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SKPうたしグッズは
小林正観さんが企画・
デザインなどを手がけた

商品類です。

素敵な毎日のお手伝いに、お世話になっている
あの方への贈り物に、 どうぞお役立てください。

ひとつひとつに
「うれしい・たのしい・

しあわせ」や

「ありがとう」・「感謝」
の気持ちがたくさん
詰まっています。



【書籍・絵本・写真集】
【書籍】

【弘園社】未来の智恵シリーズ
①22世紀への伝言   1572円税込

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。
※復刻版【廣済堂出版】

販売終了

②波動の報告書～足立育朗の世界～ 1650円税込

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。

③こころの遊歩道　～一日５分の心の散歩～ 1572円税込

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。
※復刻版【イースト・プレス】

販売終了

④守護霊との対話　～中川昌蔵の世界～ 1650円税込

小林正観さんと、守護霊と対話しながら生きた中川昌蔵さんが
語りあった．．．。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」．．．。

⑤こころの宝島　～知って楽しい日々の智恵～ 1572円税込

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。 販売終了

⑥生きる大事・死ぬ大事　～死を通して考える新しい生き方～ 1572円税込

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。
※復刻版【イースト・プレス】 販売終了

⑦幸せの宇宙構造　～すべての人が幸せになる方法～ 1572円税込

「幸」も「不幸」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。
※復刻版【廣済堂出版】

販売終了

⑧ただしい人から　たのしい人へ　～もう一歩奥の人格論～ 1572円税込

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。
※復刻版【廣済堂出版】

販売終了
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【書籍・絵本・写真集】
⑨で、何が問題なんですか　～小林正観　質疑応答集～ 1572円税込

“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。
※復刻版【清談社Publico】

販売終了

⑩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～ 1572円税込

「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。
※復刻版【清談社Publico】

販売終了

⑪楽に楽しく生きる　～生き方エッセンス35～ 1572円税込

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。
※復刻版「宇宙法則で楽に楽しく生きる」【廣済堂出版】

販売終了

⑫宇宙を解説◆百言葉　 1572円税込

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。
※復刻版【イースト・プレス】

販売終了

⑬こころの花畑　～心があたたまるすてきな話～ 1572円税込

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。
※復刻版「嬉しく楽しく幸せになってしまう世界へようこそ」【廣済堂出版】

販売終了

⑭魅力的な人々　～こんな楽しい生き方もあった～ 1572円税込

楽しい生き方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。
※復刻版「魅力的な人々の共通項」【清談社Publico】

販売終了

⑮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～ 1572円税込

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

販売終了

【宝来社】笑顔と元気の玉手箱シリーズ
①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～ 1572円税込

免疫力アップになる「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。
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【書籍・絵本・写真集】
②お金と仕事の宇宙構造　～長者さま養成講座～ 1572円税込

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。

③天才たちの共通項　～子育てしない子育て論～ 1900円税込

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
※復刻版「子育てしない子育て」【大和書房】

販売終了

④究極の損得勘定　～損得で考える宇宙法則～ 1572円税込

“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。

⑤究極の損得勘定Part２　～１％の仲間たちへ～ 1572円税込

「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。

⑥心がなごむ秘密の話　～力を抜いて生きる実例集～ 1572円税込

「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。

⑦知って楽しむ情報集　～人間観察４０年の情報いろいろ～ 1572円税込

“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。

販売終了

⑧神さまの見方は私の味方～力を抜いて生きてみる～ 1572円税込

「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。

⑨UFO研究家との対話　～ちょっと変わった宇宙論～ 1572円税込

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。
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【書籍・絵本・写真集】
JTB 旅のうんちく講座　  1572円税込

「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。

【サトルーチ出版】
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～　　著者：斎藤サトル　監修：小林正観 1650円税込

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。
表紙も新しくなり、完全復刻版です。

完全復刻版

【イースト・プレス】
心を軽くする言葉 1572円税込  文庫本514円税込

「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・・。

単行本
文庫本

販売終了

脱力のすすめ 1572円税込

「思い」を持たず、笑顔で受け入れ、がんばらなければ、幸せで楽な人生。 販売終了

なぜ、神さまを信じる人は、幸せなのか？　私がいちばん伝えたかった幸せ論 1650円税込

30年にわたる講演生活で語った「人生論」の集大成！「神さまがみている」とい
つも意識し、“おかげさま”で生きれば、幸せで、楽な人生。

こころの遊歩道　～「１日５分」で幸せを感じる方法論～ 1650円税込

すべてを受け入れ、何も気にせず、‟あるがまま”で生きれば、幸せで、楽な人
生。３０年にわたる講演生活で語った「人生論」の核心！正観さんの‟法則”が
最もシンプルにわかる本！

生きる大事死ぬ大事～死を通して見えてくる幸せな生き方～ 1650円税込

「人生のシナリオ」を受け入れ、”とらわれ”を捨てれば、幸せで、楽な人生。

宇宙を解説　百言葉～悩みが100％消える「ものの見方」～ 1650円税込

何気なくどこかの頁を開き、この「法則」を実践すれば、幸せで、楽な人生。

4 ページ 書籍



【書籍・絵本・写真集】
【学研プラス】
日々の暮らしを楽にする 1540円税込

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。 新装復刊。

楽しい子育て孫育て～みんなの笑顔で”天才”が育つ～ 1650円税込

子育てに悩む父母や祖父母、さらに先生のために、具体的な事例をあげつ
つ、その悩みの解消法についてアドバイスする既刊のベストセラー書籍の新装
版第二弾。日々、子育てに頑張っているすべての人々にとって必読の書。

楽しい子育て孫育て【学研パブリッシング】

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」。

販売終了

【廣済堂出版】
無敵の生きかた～すべてが味方になる宇宙法則～　 1650円税込　　文庫本681円税込

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。

文庫本
販売終了

豊かな心で豊かな暮らし 1572円税込　　文庫本713円税込

ものごとの｢受けとめ方｣　周りへの｢投げかけ方｣の宇宙法則
｢徳｣を重ねていく生きかたが、ここにあります。

文庫本
販売終了

２２世紀への伝言　もうひとつの幸せに出会う 1540円税込

「宇宙が応援してくれる生き方」は、幸せな「今」と「未来」を作り出す。

嬉しく楽しく、幸せになってしまう世界へ、ようこそ 1540円税込

人生をもっと楽しもう！この世にたくさんある「幸せの法則」。正観さんの著書
「こころの花畑」のリニューアル版です。

宇宙法則で、楽に楽しく生きる 1540円税込

得をする人が、徳を積んでいる人だった！ありがとうの達人になろう。正観さん
の著書「楽に楽しく生きる」のリニューアル版です。
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【書籍・絵本・写真集】
ただしい人からたのしい人へ～そして「ありがとう」の人になる～ 1540円税込

「なんとかしなければ」と考えるより、「たのしいかどうか」と考えたほうが人生は
ずっと面白い！

しあわせの宇宙構造 1540円税込

人からの「頼まれ事」をやって、喜ばれる存在になれたら、
それだけでしあわせになれる。「しあわせの宇宙構造」待望の復刊です。

【講談社】
楽しい人生を生きる宇宙法則 1572円税込

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。

販売終了

喜ばれる　～自分も周りも共に幸せ～ 1572円税込

「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。

販売終了

「人生を楽しむ」ための３０法則　  1572円税込

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！
※復刻版【フォレスト出版】

販売終了

【サンマーク出版】
幸せが150％になる不思議な話 1870円税込

宇宙法則を探求し続けた小林正観さんの”原点”ともいえる話をたっぷり詰め
込んだ、「伝説の講演会」の書籍化です。

人生は4つの「おつきあい」 1760円税込　文庫本770円税込

悩みが消える、もっと楽しく生きられる。「お金」「人間」「神さま」「病気や災難」と
の上手な‟つきあい方”とは？正観さんが最期に遺した幻の講演会が書籍化。

単行本
販売終了

「そ・わ・か」の法則　～人生を輝かせる”実践方程式”～ 1650円税込　文庫本660円税込

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！
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【書籍・絵本・写真集】
「き・く・あ」の実践　～今すぐ幸せになれる方法～ 1650円税込　文庫本660円税込

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。

単行本
販売終了

【総合法令出版】
３秒で人生が楽になる悟りの法則 1650円税込

「ストレス」「人間関係」「勝ち負け」「イライラ」「仕事」「お金」これらすべての悩
みが解決する、幸せな人生論。

【実業之日本社】
笑顔で光って輝いて ～いま、いきなり「幸せ」になってしまう～ 1572円税込  文庫本704円税込

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。

単行本
文庫本

販売終了

【主婦の友社】
小林正観さんの心がすーっと晴れていく言葉 1430円税込

環境が変わってしまい、不安やモヤモヤを抱えた多くの人にぜひ読んでいただ
きたい小林正観さんの言葉を厳選しました。人生が「う・た・し（うれしい・たのし
い・しあわせ）」なものになります。

小林正観さんの「生きづらい」が「楽しい」に変わる言葉 1430円税込

新型コロナウイルスで日常が大きく変化し明日が見えない今。小林正観さんの
言葉はそんな今をラクに生きる方法を教えてくれます。

小林正観さんの人生のシナリオを輝かせる言葉 1430円税込

「しなりお」は「おりなし」、つまり「織り成し」。さまざまな出来事を縁という糸で織
り成したシナリオによって、人生は運ばれている。すべてはシナリオ通りと見る
ことで、起きる出来事や過去・現在・未来を受け入れられるかもしれません。

【清談社Publico】
こころの宝島～「１日５分」で人生が明るくなる方法論～ 1650円税込

日常生活の中に存在するこの”宝物”に気づけば、幸せで、楽な人生。
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【書籍・絵本・写真集】
宇宙が味方の見方道 1650円税込

