかに楽しく元気
になることを祈り作製しました。
お得なセット販売も特別価格です。
大輪蓮花暦＋蓮花布
3100 円

今回も「青木正之さん」の蓮花の
写真です。朝露に潤ってキラキラ輝い
てる蓮花の写真に、小林正観さんが
とても素敵な言葉を添えました。
お得なセット販売も特別価格です。

無量大数ありがとう カレンダー

２８００円

■商品内容：ラミネート加工
（シールつき）
■サイズ：Ａ３サイズ
一日ずつに感謝を込めて 付属のに
こチャンシール（365 枚つき）を
貼ります。使い方は工夫次第。
朝貼るもよし、夜貼るもよし。
ありがとうありがとうの 365 日。

四季蓮暦＋蓮花布

2900 円

無量大数ありがとう 卓上カレンダー

１５００円

■商品内容：１か月１枚＋年表
１枚／１セット
■サイズ：縦 14cm×横 12.5cm
（ＣＤケースサイズ）
お店や会社の販促宣伝用に・・・
1 枚 1 枚にありがとうが 10 の 68
乗入っています。

う・た・しごよみ
１８００円

■商品内容：全３１枚綴り
文・小林正観
画・足立幸子
■サイズ：Ｂ５サイズ
「嬉しい・楽しい・幸せ」の頭をと
った「う・た・し」のカレンダーで
きました。
31 日分のステキな絵と言葉です。

宇宙賛歌日めくりカレンダー
１８００円

■商品内容：全３１枚綴り
文・小林正観
書・神光幸子
絵・斎藤サトル
■サイズ：Ｂ５サイズ
読んでいるだけで心に染み、心も身体
も元気になる、 仏絵の日めくりカレン
ダーです。日にちのみのカレンダーな
ので、何年でもお使いいただけます。

60
ありがとう

文具

ツキをよぶ月めくり言葉

シールリラクゼーション

１２６０円

４００円

無量大数ありがとう 100 倍
シャワーシール
１０００円

■商品内容：ありがとうのカード
（台紙）とシールのセット
■商品内容：全カラー１４枚
10cm×21cm
何年でも使える『月めくりカレンダ
ー』でありながら、切り取ればハガ
キとしても使えるようになってい
ます。
正観さんの書籍『運命好転十二条』
をもとに 12 カ月の楽しい実践が書
かれています。

シールリラクゼーション
４００円

■商品内容：75 ピース／1 セット
（大 10、中 15、小 50 ピース入り）
にこチャンとありがとうのシール
■サイズ：
大：タテ 3.5cm×ヨコ 3.0cm
中：タテ 2.0cm×ヨコ 1.8cm
小：タテ 1.3cm×ヨコ 1.2cm
ノートやパソコン、愛車、手紙や机
など身の回りの小物に貼ると、ほっ
と心がなごみます。
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ありがとうをカウントするのが、
たのしくなるカードです、シールも
にこチャン顔で、貼るたびに思わず
ほほえんでしまいます。
全部貼ると 5,000 回のありがとう
になるタイプと 50,000 回になる
カードを用意いたしました。
カードがたまる＝ありがとうがたま
る喜びを味わえます。

ありがとうシール

■商品内容：１シート ５ピース
■サイズ：巾 3cm・2cm・1ｃｍ
（大・中・小）
ありがとうの文字を縦横に組み合わ
せ、数の最高単位無量大数の 100
倍まで入れました。皆さんに車や
印鑑、電気製品、コンピューター、
ステレオなで試していただきとても
好評なので発売となりました。

祝福神シール
５００円

５００円

■商品内容：１シート
（大 8 ピース小 10 ピース入り）
■商品内容：大：24 ピース／1 セット
（6 ピース×4 シート入り）
小：20 ピース／1 シート
■サイズ：大約４cm 小約 1.9ｃｍ
カラフルな「ありがとう」が螺旋状に
デザインされた円形のシールです。

祝福神の 7 つの言葉（うれしい・
たのしい・しあわせ・あいしてる・
だいすき・ついてる・ありがとう）
を 7 星陣に集めシールにしました。
隙間ににこチャンもはいっていま
す。※祝福神シールは販売終了
しました。うたしショップ在庫のみ
のお取り扱いとなっております。

文具

うれしーる

１００円

理由なきハンコシリーズ

１５００円

＜マネー来スタンプ（ありがとう）＞

＜縁じぇるスタンプ（感謝します）＞
※縁じぇるスタンプ・ホッと系スタン
プは販売終了しました。うたしショッ
プ在庫のみのお取り扱いとなってお
ります。
＜ホッと系スタンプ（おかげさま）＞

■商品内容： １枚 ２０ピース
■サイズ ： 直径 19ｍｍ
■価格
： １００円

８枚の淡いピンク色の花びらひとつひとつに
「ありがとう」と書かれたかわいいお花柄のシールです。
柔らかなデザインに心なごみ、使うたびに嬉しくなる
ような「うれしーる」です。