「幸・不幸」「成功・失敗」に目を向けず、“ものの見方”を変えれば、幸せで、楽
な人生。

で、何が問題なんですか？ 1650円税込

人生、こころと体、人間関係、夫婦・親子・・・気にならなければ、幸せで、楽な
人生。

魅力的な人々の共通項　 1650円税込

「運命のシナリオ」が応援する生き方
感情的にならず、淡々として、‟喜ばれる人”になれば、幸せで、楽な人生。

【大和書房】
この世の悩みがゼロになる　 1572円税込　　文庫本715円税込

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。

単行本
文庫本

販売終了

楽しく上手にお金とつきあう　  1572円税込　　文庫本「ありがとうとお金の法則」715円税込

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。

単行本
文庫本

販売終了

悟りは３秒あればいい　 1572円税込　　文庫本715円税込

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。

単行本
販売終了

ごえんの法則 1572円税込　　文庫本715円税込

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。

単行本
販売終了

努力ゼロの幸福論　幸せが先か、感謝が先か 1650円税込

「ありがとう」といった瞬間に神様が振り向きます。どんなに深刻な悩みも、ささ
いなモヤモヤも、解消する方法はたったひとつ。人生の本質に気づく80のメッ
セージ。
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【書籍・絵本・写真集】
子育てしない子育て～天才たちの共通項～ 1650円税込

「天から授かった才能」＝「天才」を存分に発揮する育て方。

【致知出版社】
宇宙を味方にする方程式　 1572円税込

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。

宇宙を貫く幸せの法則　  1572円税込

「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。

宇宙が応援する生き方  1572円税込

「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。

神さまが教えてくれた幸福論 1572円税込

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。

販売終了

【ＫＡＤＯＫＡＷＡ中経出版】
マンガでわかる100％幸せな1％の人々 1320円税込

ベストセラー「100％幸せな1％の人々」の書籍をコミック化。仕事・子ども・お
金・イライラ・悩み　すべてが幸せになる法則。

販売終了

みんなが味方になるすごい秘密 1540円税込

生前最後の５時間講座の書籍化です。人生がどんどんよくなる究極の法則。
単行本
文庫本

販売終了

ありがとうのすごい秘密 1430円税込  文庫本616円税込

2006年～2011年までの6年分お伊勢参り講演会の講演録
うたし天川屋の伊東俊一さん主催のありがとうお礼参りの講演録 です。

単行本
文庫本

販売終了
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【書籍・絵本・写真集】
100％幸せな1％の人々　  1572円税込　文庫本681円税込

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。

単行本
文庫本

販売終了

啼かなくていいホトトギス 1572円税込　文庫本586円税込

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。

単行本
文庫本

販売終了

【風雲舎】
宇宙方程式の研究　～小林正観の不思議な世界～ 1572円税込

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。

釈迦の教えは「感謝」だった　～悩み苦しみをゼロにする方法～ 1572円税込

「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 1572円税込

「最後にたどり着いた、澄み切った境地。」

【フォレスト出版】
幸せな人は知っている「人生を楽しむ」ための30法則 1650円税込

人間関係・お金・仕事・子ども・健康　一瞬で悩みが消え、楽しみ上手に。ひす
いこたろうさんと、高島亮さんの特別対談収録。

【三笠書房】
特別付録ＤＶＤ付き　人生が全部うまくいく「ありがとう」の不思議な力 1650円税込

正観さんの伝説の講演会「がんばらなくていいんです」が活字とＤＶＤでよみが
える初めてのＤＶＤブックです。
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【書籍・絵本・写真集】
運命好転十二条～「天運」を味方にする方法 1650円税込　文庫本669円税込

驚くほどツキに恵まれる不思議な人生論。

神さまに好かれる話　～悩みを解消する法則～ 1650円税込　文庫本770円税込

2007年に五月書房より刊行された名著「神さまに好かれる話」が装いも新たに
復刊！

すべてを味方　すべてが味方 1572円税込   文庫本628円税込

「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。

単行本
販売終了

【ダイヤモンド社】
ありがとうの魔法 1760円税込

神さまが味方になる68の習慣。
40年の研究で正観さんが伝えたかったベストメッセージ集第3弾。

ありがとうの奇跡 1760円税込

神さま、人、モノが味方になる70の習慣。
40年の研究で正観さんが伝えたかったベストメッセージ集第２弾。

ありがとうの神様 1760円税込

神様が味方をする71の習慣。
40年の研究で正観さんが伝えたかったベストメッセージ集。

もうひとつの幸せ論　 1572円税込

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。

販売終了

【マキノ出版】
小林正観ＣＤブック　宇宙一がんばらない幸せの法則 1870円税込

正観さんの講演会ＣＤ付きのＣＤブック　努力はやめてゆる～く生きる幸福論の
決定版！
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【書籍・絵本・写真集】
小林正観ＣＤブック　神様を味方にする法則 1760円税込

はじめての講演ＣＤ付きのＣＤブック　神様を味方にする法則満載です。

幸も不幸もないんですよ 1572円税込

お金、人間関係、仕事、すべてがうまくいく宇宙の法則がある！

【ＫＫベストセラーズ】
心に響いた 珠玉のことば 1572円税込

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！

販売終了

【宝島社】
たくさんの「奇跡」が舞い込む感謝の法則 1518円税込

本書を読んで「感謝の法則」について理解すれば、人間関係から仕事、お金、
病気など、あらゆる不安がなくなり奇跡が起こります。手元において何度も何
度も開きたくなる一冊です。

販売終了

宇宙も神様もぜんぶ味方につける習慣 1518円税込

「当たり前」「感謝」「神秘性」3つが実践できると毎日が楽しさと幸せだけに
人生・運・人間関係・・・・すべてがうまくいく！小林正観さんの珠玉のメッセージ

感謝ではじまる幸せの習慣 1518円税込

正観さんが40年間伝え続けたメッセージ「宇宙が味方する62の幸せの習慣」が
一冊の本になりました。初めての試み正観さんのあたたかい言葉と、思わず顔
がほころんでしまうような写真とのコラボレーションに癒されながら読んでいた
だければ嬉しいです。

販売終了
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【書籍・絵本・写真集】
【ＳＫＰ】
正観さんの「読む」講演会シリーズ1　「豊かな人になる」 1540円税込

正観さんの講演会の録音を書き起こし、読みやすく編集したものです。音質的
に商品化するのは厳しい講演テープでしたが、講演会の「ライブ本」として皆さ
まにお楽しみいただけたら嬉しいです。

正観さんの「読む」講演会シリーズ2　「楽しむ人になる」 1650円税込

正観さんの講演会の録音を書き起こし、読みやすく編集したものです。音質的
に商品化するのは厳しい講演テープでしたが、講演会の「ライブ本」として皆さ
まにお楽しみいただけたら嬉しいです。

正観さんの「読む」講演会シリーズ3　「喜ばれる人になる」 1540円税込

正観さんの講演会の録音を書き起こし、読みやすく編集したものです。音質的
に商品化するのは厳しい講演テープでしたが、講演会の「ライブ本」として皆さ
まにお楽しみいただけたら嬉しいです。

正観さんと「わたしたち」のちいさな物語　小林正観さんエピソード集 1980円税込

みなさまと正観さんとの大切なエピソードが集まり本になりました。一つ一つの
作品はまるで、みなさまのてのひらの中で大切にされてきた「宝物」のようで、
読むたびにこころがあたたかくなる一冊です。

私の人生を変えた正観さんの「あの言葉」　続・小林正観さんエピソード集 1980円税込

みなさまと正観さんとの大切な思い出がつまったエピソード集の続編です。一
つ一つの作品はまるで、みなさまのてのひらの中で大切にされてきた「宝物」
のようで、読むたびにこころがあたたかくなる一冊です。

正観さんと「わたしたち」の楽しいモノがたり　小林正観さん　グッズ誕生秘話集 1980円税込

正観さんが関わることで世に出た、たくさんのうたしグッズやサービスの誕生秘
話集です。正観さんの想い、開発者との忘れ得ぬ「物語=モノがたり」をお楽し
みください。

私の心をあたためる正観さんの「この言葉」　続々・小林正観さんエピソード集 1980円税込

正観さんとうたし仲間のみなさまとのエピソードをまとめたエピソード集、「小さ
な物語」、「あの言葉」に続く第3弾。

私からあなたに伝えたい正観さんの「その言葉」　さらに小林正観さんエピソード集 1980円税込

正観さんとうたし仲間のみなさまとのエピソードをまとめたエピソード集、「あの
言葉」、「この言葉」に続く第4弾。
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【書籍・絵本・写真集】
私を笑顔にしてくれた正観さんの「優しい言葉」　もっと小林正観さんエピソード集 1980円税込

正観さんとうたし仲間のみなさまとのエピソードをまとめたエピソード集、「この
言葉」、「その言葉」に続く第5弾。

私に元気を与えてくれた正観さんの「嬉しい言葉」　またまた小林正観さんエピソード集 1980円税込

正観さんとうたし仲間のみなさまとのエピソードをまとめたエピソード集、「その
言葉」、「優しい言葉」に続く第6弾。

私の心が軽くなる正観さんの「楽しい言葉」　もひとつ小林正観さんエピソード集 1980円税込

正観さんとうたし仲間のみなさまとのエピソードをまとめたエピソード集、「優し
い言葉」、「嬉しい言葉」に続く第7弾。

私を”うたし”にしてくれた正観さんの「しあわせ言葉」　やっぱり小林正観さんエピソード集 1980円税込

正観さんとうたし仲間のみなさまとのエピソードをまとめたエピソード集、「嬉し
い言葉」、「楽しい言葉」に続く第8弾。

【新装復刊・ＰＯＤ】知って楽しむ情報集 1980円税込

販売終了になっていた書籍の待望の復刊です。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。

【新装復刊・ＰＯＤ】旅じょうず入門 1980円税込

絶版になっていた、旅行作家時代の正観さんの貴重な書籍が装い新たに復刊
されました。楽しい旅に関する正観さんの情報が詰まっています。

【新装復刊・ＰＯＤ】神さまが教えてくれた幸福論 1980円税込

神渡良平さんと小林正観さんの７時間を超える貴重な対談を書籍にした一冊。
待望の復刊です。

【新装復刊・ＰＯＤ】旅の余話シリーズ　みやびの山里・京都大原 1100円税込

絶版になっていた旅行作家時代の正観さんの貴重な書籍が装い新たに復刊。
日本の山里」を深く感じることができる一冊です。
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【書籍・絵本・写真集】
【新装復刊・ＰＯＤ】旅の余話シリーズ　北のさいはて・礼文島 1100円税込

絶版になっていた旅行作家時代の正観さんの貴重な書籍が装い新たに復刊。
不思議な島、礼文島の魅力を様々な角度から解りやすく、写真とともに解説さ
れています。

【新装復刊・ＰＯＤ】旅の余話シリーズ　磐梯山噴火100年 1100円税込

絶版になっていた旅行作家時代の正観さんの貴重な書籍が装い新たに復刊。
1888年の磐梯山噴火の歴史を当時の写真、地形地図をもとに詳しく解説され
ています。
「磐梯山噴火１００年」を深く感じることができる一冊です。

【新装復刊・ＰＯＤ】旅の余話シリーズ　心のふるさと・近江蒲生野 1100円税込

絶版になっていた旅行作家時代の正観さんの貴重な書籍が装い新たに復刊。
近江の「不思議なもの」「面白いもの」「興味深いもの」がたくさん紹介されてい
ます。

【よりぬき正観さんシリーズ】正観さんのうたし不思議ばなし〈上〉 1980円税込

正観さんの膨大な著作から、特定のテーマについて書かれた文章を「よりぬ
き」して、それを読みやすく再編集した新シリーズ第一弾。テーマは「不思議ば
なし」上巻です。どうぞ上巻は空から天使からの贈りもののように不思議ばなし
が届けられました。たっぷりとお楽しみください。

【よりぬき正観さんシリーズ】正観さんのうたし不思議ばなし〈下〉 2200円税込

正観さんの膨大な著作から、特定のテーマについて書かれた文章を「よりぬ
き」し、読みやすく再編集した新シリーズ第一弾。「不思議ばなし」下巻です。下
巻は海の中で楽しく遊んでいるイルカからの贈りもののように溢れる不思議ば
なしが次から次へと流れるように、正観さんの言葉で語られています。上下巻
併せて空と海の表紙からなる不思議ばなしを、どうぞお楽しみください。
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【書籍・絵本・写真集】
【画集・絵本・写真集・小冊子】
画集・しあわせ言葉の本 1650円税込

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で
す。
 読めば読むほど「しあわせ」の深い気づきに出会えます。

販売終了

絵本・トイレのかみさま 1650円税込

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・・・？

販売終了

絵本・さすらいこうていぺんぎん 1650円税込

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。

販売終了

絵本・ウサギとカメの21世紀～21世紀の新しい生き方論～ 500円税込

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。

小林正観さん小冊子　　楽しい宇宙法則「そ・わ・か」 550円税込

正観さんの宇宙法則の中の「そ・わ・か」（掃除・笑い・感謝）についてわかりや
すくまとめました。初めての方でも気軽にてにとっていただけて、プレゼントもし
やすいように、お手頃価格に設定させていただきました。一人でも多くの方に
正観さんの楽しい宇宙法則を知っていただけたら嬉しいです。

販売終了

小林正観さん小冊子　　幸せな宇宙論 1100円税込

この小冊子は、小林正観さんが2008年9月～2009年8月の1年間、月刊誌【ゆ
ほびか】（マキノ出版さん）に書きおろしで連載されたものを一冊にまとめたもの
です。

宝積【高尾学館さん発行小冊子】 800円税込

小林正観さんの同級生の中村嘉男さんと正観塾師範代の高島亮さんと小林久
恵さんとの3人の鼎談の内容が冊子になりました。
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【ＣＤ・ＤＶＤ】

【講演会ＣＤ】
天才たちの共通項　～子育てしない子育て論～ 4000円税込

小林正観さんの講演会収録CD。
子育てにこんな視点があったのかと、目からウロコの講演が収録。

第４回ワライオープンワールド2010in浜名湖　小林正観さん講演会ＣＤ　ノーカット版 3143円税込

第4回の今回も大盛況だった‘ワライオープンワールド2010in浜名湖’での小林
正観さんの講演会ＣＤ　ノーカット版2枚組。あの笑いと感動をご自宅でもぜひ
どうぞ。

小林正観さん3時間講座　つきあい方シリーズ1　お金とのつきあい方 4191円税込

2011年9月13日（火） ～15日(木) の3日間、東京・五反田　ゆうぽうとにて
9月13日（火） 株式会社ぷれし～ど主催の3時間講座です。
CD3枚組　楽しいお金とのつきあい方を学べます。

小林正観さん3時間講座　つきあい方シリーズ2　人間同士のつきあい方 4191円税込

2011年9月13日（火） ～15日(木) の3日間、東京・五反田　ゆうぽうとにて
9月14日（水）株式会社ぷれし～ど主催の3時間講座です。
CD3枚組　楽しい人間同士のつきあい方を学べます。

小林正観さん3時間講座　つきあい方シリーズ3　事故や病気とのつきあい方 4191円税込

2011年9月13日（火） ～15日(木) の3日間、東京・五反田　ゆうぽうとにて
9月15日（木）株式会社ぷれし～ど主催の3時間講座です。
CD3枚組　事故や病気とのつきあい方を学べます。

かたりましょう♪　　　講演：正観塾師範代「高島亮さん」 3086円税込

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
CD2枚組　正観さんがとても大切にされた「よき仲間」たちが集って、みんなで
語って生み出した楽しさがいっぱい詰まった、 “福多か”ＣＤです。

小林正観さん3時間講座　つきあい方シリーズ1in大阪　お金、病気・事故とのつきあい方 4191円税込

2011年9月20日（火）
大阪・ホテルサンルート梅田にて収録。高島良雄さん主催の講演会
つきあい方 シリーズ第1弾ｉｎ大阪
9月20日・9月21日の2日間連続のまとまったお話【4部作】です。

小林正観さん3時間講座　つきあい方シリーズ2in大阪　神さま人とのつきあい方 4191円税込

2011年9月21日（水）
大阪・ホテルサンルート梅田にて収録。渡辺和代さん主催の講演会
つきあい方 シリーズ第2弾ｉｎ大阪
正観さん、最後の講座となりました。大変貴重な講演会ＣＤです。

1 ページ ＣＤ・ ＤＶＤ



【ＣＤ・ＤＶＤ】
小林正観さん３時間講座　構造シリーズ1 運命の構造 4191円税込

2011年5月8日（日） 、7月3日（日）、8月6日（日） の構造シリーズ3部作
東京・五反田　ゆうぽうとにて　5月8日（日）株式会社ぷれし～ど主催の3時間
講座です。
CD3枚組　皆様にとって役に立つ、 運命の構造を学べます。

小林正観さん３時間講座　構造シリーズ2 魂の構造 4191円税込

2011年5月8日（日） 、7月3日（日）、8月6日（日） の構造シリーズ3部作
東京・五反田　ゆうぽうとにて　7月3日（日）株式会社ぷれし～ど主催の
3時間講座です。
CD3枚組　皆様にとって役に立つ、 魂の構造を学べます。

小林正観さん３時間講座　構造シリーズ３　 男と女の構造 4191円税込

2011年5月8日（日） 、7月3日（日）、8月6日（日） の構造シリーズ3部作
東京・五反田　ゆうぽうとにて　8月6日（日）株式会社ぷれし～ど主催の
3時間講座です。
CD3枚組　皆様にとって役に立つ、 男と女の構造を学べます。

小林正観さん壱岐「桜を愛でる旅」講演会ＣＤ　たんたんと生きる 3143円税込

2011年4月9日（土） ステラコート太安閣のプラネットホールにてにて収録。
うたしショップくれいん舎さん主催の講演会
CD2枚組　正観さんが楽しい雰囲気の中、「たんたんと生きる」生き方を詳しく
解説されています。

小林正観さん名古屋講演会ＣＤ　なごやかシリーズ第1弾　言葉の力・魅力 3143円税込

2009年9月13日（日）
愛知県名古屋市西文化小劇場にて収録。うたしショップサンセプトさん主催の
講演会
テーマ「言葉の力と魅力」なごやかシリーズ第1弾CD2枚組　なごやかな雰囲気
の中で語られる言葉の力と魅力を満喫できます。

小林正観さん名古屋講演会ＣＤ　なごやかシリーズ第２弾　３５８の秘密・魅力 3143円税込

2010年7月1日（木）
愛知県名古屋市中川文化小劇場にて収録。うたしショップサンセプトさん主催
の講演会
テーマ「358の秘密・魅力」なごやかシリーズ第2弾CD2枚組
伊勢神宮ありがとうお礼参りのお話と、358の秘密と魅力を満喫できます。

小林正観さん名古屋講演会ＣＤ　なごやかシリーズ第3弾　幸せから感謝へ 3143円税込

2009年10月21日（水）
愛知県名古屋市西文化小劇場にて収録。うたしショップサンセプトさん主催の
講演会
テーマ「幸せから感謝へ」なごやかシリーズ第3弾CD2枚組
幸せから感謝への宇宙の法則を解説されています。