ありがとうゴム印

１３８０円

■サイズ：タテ 1.8cm×ヨコ 1.8cm×高さ 6.1cm
「難転じて福」の南天自然木にありがとうを刻んだも
のを、押印し、その印影をゴム印に作りかえた「感謝
印章」です。有り得ないことが有って有りがたし、
難転じて福、難が有ることが有難い福のもと「ありが
とう」の感謝に転ずる。
手紙や書類のワンポイントにいかがですか?
※販売終了しました。うたしショップ在庫のみのお取
り扱いとなっております。

■商品内容：３種類
■サイズ：タテ 3.5cm×ヨコ 3.5cm×高さ 6ｃｍ
少し大きめのボリュームのあるスタンプです。
大切な方へのお便りや 周りの皆様へ「ありがとう」の
感謝を込めたポイントにご活用ください。

祝福神

判がと

１５００円

■サイズ：タテ 5.3cm×ヨコ 3.3cm×高さ 6.3cm
■柄：うれしい・楽しい・幸せ・愛してる・大好き・
ありがとう・ついている
祝福神を寄せ集める、くまでの絵で判を作りました。
「くまで」は酉の市で売られる、お金や幸福を寄せ集め
るという縁起のよい飾り物です。
※「ありがとう」は販売終了しました。うたしショップ
在庫のみのお取り扱いとなっております。
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喜びニジますペン

３３０円

いいタッチいたち筆

1800 円～2000 円

■商品内容：面細筆・細筆
■サイズ：２３.５ｃｍ

■商品内容：３本/１セット（色合わせ自由）
■カラー：赤・黒
七色の紙に祝福神の言葉 「うれしい・楽しい・幸せ・
愛してる・大好き・ありがとう・ついてる」 が白字で印
刷され、軸に入れてある、楽しいボールペンです。手作
りのため、発送にお時間がかかる場合がございます。

天知る、地知る、ペンも知る

３１５円

■商品内容：３本／１セット
うれしい、楽しい、幸せの 「ありがとうペンシル（鉛筆）」
誕生です。カラフルなレインボーカラーに 「ありがとう」
がいっぱい。 くるくる回して「ありがとう」。
まっすぐ読んで「ありがとう」。
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高級筆シェア日本一の豊橋にて誕生した、約 9,600 個
のありがとうで包まれたイタチ筆。細筆は表面の長い
毛は全て、 面細筆にいたっては芯まで全てイタチの毛
を使用し、 使い手の意志を忠実に伝えてくれるため、
腕前が一段上がったような 気持ちにさせてもらえる、
う・た・しな筆です。
１８００円 （面細筆）
２０００ 円 （細筆）

無量大数ありがとう 下敷き

１８００円

■サイズ：Ｂ５サイズ
ありがとうの文字を縦横に組み合わせ、数の最高単位
無量大数まで入れた下敷き。
勉強がはかどり集中できると評判です。

文具

ありがとうレターセット

３０００円

■商品内容：
●Ａ４レターヘッド ４色/８枚●Ｂ５便箋（縦）４色/８枚
●Ｂ５便箋（横）４色/８枚●Ｂ５ ３／１サイズ便箋 ４色/８枚
●封筒 洋２ ４色/３枚●封筒 洋６ ４色/３枚
●封筒 洋（ギフト用）４色/３枚●両面カード ４色/３枚
●ハガキ 花模様 ４色/３枚●ハガキ 文字 ４色/３枚
●花シール２０ピース●にこにこシール２０ピース●ファイルケース

もりだくさんのレターセットです。ご家族・友人知人・
お世話になった方に「ありがとう」の気持ちを送りましょ
う。ありがとうがいっぱい印刷された、レターセットで
開いて取り出すのも楽しいです。
素敵なハードケース付きです。
※現在、販売休止中です。うたしショップ在庫のみの
お取り扱いとなっております。

ありがとうハガキ

１５０円

■商品内容：5 枚／1 セット（5 種類各１枚入り）
ありがとうで描かれた《 もみじ・とんぼ・ひまわり・
桜・雪 》の柄の便せん
■サイズ：タテ１５ｃｍ×ヨコ１０ｃｍ
「ありがとう」で書かれた四季の絵が 5 種類入ってい
ます。淡くやさしい色使いです。
地模様にも「ありがとう」がびっしり入っています。

ありがとう便せん

３００円

■商品内容：15 枚／1 セット（5 種類各 3 枚入り）
ありがとうで描かれた《 もみじ・とんぼ・ひまわり・
桜・雪 》の柄の便せん
■サイズ：タテ２６ｃｍ×ヨコ１８ｃｍ
「ありがとう」で書かれた四季の絵が 5 種類 入ってい
ます。淡くやさしい色使いです。
地模様にも「ありがとう」がびっしり入っています。