小林正観さん3時間講座in青森　そわかの法則 4191円税込

2009年8月9日（日）
青森県八戸市ウェルサンピア八戸にて収録。うたしショップアーナンダさん主催
の講演会
テーマ「そわかの法則」CD3枚組
正観さんの実践の柱となる「そわかの法則」を解説されています。
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【ＣＤ・ＤＶＤ】
小林正観さん3時間講座in福岡　玉手箱＆打ち出の小槌 4191円税込

2003年7月20日
福岡県、福岡交通センターにて収録。うたしショップくれいん舎さん主催の講演
会
テーマ「玉手箱＆打ち出の小槌」CD3枚組
SKP商品の「祝福神　打ち出の小槌」の制作秘話や、正観さんが受け取った
メッセージなど多岐に渡り、盛りだくさんのお話が満載の貴重な講演会CD3枚

小林正観さん講演会in富山　楽しい人生を生きる宇宙法則　 3143円税込

2006年8月3日
富山県、オルビス小劇場にて収録。野口寿美子さん主催の講演会
テーマ「楽しい人生を生きる宇宙法則」CD2枚組
楽しい人生を生きる宇宙法則が満載の貴重な講演会CD2枚組です。

小林正観さん講演会ＣＤ　奇跡のせいかん 3143円税込

2010年7月31日
札幌全日空ホテルにて収録。うたしショップギブ＆ギブさん主催の講演会
テーマ「奇跡のせいかん」CD2枚組　病気療養で活動休止中だった正観さんが
ふたたび全国をまわり活動を再開された時、皆様にご迷惑をおかけしてしまっ
たお詫びと今回の顛末を含めてされたお話です。

小林正観さん追悼ＣＤ　豊かな心で豊かな暮らし 5238円税込

2011年11月9日に廣済堂出版より発売された単行本の内容です。
書籍と、てらしあわせながら聞きますと、内容が語りのままだということが解り
ます。
貴重な追悼CD5枚組です。

小林正観さん講演会ＣＤ　宇宙を味方にする 3143円税込

2009年6月17日
グリーンホール相模大野にて収録。うたしショップ空さん主催の講演会
テーマ「宇宙を味方にする」CD2枚組
宇宙を味方にするコツ満載の貴重な講演会CD2枚組です。

小林正観さん3時間講座ＣＤ　災難や事故とのつきあい方 4191円税込

2011年9月9日
コラッセふくしまにて収録。鈴木和子さん主催の3時間講座
テーマ「災難や事故とのつきあい方」CD2枚組
災難や事故とのつきあい方についてくわしくお話されています。CD2枚組です。

小林正観さん講演会ＣＤ　念を入れて生きる 3143円税込

2009年4月30日
佐賀県鳥栖市サンメッセ鳥栖にて収録。くれいん舎林貴之さん主催の講演会
テーマ「念を入れて生きる」CD2枚組
「念を入れて生きる」についてお話されています。CD2枚組です。

小林正観さん3時間講座ＣＤ　運命好転 4191円税込

2011年2月10日
東京都ゆうぽうとにて収録。（株）ぷれし～どさん主催の3時間講座
テーマ「運命好転」CD3枚組
「運命好転」についてお話されています。CD3枚組です。
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【ＣＤ・ＤＶＤ】
小林正観さん3時間講座ＣＤ　楽しい子育て孫育て 4191円税込

2011年3月31日
東京都ゆうぽうとにて収録。（株）ぷれし～どさん主催の3時間講座
テーマ「楽しい子育て孫育て」CD3枚組
「楽しい子育て孫育て」についてお話されています。CD3枚組です。

小林正観さん講演会ＣＤ　生まれ変わる 3143円税込

2009年7月2日
広島市ゲバントホールにて収録。オノデラックスさん主催の講演会
テーマ「生まれ変わる」CD2枚組
「生まれ変わる」についてお話されています。CD2枚組です。

小林正観さん3時間講座ＣＤ　たくさんの応援団 4191円税込

2009年7月2日
広島市ゲバントホールにて収録。オノデラックスさん主催の講演会
テーマ「生まれ変わる」CD3枚組
「生まれ変わる」についてお話されています。CD3枚組です。

小林正観さん講演会ＣＤ　暮らしを楽にする 3143円税込

2009年10月6日
佐賀県鳥栖市サンメッセ鳥栖にて収録。くれいん舎林貴之さん主催の講演会
テーマ「暮らしを楽にする」CD2枚組
「暮らしを楽にする」についてお話されています。CD2枚組です。

小林正観さん3時間講座ＣＤ　楽に幸せな生き方 4191円税込

2001年4月29日
福岡県警固神社にて収録。九州ボンテンさん主催の講演会
テーマ「楽に幸せな生き方」CD3枚組
「楽に幸せな生き方」についてお話されています。CD3枚組です。

小林正観さん3時間講座ＣＤ　長者さま養成講座 4191円税込

2002年9月23日
福岡県警固神社にて収録。九州ボンテンさん主催の講演会
テーマ「長者さま養成講座」CD3枚組
「長者さま養成講座」についてお話されています。CD3枚組です。

小林正観さん3時間講座ＣＤ　喜ばれると嬉しい 4191円税込

2001年12月23日
福岡県警固神社にて収録。九州ボンテンさん主催の講演会
テーマ「喜ばれると嬉しい」CD3枚組。

小林正観さん福岡講演会　楽しい人 3143円税込

2008年10月21日
福岡県大博多ホールにて収録。松村浩蔵さん主催の講演会
テーマ「楽しい人」CD2枚組。
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【ＣＤ・ＤＶＤ】
小林正観さん博多講演会　ごえんの法則 3143円税込

2010年7月22日
福岡県福岡交通センターにて収録。うたしショップくれいん舎さん主催の講演
会
テーマ「ごえんの法則」CD2枚組。

小林正観さん広島講演会　ジャプトーバー 3143円税込

2009年1月17日
広島県ゲバントホールにて収録。うたしショップオノデラックスさん主催の講演
会
テーマ「ジャプトーバー」CD2枚組。

小林正観さん福岡講演会　ものの見方 3143円税込

2002年12月25日
福岡県警固神社にて収録。九州ボンテンさん主催の講演会
テーマ「ものの見方」CD2枚組。

小林正観さん新潟講演会　人生はシナリオ 3143円税込

2009年04月19日
新潟県メッセピアにて収録。ありがとう書店さん主催の講演会
テーマ「人生はシナリオ」CD2枚組。

小林正観さん福岡講演会　おかえしの法則 4191円税込

2003年12月24日
福岡県福岡国際ホールにて収録。くれいん舎さん主催の講演会
テーマ「おかえしの法則」CD3枚組。

小林正観さん博多講演会　頑張らなくていい 3143円税込

2009年9月30日
福岡県大博多ホールにて収録。松村浩蔵さん主催の講演会
テーマ「頑張らなくていい」CD2枚組。

小林正観さん福岡講演会　男と女のちがい 3143円税込

2003年11月15日
天神ビルにて収録。九州ボンテンさん主催の講演会
テーマ「男と女のちがい」CD2枚組。

小林正観さん福岡講演会　無限にお金が入ってくる方法　基礎編 4191円税込

2002年3月21日
警固神社にて収録。九州ボンテンさん主催の講演会
無限にお金が入ってくる方法の基礎編を多岐にわたり詳しく説明されていま
す。
テーマ「無限にお金が入ってくる方法　基礎編」CD3枚組。
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【ＣＤ・ＤＶＤ】
小林正観さん福岡講演会　７つの言葉祝福神 4191円税込

2002年7月20日
天神ビルにて収録。九州ボンテンさん主催の講演会
７つの言葉「祝福神」についてを多岐にわたり詳しく説明されています。
テーマ「７つの言葉祝福神」CD3枚組。

小林正観さん仙台講演会　現象を楽しむ 4191円税込

天神ビル2011年9月11日情報産業プラザ　アエルにて収録されたものです。
佐藤陽子さん主催の3時間講座のCDです。
肉体がなければ魂は成長しないので目の前の現象を楽しむことを
お話しされています。CD3枚組。

小林正観さん広島講演会　良寛さんの事教えて正観さん 4191円税込

2008年1月11日ゲバントホールにて収録されたものです。
オノデラックス小野寺京子さん主催のCDです。
良寛さんの教え、般若心経など多岐にわたり
お話しされています。CD3枚組。

小林正観さん福岡講演会　ラッキーな人生 4191円税込

2003年4月28日警固神社にて収録されたものです。
九州ボンテンさん主催のCDです。
神様の構造、日本書紀の話など多岐にわたり
お話しされています。CD3枚組。

小林正観さん名古屋講演会　人に喜ばれる存在になる宇宙法則 3143円税込

2007年8月9日名古屋市中川文化小劇場にて収録されたものです。
荒井和則さん主催のCDです。
水の話、良寛さんの話など多岐にわたり
お話しされています。CD2枚組。

小林正観さん山形３時間講座　楽に楽しく生きる 4191円税込

2011年9月8日山形テルサにて収録されたものです。
コア・ラバージュさん主催のCDです。
鉱物、植物、動物人間、神、仏の全てを味方につけて
人生が楽しくなる、楽に楽しく生きる方法など多岐にわたり
お話しされています。CD3枚組。

正観さんの「読む」講演会シリーズ①「豊かな人」になる 4191円税込

1998年6月15日大阪の講演会で収録されたものです。
正観さんの「読む」講演会シリーズとして書籍化されたものですが、ＣＤのリクエ
ストが多かったため、ＣＤ化させていただきました。CD3枚組
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【ＣＤ・ＤＶＤ】
正観さんの「読む」講演会シリーズ②「楽しむ人」になる　 4191円税込

1998年8月22日仙台の講演会で収録されたものです。
正観さんの「読む」講演会シリーズとして書籍化されたものですが、ＣＤのリクエ
ストが多かったため、ＣＤ化させていただきました。CD3枚組。

正観さんの「読む」講演会シリーズ③「喜ばれる人」になる　 4191円税込

1998年12月23日大阪の講演会で収録されたものです。
正観さんの「読む」講演会シリーズとして書籍化されたものですが、ＣＤのリクエ
ストが多かったため、ＣＤ化させていただきました。CD3枚組。

小林正観さん３時間講座in賢島 4191円税込

2011年7月1日三重県・賢島の講演会で収録されたものです。
悪魔の構造について、正観さんが詳しく解説されています。ＣＤのリクエストが
多かったため、ＣＤ化させていただきました。CD3枚組。

小林正観さん講演会in大阪 3143円税込

2000年2月8日大阪の講演会で収録されたものです。
経営の宇宙法則について、ラスベガスのこと、正観さんがしたい経営のこと、
正観さんが楽しくお話されています。CD2枚組。

小林正観さん講演会in屋久島 3143円税込

2000年5月5日屋久島の講演会で収録されたものです。
良き友についてお話されています。ＣＤ化のリクエストがとても多かった内容で
す。CD2枚組。

小林正観さん大宮3時間講座 4191円税込

2011年5月15日大宮の講演会で収録されたものです。
感謝と共に生きるについてお話されています。CD3枚組。
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【ＣＤ・ＤＶＤ】
小林正観さん宇宙が応援する生き方 11000円税込

2017年4月 1日 発売
このＣＤは平成19年1月に致知出版社が主催した
小林正観さんの「ありがとう講座」を収録したものです。CD4枚組。

【朗読ＣＤ（正観さんの声による朗読）】
幸せの宇宙構造　　 2200円税込

小林正観さん著書　ダイジェスト朗読CD。
心が落ち着き元気になれる、小林正観さんの声・優しい文章・優しい言葉が収
録。

こころの遊歩道　小林正観さんが語った　一日５分のこころの散歩 3143円税込

小林正観さん自ら著書「こころの遊歩道」の中から15の話を吹き込んだＣＤ2枚
組。

【対談ＣＤ】
守護霊との対話～中川昌蔵の世界～　 5238円税込

書籍「守護霊との対話～中川昌蔵の世界～」での中川昌蔵さんと小林正観さ
んの大変貴重な対談の音源を、書籍に忠実にＣＤとして編集させていただいた
ものです。お二人の素晴らしい対談をお楽しみください。ボリュームいっぱいの
対談内容のCD8枚組です。

【朗読ＣＤ（アナウンサーによる朗読）】
２２世紀への伝言 3300円税込

車の中でも本が読めたら、嬉しいという発想から誕生。
小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第1弾。

波動の報告書～足立育朗の世界～ 3300円税込

小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第2弾。

究極の損得勘定　～損得で考える宇宙法則～ 3300円税込

小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第3弾。
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【ＣＤ・ＤＶＤ】
究極の損得勘定Part２　～１％の仲間たちへ～ 3300円税込

本を読み返すように、繰り返し聞く事が出来るCD。
小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第4弾。

お金と仕事の宇宙構造　～長者さま養成講座～ 3300円税込

小林正観さん著小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読
CD　第5弾。 書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第5弾。

宇宙を解説◆百言葉　 3300円税込

小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第6弾。

こころの遊歩道　～一日５分の心の散歩～ 3300円税込

小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第7弾。

ただしい人から　たのしい人へ　～もう一歩奥の人格論～ 3300円税込

人気の朗読シリーズ。
小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第8弾。

幸せの宇宙構造　～すべての人が幸せになる方法～ 3300円税込

家事をしながらや、通勤中の車内で、正観さんの話が聞ける人気シリーズ。
小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第9弾。

心がなごむ秘密の話　～力を抜いて生きる実例集～ 3300円税込

人気の朗読シリーズ。
小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第10弾。

知って楽しむ情報集　～人間観察４０年の情報いろいろ～ 3300円税込

人気の朗読シリーズ。
小林正観さん著書　女性アナウンサーによるダイジェスト朗読CD　第11弾。
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【ＣＤ・ＤＶＤ】

【音楽ＣＤ】
ありがとう21 2500円税込

小林正観さんが中高年のための青春の歌を選曲し歌った、昭和名曲集。
正観さんと一緒に口ずさめる嬉しい一枚。

販売終了
ショップさん

在庫のみ

うたし曲集①～安らぎの歌～ 2057円税込

世の中の美しいものを焦点とした歌集。小林正観さんの歌に併せて、｢うれし
い、たのしい、しあわせ｣が口癖の方々の、心地よいコーラスが収録されたCD。

販売終了
ショップさん

在庫のみ

うたし曲集②～季節の歌・冬春編～ 2057円税込

小林正観さんが、冬から春をテーマに皆さんもよくご存知の曲を選曲。
1/fのゆらぎを持つ小林正観さんの声と、美しいコーラスが心地良い一枚。

販売終了
ショップさん

在庫のみ

うたし曲集③～季節の歌・夏秋編～ 2057円税込

夏から秋をテーマに皆さんもよくご存知の曲を選曲。 小林正観さんの声と共
に、ありがとうをたくさん言ってニコニコな方々のコーラスも収録。

販売終了
ショップさん

在庫のみ

お礼の歌 1028円税込

小林正観さんが皆様に伝えたい、感謝の気持ちが歌詞に。
聴いているだけで、笑顔とやさしさの大切さがしみてくる一枚。

販売終了
ショップさん

在庫のみ

昭和名曲集　中高年のための青春の歌① 2057円税込

小林正観さんが中高年のための青春の歌を選曲し歌った、昭和名曲集。
正観さんと一緒に口ずさめる嬉しい一枚。

販売終了
ショップさん

在庫のみ
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【ＣＤ・ＤＶＤ】

【講演会ＤＶＤ】
小林正観さん講演ＤＶＤ　2000年4月　福岡 5238円税込

2000年4月　福岡 での講演会DVDです。
九州ボンテンさん主催です。　50代の正観さんの講演会の様子がDVDにてご
覧頂けます。初めて正観さんを見られる方も講演会の様子を楽しんで頂けま
す。正観さんの講演会に参加された方にも、懐かしい映像の貴重な講演会
DVD3枚組です。

小林正観さん講演ＤＶＤ　「“きそわない・くらべない・あらそわない”毎日の生き方」　東京 5238円税込

2000年7月15日　東京の全郵政会館での講演会DVDです。
㈱ぷれし～どさん主催です。　50代の正観さんがホワイトボードに書いて説明
される
講演会の様子を楽しんで頂けます。講演のお話が盛りだくさんの充実した内容
です。貴重な講演会DVD3枚組です。

小林正観さん講演ＤＶＤ　「見方道で楽しむ大豊作人生」 5238円税込

2000年11月3日　東京の目黒文化会館での講演会DVDです。
㈱ぷれし～どさん主催です。※音はクリアで綺麗な音源を楽しめます。
シルクロードでの旅の一コマを正観さんが俳句にしています。
正観さんの細かい解説付きの幅広い内容です。
質疑応答もある貴重な講演会DVD4枚組です。

小林正観さん講演ＤＶＤ　「がんばらなくていいんです」 5238円税込

2001年4月14日　東京の深川江戸資料館での講演会DVDです。
㈱ぷれし～どさん主催です。※音はクリアで綺麗な音源を楽しめます。
スーツ姿の正観さんが、ホワイトボードを使って丁寧に解説されています。
正観さんの魂と守護霊さんの写った写真も披露されています。
質疑応答もある貴重な講演会DVD3枚組です。

小林正観さん講演ＤＶＤ　福島県いわき市2000年1月26日 5238円税込

2000年1月26日福島県いわき市での講演会DVDです。
大変貴重な正観さんの講演会ＤＶＤ2枚組です。初めて正観さんを見られる方
も講演会の様子を楽しんで頂けます。正観さんの講演会に参加された方にも、
懐かしい貴重な講演会映像です。

小林正観さん講演ＤＶＤ　「輪廻転生と経営の宇宙法則」 5238円税込

1997年11月東京・ホロニックマインドクラブさん主催の講演会DVDです。
大変貴重な正観さんの講演会ＤＶＤ2枚組です。初めて正観さんを見られる方
も講演会の様子を楽しんで頂けます。正観さんの講演会に参加された方にも、
懐かしい貴重な講演会映像です。

小林正観さん講演ＤＶＤ　「150%幸せになる毎日　桜咲く講演会」 5238円税込

1999年4月10日東京・ホロニックマインドクラブさん主催の講演会DVDです。
大変貴重な正観さんの講演会ＤＶＤ3枚組です。初めて正観さんを見られる方
も講演会の様子を楽しんで頂けます。正観さんの講演会に参加された方にも、
懐かしい貴重な講演会映像です。
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【ＣＤ・ＤＶＤ】
小林正観さん講演ＤＶＤ 1998年１１月19日　東京 5238円税込

1998年11月19日東京・ホロニックマインドクラブさん主催の講演会DVDです。
大変貴重な正観さんの講演会ＤＶＤ2枚組です。初めて正観さんを見られる方
も講演会の様子を楽しんで頂けます。正観さんの講演会に参加された方にも、
懐かしい貴重な講演会映像です。

小林正観さん講演ＤＶＤ　「深い感動と心と体に染み込む」 5238円税込

1998年7月1日東京・ホロニックマインドクラブさん主催の講演会DVDです。
大変貴重な正観さんの講演会ＤＶＤ2枚組です。初めて正観さんを見られる方
も講演会の様子を楽しんで頂けます。正観さんの講演会に参加された方にも、
懐かしい貴重な講演会映像です。※音声が小さいのでボリュームを上げてお
楽しみください

小林正観さん講演ＤＶＤ　「生きる大事、死ぬ大事」 5238円税込

1999年11月3日東京での講演会DVDです。
大変貴重な正観さんの講演会ＤＶＤ2枚組です。初めて正観さんを見られる方
も講演会の様子を楽しんで頂けます。正観さんの講演会に参加された方にも、
懐かしい貴重な講演会映像です。