喜びの蓮花

１２００円

■商品内容：10 枚／1 セット（10 種類各 1 枚入り）
蓮の花と喜びの言葉のハガキ
■サイズ：タテ１０ｃｍ×ヨコ１５ｃｍ
蓮の花の写真を絵葉書にしました。
文・小林正観
正観さんの素敵な言葉とともに、穏やかなやさしい物に
しあがりました。※販売終了しました。うたしショップ
写真・青木正之
在庫のみのお取り扱いとなっております。
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笑顔の結晶

８００円

祝彩－しゅくさい－

１２００円

↑おまけ ありがとうシール

■商品内容：8 枚/1 セット（2 種類各 4 枚入り）
水の結晶のハガキ
絵・斎藤サトル
■サイズ：タテ 14.8cm×ヨコ 10cm
水の結晶 をイメージして描いたイラストを絵葉書にし
ました。
幸せな人の体内の水の結晶はニコニコかもしれません。

（誕生）祝いの詩（うた）

８００円

■商品内容：10 枚／1 セット（10 種類各 1 枚入り
＋オリジナルありがとうシール付）
文・小林正観 絵・斎藤サトル
■サイズ：タテ１５ｃｍ×ヨコ 10.5ｃｍ
便りを書いた人、そしてもらった人が祝福されるよう
な気持ちになっていただきたい、と思い制作しました。
※販売終了しました。現在、うたしショップ在庫のみ
のお取り扱いとなっております。

宇宙賛歌ハガキセット①・②

①

■商品内容：8 枚／1 セット（8 種類各 1 枚入り）
文・小林正観 書・神光幸子 絵・斎藤サトル
■サイズ：タテ１５ｃｍ×ヨコ 10.5ｃｍ
「"誕生祝に使えるハガキ"を作って欲しい」、という
多くの人からリクエストを受け、出来上がったハガキ
セットです。
それぞれに、とても綺麗な 天使が描かれています。
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８００円

②

■商品内容：①8 枚／1 セット（8 種類各 1 枚入り）
②8 枚／1 セット（8 種類各 1 枚入り）
宇宙賛歌日めくりカレンダーからセレクトしたハガキ
文・小林正観 書・神光幸子 絵・斎藤サトル
■サイズ：タテ 14.8cm×ヨコ 10cm
にっこり顔の仏様と、思わず納得の言葉の組み合わせ、
便りを出すのが楽しみになります。

文具

小林正観絵言葉書集①

１５００円

■商品内容：15 枚／1 セット（15 種類各 1 枚入り）
写真、文･小林正観
■サイズ：タテ１５ｃｍ×ヨコ 10.5ｃｍ
2003 年 10 月、タヒチ島やボラボラ島、イースター島
などを訪れてきました。撮った写真を見た方が「心が広々
とする」「安らぐ」「なんか幸せ」と言ってくださった
ので、「安らぎの写真+お礼の言葉」で絵葉書を作ること
にしました。「えことばがき」集です。
この絵言葉書集は、「親愛なる人」に「喜びを込めて」
書き送るために企画しました。 なるべく愚痴や泣きごと
を書かないように。この葉書は「喜び」と「幸せ」と「感
謝」だけを伝える、とても偏った目的のものなのです。

光楽園薬師如来

１５０円

■商品内容：１枚入り 絵・斎藤サトル
■サイズ：タテ 14.8cm×ヨコ 10cm
とても穏やかで優しいお顔の薬師如来の絵ハガキです。
薬師如来とは、名の如く病を治す薬の仏様として祭られ
てきました。奇し（クシ）の神様として、気づきやイン
スピレーション、不思議な力が及ぼす健康回復の神とも
いわれています。
うたし保養所「光楽園」の裏山、「高尾山」が薬師如来
をおまつりしていることから、描かれたものです。

小林正観絵言葉書集②

１５００円

■商品内容：15 枚／1 セット（15 種類各 1 枚入り）
写真、文･小林正観
■サイズ：タテ１５ｃｍ×ヨコ 10.5ｃｍ
この「絵言葉書集」は、斎藤サトルさんの仏絵（ ぶつ
え）に、正観さんの「お礼の言葉」を添えたものです。
改めて「ありがとう」や感謝の念を伝えたいのだけれ
ど、わざわざ伝えるのがちょっと、という人向けに、
この「絵言葉書集」を作りました。お礼や喜びや幸せ
を伝えるためのものなので、愚痴や泣き言を伝えるた
めには使わないほうが良いかもしれません。