小林正観さん講演ＤＶＤ　「1999年12月22日長崎県大村市」 5238円税込

1999年12月22日長崎県大村市での講演会DVDです。
大変貴重な正観さんの講演会ＤＶＤ2枚組です。初めて正観さんを見られる方
も講演会の様子を楽しんで頂けます。正観さんの講演会に参加された方にも、
懐かしい貴重な講演会映像です。

小林正観さん講演ＤＶＤ　「見えていないものが見えるようになるうれしい話」 5238円税込

2000年2月12日東京での講演会DVDです。
大変貴重な正観さんの講演会ＤＶＤ2枚組です。初めて正観さんを見られる方
も講演会の様子を楽しんで頂けます。正観さんの講演会に参加された方にも、
懐かしい貴重な講演会映像です。

小林正観さん講演ＤＶＤ　「謙虚さの本当の意味」 5238円税込

1998年7月17日京都での講演会DVDです。
大変貴重な正観さんの講演会ＤＶＤ2枚組です。初めて正観さんを見られる方
も講演会の様子を楽しんで頂けます。正観さんの講演会に参加された方にも、
懐かしい貴重な講演会映像です。

【講演会ダイジェストＤＶＤ】
小林正観さん講演会ダイジェストＤＶＤ①「仕事の宇宙構造」編 4400円税込

13本ある小林正観さんの貴重なＤＶＤ映像の中から、テーマ別にダイジェストＤ
ＶＤにまとめた第1弾です。

小林正観さん講演会ダイジェストＤＶＤ②「質疑応答」編 4400円税込

13本ある小林正観さんの貴重なＤＶＤ映像の中から、テーマ別にダイジェストＤ
ＶＤにまとめた第2弾です。
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【ＣＤ・ＤＶＤ】
小林正観さん講演会ダイジェストＤＶＤ③「幸せの宇宙構造」編 4400円税込

13本ある小林正観さんの貴重なＤＶＤ映像の中から、テーマ別にダイジェストＤ
ＶＤにまとめた第3弾です。

小林正観さん講演会ダイジェストＤＶＤ④「ありがとう」編 4400円税込

13本ある小林正観さんの貴重なＤＶＤ映像の中から、テーマ別にダイジェストＤ
ＶＤにまとめた第4弾です。

小林正観さん講演会ダイジェストＤＶＤ⑤「人間関係」編 4400円税込

13本ある小林正観さんの貴重なＤＶＤ映像の中から、テーマ別にダイジェストＤ
ＶＤにまとめた第5弾です。

小林正観さん講演会ダイジェストＤＶＤ⑥「不思議な話」編 4400円税込

13本ある小林正観さんの貴重なＤＶＤ映像の中から、テーマ別にダイジェストＤ
ＶＤにまとめた第6弾です。

オンライン鼎談(ていだん）2020年12月8日配信※宝積No.88付き 17413円税込

正観さんの中学・高校のクラスメイトで、算命学総本校高尾学館校長の中村嘉
男さんと、正観塾師範代の高島亮さん、正観さんの奥様小林久恵さんとの鼎
談をYouTubeで限定公開配信したものをＤＶＤ化しました。

第16回伊勢神宮お礼参り中村嘉男さん講演会「うたしと算命学」※宝積No.88・お手紙付き 4100円税込

第16回伊勢神宮お礼参りで行われた、中村嘉男さんの講演会です。「うたしと
算命学」をテーマに正観さんとのお話、算命学、神社、免疫力を上げるお話や
ありがとうのお話など、多岐にわたり素晴らしい貴重なお話しをしてくださいま
した。

第17回伊勢神宮お礼参り神渡良平さん講演会「いのちを拝む」 3300円税込

第17回伊勢神宮お礼参りで行われた、神渡良平さんの講演会です。「いのちを
拝む」をテーマに正観さんとのお話、著書「下坐に生きる」・「いのちを拝む」の
中から多岐にわたり素晴らしい貴重なお話しをしてくださいました。
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【衣料品】
喜び屋家業　（半袖） 3100円税込

胸元に‘にこちゃん’と‘ありがとう’がプリントされた、
鮮やかなオレンジと黒とストレートの3種の半袖Ｔシャツです。

ありがとうソックス １足419円税込・3足1047円税込

あなたの足をやさしく包む「ありがとう」。
男性用も女性用も、豊富なカラーバリエーションがそろった楽しいソックス。

シースルーソックス 524円税込

透けている生地に、花の刺繍がやさしいソックス。
シルク混なのでやさしい肌触り、踵とつま先は破れにくいよう、少し厚手に仕上
げ。

販売終了

ありがとうパンティーストッキング　  838円税込

ストッキングのサイドラインに∞（無限大）にデザインされた「ありがとう」。
毎日お世話になっている足に感謝のストッキング。

～夕花シリーズ～インナーＴシャツ・キャミソール・ショーツ 4191円～5028円税込

生地に「ありがとう」の文字で、∞（無限大）の模様。
何事も無くて感謝、今の自分の体に「ありがとう」を贈るインナー。

※キャミソール・
ショーツ（黒）・
インナーTシャツ
（ピンク）
販売終了
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【雑貨】

【雑貨・小物雑貨】
チョーすごいサツシリーズ 315円・ホロ付419円税込

新しく買ったお財布が、一番初めに入れる金額を覚え、その金額を守護してく
れるようになる、そんな話と、その額面を1丁（兆）円にしたら楽しいと登場した
おサツ。　　　　　　　　　　壱丁円、弐丁円、参丁円、百丁円／ホロ壱、ホロ弐、
ホロ参、ホロ百

ありがとうカウンター 3240円税込

全5色で選ぶのも楽しい、カラフルでおしゃれなカウンター。「ありがとう」はもち
ろん「うれしい」「たのしい」「しあわせ」など、色々な言葉をカウント。

販売終了

【キーホルダー・ストラップ】
四則のつくばいストラップ 880円税込

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。

金運感謝ありがとうキーホルダー・ストラップ 各880円・3個セット2600円税込

正観さん命名の「金運感謝」のキーホルダー（ナスカン・馬蹄形）とストラップで
す。今ある金運に感謝で「金運感謝」としました。お札は百丁円札で、中に「無
量大数ありがとう100倍シャワーシール」が入っています。

正観さんありがとうキーホルダー 小660円・大1100円税込
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。
キーホルダーと金具部分が2種類で大・小の大きさで選べます。

正観人形携帯　ストラップ・キーホルダー(Ver.1.2） 1047円税込
Ver.1）ふっくらタイプの正観さんの人形が、いつでもニッコリ笑いながら、「何が
問題なんですか？」と問いかけくれる携帯ストラップとキーホルダー。
Ver.2）スリムタイプの正観さんの人形が、いつも笑顔で、大きく腕をふりなが
ら、胸を張って歩んでいる姿で、「ただしい人」から「たのしい人」へいざなう携
帯ストラップとキーホルダー。
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【雑貨】
おかげさまもり　ストラップ・キーホルダー 800円税込

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。

※赤のみ

無量大数ありがとう・ついてますありがとう　キーホルダー・ストラップ 660円税込

鍵はもちろん、携帯電話、お財布、かばん等に付けて楽しく幸せな、
かわいいキーホルダー・ストラップ。

ストラップ　ヒバ楽ぶり(木札） 810円税込

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 癒しの香りでアロマテラピー効
果などがあります。

【インテリア雑貨】
ありがとう三角巾 1000円税込

毎日の掃除や、調理、家での時間が楽しくなるアイテムです。ありがとうバンダ
ナ使用。5色　オレンジ・ブラック・パープル・グリーン・ネイビーブルー

ニコちゃんカバー 1600円税込

「ありがとう」と「ニコちゃん」いっぱいの生地で、生活空間を彩る（クッション・座
布団用）カバー。やさしい色合いのピンクとブルー。

※ピンク完売

蓮花クッションカバー 3400円税込

泥の中から咲く蓮の花。お釈迦さまの台座にも選ばれた花、蓮花がモチーフの
布で丁寧に手作りされた、柔らかな光沢が素敵なクッションカバー。

怪しい話には乗れん・厄よけのれん 2057円税込

可愛い五ツ割れのそれぞれに「あ・り・が・と・う」と大きく印刷。ちいさな
「ありがとう」もびっしり印刷された生地は極細起毛の高級品。ブルー・グリー
ン・ゴールド全3色

※レッド完売

蓮の蓮（はすのれん） 3ツ割3087円・2ツ割5143円税込

あたりのやわらかなマイクロファイバーを使用した布地に、たくさんの「ありがと
う」をデジタル印刷、蓮の写真あしらった、とても心地よいのれん。ブルー・パー
プル・グリーン

※3ﾂ割
グリーン完

売
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【雑貨】
大旗・旗楽喜　/　卓上・ミニ旗楽喜（はたらっきー） 大旗2750円/ミニ1320円税込

「旗揚げ、旗の下」の言葉のとおり、物事の始まりは最初に「旗」があるようで
す。ハタ（周りの方々）を楽に楽しくし喜ばれる「旗」として、お店のディスプレイ
や、卓上に飾ってお楽しみください。

天然水晶ピラミッド 3800円～価格は大きさ・グレードにより異なります。ご相談ください。

ブラジル産の天然水晶を、ピラミッド型にカット、大地が生み出した神秘の輝き
を楽しめる一品。レギュラーサイズ(底面3.0×3.0mm前後）水晶・ローズクオー
ツ・アベンチュリン・ラピスラズリ・タイガーアイ

【絵・カード】
ほほえみ曼荼羅 3580円税込

微笑んだ金剛界八十一尊の大曼荼羅を縮小しプリントした色紙。楽しい、嬉し
いが口癖で、ニコニコしていると自分の周りにこのような曼荼羅が出来るイメー
ジ。

販売終了

ありがとうマンダラー額付きオリジナル原画 50000円税込

‘ありがとう・うれしい・たのしい・しあわせ’をはじめ様々な温かい言葉を使い、
カラフル な色で描きあげた曼荼羅。

ありがとうマンダラー　A4・A3 A4サイズ1500円・A3サイズ3000円税込

「嬉しい」「楽しい」[幸せ」「愛してる」「大好き」「ありがとう」「ついてる」等
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。全30種類

パワーカード1・2水のカード 1000円税込

「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。

無量大数ありがとう　A4・A3・色紙額・キャビネ額 1650円～6050円税込

商品の背景に「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
大数個印刷しました（目には見えません）。ランチョンマットにしたり、枕の下に
入れたりと、使い方は無限大。あなたのヒラメキでご利用ください。
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【雑貨】
ついてますありがとう　キャビネ額 3300円税込

商品の背景に「ついてますありがとう」の文字を
10の88乗個印刷してあります（目には見えません）。

祝福神　A4・A3・色紙額・キャビネ額・言葉額 1650円～6050円税込

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。

無量大数ありがとう　マグネット・ステッカー マグネット880円・ステッカー1100円税込

商品の背景に「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倍個印刷しました（目には見えません）。

ついてますありがとう　マグネット・ステッカー マグネット880円・ステッカー1100円税込

商品の背景に「ついてますありがとう」の文字を縦横に組み合わせ、
10の88乗個印刷しました（目には見えません）。

祝福神　マグネット・ステッカー マグネット880円・ステッカー1100円税込

商品の背景に「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、無量大数個印刷しました
（目には見えません）。

4 ページ 雑貨



【ファッション雑貨】

【アクセサリー・小物】
ありがとけいオリジナル　合皮ベルト 11523円税込

大人気ロングセラーの「ありがとけい」がリニューアルして再登場♪
文字盤に描かれた「ありがとう」の文字を、透明の回転盤が一秒一秒辿っていく
時計。（交換ベルトもご用意。ブラウン・キャメル（合皮ベルト））

販売終了

ありがとけいエレガンス 11000円税込

花びらのようなピンク色の文字盤の、自分に代わり「ありがとう」を年に630万回
発信してくれる時計。（パステルピンク・ピンクベージュ・ホワイトベージュ全3種）

販売終了

ありがとうチタンペンダント 4000円税込

小林正観さん手書きの「ありがとう」の文字を刻印した、手作りならではのぬくも
りがあるペンダント。日頃、たくさんの電化製品に囲まれている方へ。

販売休止

ありがタイ 3143円税込

さりげないストライプの模様かと思って良く見ると、なんと「ありがとう」の文字が
びっしり斜めにデザインされています。シルク100％の上質なネクタイ。

※サックスブ
ルー、ネイ
ビー、ミントグ
リーン
販売終了

タイタノシック（タックピン） 800円税込

「ありがとう」の文字がデザインされたタックピンです。
白・黒・赤・緑・灰色の全5色。
ネクタイピンに！スカーフ留めに！使い用途がいっぱいです。

感謝いっぱいハンカチ「織が尊」 3枚セット2515円税込　1枚838円税込

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
温かく感じられると好評、3色セットのハンカチ。（サーモンピンク・イエロー・ライ
トグリーンのセット/ピンク・ホワイト・ライトブルーのセット全2種。）

ありがとう幸せハンカチ 4枚セット2800円税込　1枚800円税込

感謝いっぱいハンカチは、名称・カラー価格があたらしくなりました。
新色は「緑・ブルー・イエローゴールド・ピンク」の４色ができました。

ありがとうバンダナ 734円税込

肌触りがよく、吸湿性に優れた綿100％のバンダナ。かわいいにこチャンの絵と
「ありがとう」の文字がぎっしりのデザイン。色鮮やかな6色からお好みの色を。
(ネイビーブルー・グリーン・ブラック・オレンジ・紫）

※スカイブ
ルー、レッド、
ピンク、イエ
ロー
販売終了
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【ファッション雑貨】
ごこうの色（ポケットティッシュケース）

こちらの商品は 1 点 1 点丁寧に縫製されています。
全て手作りのため、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 ～ 約 3 週間かかります。

蓮花布　 1枚1362円・2枚セット2515円税込

やすらぎの蓮花の絵が描かれた綿ローン素材の布。大判なのでスカーフ
・ハンカチ・ふろしきなど活用多種。柄は蓮花「一輪」と「八輪」の2種。

蓮（ハス）カーフ358 3751円税込

数えきれない「ありがとう」と蓮の花に、やさしくおだやかに包まれる幸せ。
透ける素材、ソフト素材の2枚組。カラーは3種

※Bサイズ完売

【財布・名刺入れ・バック・ポーチ】
友を呼ぶ財布 2つ折り11000円・長財布12000円税込

この財布に縁があって来てくれたお金を、内側に書かれたたくさんの「ありがと
う」の言葉で歓迎、さらにお金が「友を連れてまた帰ってきたくなる」うれしいお
財布。

友を呼ぶ名刺入れ 4000円税込

「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「ありがとう」の言葉
を
びっしりプリント。たくさんの良い友人を呼んでくれる名刺入れ。

花ポーチ蓮（れん）大・小 小900円・大1800円税込

「 蓮花布 」で作られています。 カラー：緑・黄緑（全2色）

蓮花ポーチ　大・中・小 小900円・中1600円・大1800円税込

「 蓮花布 」　と　オーガンジー生地 で作られており、 表面はつやつやの仕上が
りとなっています。
カラー：緑・黄緑（全2色）

New蓮花ポーチ（ファスナー付き）大・小 小1200円・大1500円税込

こちらの商品は 1 点 1 点丁寧に縫製されています。
全て手作りのため、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 ～ 約 3 週間かかります。
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【ファッション雑貨】
ありがとうポーチ　大・中 中1300円・大1500円税込

「ニコニコシーツ」から手作りされたかわいらしさいっぱいのありがとうポーチ。
中サイズは、500mlのペットボトルがぴったり入る大きさです。 「友を呼ぶ財布」
を入れてお使いいただけます。
カラー： ブルー・ピンク （全2色）

ありがとう巾着ポーチ　 1600円税込

「ありがとうバンダナ」で作られた、カラフルでかわいい巾着ポーチ
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【健康用品】
たまたましい １個3240円、2個6480円（税込）

野草・薬草・木の実などを炭にして手作りで加工。体に直接つけると数分で
昔ながらの鍼灸のような、じんわりとした温感刺激が体に働きかける。
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【寝具】
ニコニコ掛けカバー (ピンク・ブルー） 3353円税込

温かい言葉のありがとうや、ニコちゃんに包まれて、幸せな気分で夢の中に
誘われる掛けカバー。

販売終了

ありがとう枕カバー(ブルー） 1200円税込

コットン100％の心地良い肌触りです。元気いっぱいのニコちゃんや「ありがと
う」で埋め尽くされた柄になっていて、しあわせな眠りを。

ピロー快福（首枕） 3300円税込

首にピタッとくるウレタンホーム加工の首枕、ありがとうがいっぱい書かれた
カバー付き、ネーミングはダジャレで”ピロー快福”で”疲労回復”。

販売休止
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【日用品】
美顔タオル・トレビガン　 823円税込

毛髪の1/100分の超極細繊維で作られたしっとりとした手触りの良いタオル。
ファン
デーションや毛穴の汚れもすっきり。パソコン、携帯電話、アクセサリーも磨け
る。

販売終了

感謝いっぱいシリーズ　　スポーツタオル・バスタオル 1980円/2750円税込

安心できる物を作りたく、特殊加工をほどこした、肌触りのよいタオル。
ありがとうの文字をタイル状にデザイン。

バスタオル
販売終了

ありがとうろうそく　 242円～968円税込

その日の気分で選べる芯がカラフルな8色、日本で一番美しい言葉「ありがと
う」を転写プリントした、無煙、無臭、消滅タイプのろうそく。燃焼時間約8分。

ありがとう線香「招福香」　  363円～968円税込

灰の中から不思議に「ありがとう」が現れる、炭を主原料とした板状の線香。
思わず「ありがとう」と言ってしまうような、福をたくさん招く「招福香」。
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【食品・健康食品】

【食品】
まぁ！ドレにする 小2400円・大3400円税込

マドレーヌや、クッキー、焼き菓子などが、たくさん入った、詰め合わせセット
「まぁ！ドレにする」　正観さんの一言で素敵な商品名になりました。
楽しい時間を過ごす時のお手伝いになれば・・・と、いろんな種類を箱に詰めま
した。

休止中

天使の珈琲 袋入り100ｇ900円・箱なし1缶1900円・箱入り2000円・2缶4000円税込

「ありがとうの天使の珈琲」は、モカの最高級品、モカ・ヤンニハラールを使用し
ております。
感謝の気持ちが伝わるようにという思いから、ラベルに「ありがとう」の文字を
たくさん印字いたしました。

あめがとう 3個・10個・250個入り　110円～7700円税込

日本の伝統技術が光る「金太郎飴」の職人技で「ありがとう」の文字を入れた
飴。
まろやかな甘さがお口いっぱいに広がるイチゴ味。

【健康食品】
しあわせの青汁　1パック～4パックセット 3200円～12000円税込

「しあわせの青汁」は、純国産の無農薬・有機栽培原料１００％の青汁です！
身体にやさしい、安心・安全の国産青汁
※お得な定期コースもあります。

どくだみ健康茶 1320円税込

無添加天然素材が特長の漢方薬局が作った‘どくだみ茶’。
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【食器・台所用品】