ありがとうコミュニケーション

２００円

■商品内容：50 枚/1 セット（2 種類各 25 枚入り）
「ありがとう」と「ついてますありがとう」の付箋
■サイズ：タテ 7.5cm×ヨコ 2.5cm
大好評のシールリラクゼーションの姉妹品。
何かと考えてしまうことが多い現代の、上手なコミニケ
ーショングッズ。そのまま貼るも良し、ちょっと一言
書き足せば とってもたのしくついてる、展開が思わぬ
ラッキーな方向になるかも。
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メイモん手帳

２００円

※販売終了しました。
現在、うたしショップ
在庫のみのお取り扱
いとなっております。
■サイズ：タテ 14.8cm×ヨコ 10cm
表紙がカラフルなパステルカラーで、「ありがとう」が
いっぱい書いてあり、中を開けばとても細かい「ありが
とう」で罫線が引かれているメモ帳です。
講演会のメモはもちろん・面白がりノート・共通項ノー
ト・掃除ノート・ありがとう（感謝）ノート・笑いノー
トを作って、いろんな法理法則を現象の中から読み取っ
て、使いこなしていくと、人生がとても面白くなります。
同じ柄の鉛筆「天知る、地知る、ペンも知る」も一緒に
ご利用ください。

もっ手帳(もってちょ)

９８０円

■サイズ：タテ 18.2cm×ヨコ 13cm
正観さんが私たちに残して下さったたくさんの言葉は、
日々を「うれしい」「たのしい」「しあわせ」にしてくれ
るヒントがたくさん詰まっています。
このもっ手帳(もってちょ)はコンパクトに持ち運びがで
きる手帳カレンダーに、正観さんの言葉が入っています。
みなさまの日々の生活にお役立てください。
もってちょをつかってちょ。
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蓮花しおり

５００円

■商品内容：7 枚／1 セット（7 種類各 1 枚入り）
文・小林正観 写真・青木正之
■サイズ：タテ４.５ｃｍ×ヨコ１４.５ｃｍ
美しい花と共に、小林正観さんの言葉が自然と目に入
り、「自分がどのように生きるか」を再確認できます。
「蓮の花の写真を飾っておいたら家のなかがおだやか
になった」等の報告がありました。
蓮の花にはその姿、色合いから、人が穏やかになる、
何か不思議なパワーを、秘めているかもしれません。
物事を受け入れて、感謝してニコニコして生きて行こ
うとしている私達の助けになりそうです。

たのしーる・ハガキ・セット

３００円～

■たのしーる ベーシック編・ダジャレ編 ２枚３２ピース
■たのしーるハガキＡ・Ｂ ６枚入り
５００円
■しあわセット ７５０円
正観さんが教えて下さったことのひとつに「人に『うれ
しいたのしいしあわせ』と喜ばれ、自分もう・た・しと
思えるように」という言葉があります。
「うれしーる」が
あるから「たのしーる」もあったら楽しいよね、と話が
盛り上がり、完成いたしました。
ダジャレ編はハガキもあります。お好きな１つずつを選
んでお得な「しあわセット」もあります。

文具

感謝いっぱい包装紙

5０円

■商品内容：１枚
■サイズ：タテ５４.５ｃｍ×ヨコ７８.８ｃｍ
イラストは、ＣＤ「お礼の歌」のジャケットや、
「悟りは
3 秒あればいい」
、雑誌「ゆほびか」などで挿絵を描いて
いる中野妙子さんです。虹色にたくさんの「うたし（う
れしい・たのしい・しあわせ）
」の言葉、愛らしいイラス
トとニコちゃんの柄です。
贈る人の笑顔を思い浮かべながら包んでいると、思わず
にっこり笑顔になりそうです。

ありがてぇ～プ

３１５円～８４０円

■商品内容：2 本／1 セット（ピンク、グリーンセッ
トテープカッター付き）テープのみ（レフィル）
■サイズ：幅 1.5cm×長さ 10m
■カラー：ピンク・グリーン
ありがとうがいっぱい書かれたセロハンテープで、
ラッピング、感謝が相手につたわります。
８４０ 円（ピンク、グリーンセット テープカッター付き）
３１５ 円（ピンク、グリーン 各レフィル）

ありがとうブックカバー６００円～８００円

【ブックカバー】
■商品内容：１枚+しおり１枚
■サイズ：文庫本サイズ・単行本サイズ
【しおり】５００円
■商品内容：５枚セット
５種類：すずらん、チューリップ、バラ、女の子、仲間
ベージュ色の少し厚手で手触りのよい紙を使用していま
す。表側は、イラストレーター・中野妙子さん（正観さん
書籍の表紙やＣＤジャケットでおなじみ）による、ほんわ
かと見ているだけで癒されるやさしいイラスト５種類の中
からお選びいただけます。裏側は、「ありがとう」の文字
がびっしり書かれてますので、大切な本を「ありがとう」
で包んで持ち歩けるとても素敵なブックカバーです。
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定価 １０００円（税込）