【食器】
で・かっぷ 1500円税込

伊豆高原の工房で大切に焼き上げられたマグカップ。小林正観さんの
やさしい言葉と素敵な写真、斎藤サトルさんのイラストで一口ごとに心安らぐ。

販売終了

無量大数ありがとう コーヒースプーン ・ カレースプーン  550円・770円税込

金物の町、新潟県燕三条で丁寧に作られた、口あたりがなめらかなスプーン。
にこチャンマークと、「ありがとう」無量大数入りで食事の時間が楽しくなる。

無量大数ありがとう フォーク ・ バターナイフ  550円税込

金物の町、新潟県燕三条で丁寧に作られた、口あたりがなめらかなスプーン。
にこチャンマークと、「ありがとう」無量大数入りで食事の時間が楽しくなる。

感謝のはしくれ(箸） 550円税込

大人気でしたお箸「感謝のはしくれ」が大好評につきまして再開しました。長い
年月をかけて、受け継がれ磨かれてきた技と伝統の「輪島塗」。持ち手の部分
は、金色の上品な「ありがとう」とＳＫＰロゴマークが入っています。お好みで選
んでいただけるように5色を取り揃えました

※ピンク
販売終了

蓮の花ありがとうコースター  880円税込

蓮の花と538個の「ありがとう」の言葉に彩られた素敵なコースター。裏面は、
「祝福神」と「ありがとう」の言葉いっぱい、使い方いろいろのリバーシブル。

元気なコースター  400円税込

ありがとうバンダナをパッチワークにした、
和の雰囲気がただよう可愛いコースターです。
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【食器・台所用品】

【台所用品】
ありがとうカフェエプロン　（ショート・ロング） ショート2300円・ロング2700円税込

ありがとうバンダナをあしらった、カフェスタイルのエプロン。
カラフルなバンダナでお好みの色をセレクト、ショートタイプとロングタイプ2種
類。

無量大数ありがとう 包丁 4840円税込

日常のお台所に便利な三徳（万能）包丁。
包丁に、「ありがとう」が無量大数と、にこチャンマーク入りで美味しいお料理
を。
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【バス・トイレ用品】
うすさま明王色紙 600円税込

にっこり顔のトイレの神様、台座が便座で、手にはお掃除セット、こんな神様が
「トイレ掃除を見守って下さる」と想像するだけで楽しい「烏枢沙摩明王」のミニ
色紙。

うすさま（烏枢沙摩）明王像 3000円税込

トイレの神様の半立体像、山梨の龍華院が所蔵されていたものを複写したお
姿は圧巻、裏面には同院の開眼供養済みの証明付き。

ありがとうサンゴや！ 5940円税込

大変珍しく貴重なサンゴ貝化石の浴用剤。15種類以上のミネラルを持つサンゴ
パワーで美肌に効果的。約半年使え、残り湯は洗濯は汚れがよく落ち経済
的！
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【化粧品】
スマイルエンジェル　ジェルクリーム　 1925円～7150円税込

主成分は 「水」 。
お子様の全身ケアにもお使いいただけるジェルクリーム。
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【文具】

【カレンダー】
蓮花繋がり暦　正観さん日めくり永久保存版 2160円税込

正観さんの言葉と、きれいな蓮花の写真が日めくり永久保存版のカレンダーに
なりました。Ａ４サイズ１６枚綴りです。

祝彩ひめくり（日めくりカレンダー）　  1800円税込

小林正観さんの31の言葉、嬉しく楽しく人生を彩る日めくりカレンダー。

う・た・しごよみ　  1320円税込

宇宙の構造を探求してこられた小林正観さんの、31の言葉を綴った日めくり
カレンダー。日々、目にして実践したい、言葉の数々。

ツキをよぶ　月めくり言葉 1200円税込

正観さんの『運命好転十二条の言葉、斎灯サトルさんのイラストによる月めくり
カレンダーです。切り取れば絵葉書としても使えるようになっています。

無量大数ありがとう カレンダー 3080円税込

ありがとうの文字の最高単位無量大数の100倍まで入れたカレンダー。B3サイ
ズ。にこチャンシール365枚付き。

無量大数ありがとう 2か月カレンダー 2000円税込

ありがとうの文字の最高単位無量大数まで入れたA3サイズに2か月表示のカ
レンダーです。

無量大数ありがとう 卓上カレンダー 1650円税込

ありがとうの文字の最高単位無量大数まで入れた卓上カレンダーCDケース入
り。
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【文具】

【シール・ハンコ】
ＳＫＰラインスタンプ記念シール①～⑫ 110円税込～220円税込

ＳＫＰオリジナルラインスタンプの発売を記念したシールです。お気に入りの雑
貨に貼ったり、お手紙やハガキにメッセージとして貼ったり、使い方はいろいろ
です。(ハガキサイズに24個イラスト。ダジャレ＆ありがとうシールは大きめA4
サイズ）

うれしーる 105円税込

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。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」。

ありがとうシール大・小 500円税込

カラフルなあ「ありがとう」が、かわいいにこちゃんを中心にらせん状にデザイン
された円形のシールです。ＳＫＰうたしグッズ第一号の商品です。このデザイン
を見て正観さんは、「ありがとうを斜めにするのは、私には思いつかないデザイ
ンです」と、とてもお気に入りだったそうです。

ありがとう5,000カードシール・ありがとう50,000カードシール　  550円税込

自分のペースに合わせて選べる、ありがとう100回でシールを1枚貼るタイプ
と、ありがとう1000回でシールを1枚貼るタイプのありがとうカウントカード。

シールリラクゼーション　  352円～550円税込

ニコニコマークのシール、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。大・中・小の3枚セット、大・中・小各3枚ず
つのセット

無量大数ありがとう 100倍シャワーシール　  1100円税込

ありがとうの文字の最高単位無量大数カードが1cm、2cm、3cmのシールに。
好きな大きさを選び、好きなところへ。
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【筆記具・下敷き】
喜びニジますペン　  360円税込

「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」の言葉が
ニジ色にデザインされた、なめらかな書き心地のボールペン。

天知る、地知る、ペンも知る　 363円税込

パステルカラーでありがとうがたくさん印刷されていて、何を書いても楽しさ、
ありがたさいっぱいで、幸せな気分になれる3本入り鉛筆。

無量大数ありがとう 下敷き （B5サイズ）　  1980円税込

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。
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【便箋・ハガキ・メモ・しおり・他】
祝彩ハガキ(祝い／彩り） 500円税込

祝彩ひめくりカレンダーのイラストがハガキになりました。
5枚セット、祝いと彩りの2種類です。

もっ手帳（もってちょ）　カレンダー手帳 1100円税込

小さいサイズでいつでも持ち歩けるこの
「もっ手帳(もってちょ)」を製作させていただくことになりました。
みなさまの日々の生活にお役に立てれば幸いです。

ありがとうノート 424円税込

ありがとうがびっしりと入っている「ありがとうノート」日常に起きる「嬉しい」「楽
しい」「幸せ」「ありがとう」というできごとを書きとめてはいかがでしょうか？

ありがとう便せん　  300円税込

ありがとうハガキと同じ模様の、世界で１番美しい言葉「ありがとう」がいっぱい
で、
やさしい色合いの便せん。

ありがとうハガキ　  150円税込

あなたの「ありがとう」が大切なひとに、まっすぐ届きますようにと、地模様だけ
で
なく、四季の絵模様にも、ありがとうがびっしり詰まっているハガキ。

小林正観絵言葉書集①　～癒しの風景・お礼の言葉　タヒチ＆ボラボラ～ 1543円税込

小林正観さんが撮った写真に、感謝の言葉をそえて、「喜び、幸せ、感謝」だけ
を、
伝えるために作ったハガキ。

販売終了
ショップさん

在庫のみ

小林正観絵言葉書集②　～お礼の言葉・笑顔の仏絵～ 1543円税込

小林正観さんのとてもあたたかいお礼の言葉と、斎藤サトルさんのやさしい
仏絵のハガキ。

販売終了
ショップさん

在庫のみ

薬師如来　 157円税込

斎灯サトルさんによる、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る「薬師如来」の絵ハガキ
薬師如来のイラストのハガキ。
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蓮花葉書「八言葉」 1260円税込

写真家・青木さんの撮った素晴らしい蓮花を感じていただけます。葉書が再登
場。

小林正観さん言葉はがき集①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧ 1100円税込

毎月ＳＫＰのホームページでご紹介して大好評。季節の素敵な写真に、正観さ
んの言葉をそえたはがきです。正観さんが撮影した写真もあります。

ありがとうコミュニケーション　  220円税込

にこチャンの顔と「ありがとう」、「ついてますありがとう」の言葉入り、
糊付きの付箋（タックメモ）。

蓮花しおり　  524円税込

「花果同時・汚泥に染まらない・あだ花がない」不思議な蓮花の写真と、
小林正観さんのいつも目にしていたい言葉のしおり。

ありがとうブックカバー　文庫本・単行本用 524円～734円税込

包装用品表側は、イラストレーター・中野妙子さんによる、 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いますので、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。

正観さんを探して～Ａ４オリジナルクリアファイル 424円税込

正観さんが講演会やイベントでうたし仲間の皆様と余興をされている楽しい雰
囲気が詳細に描かれた斎灯サトルさんの２０代の頃の作品がオリジナルのク
リアファイルになりました。

笑顔・御朱印帳 2500円税込

斎灯サトルさんのイラストで「笑顔・御朱印帳」ができました。表面の笑顔の
マークは小林正観さんの描いたものです。裏面の円は「し」の文字を囲んだ、
「ありがたし」「たのし」「しあわせ」「うれし」「しそくのつくばい」という正観さんの
アイデアをデザイン化させていただきました。ありがとういっぱいの黄金に輝く
御朱印帳です。
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　　定価　300円（税込）
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