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天茶製品

長野県黒姫の天茶畑 2021年7月

天茶 茶葉 180ｇ

価格 2,800円（税込）

ケース 大（54袋）151,200円

ケース 小（18袋） 50,400円

長野県黒姫の山麓で作られた天茶です。

天茶 ティーバッグ

80袋入（2g×80)

価格 2,500円（税込）

ケース（20箱）50,000円

お湯や水でも手軽に作れるティーバッグ

タイプです。

天茶の花



天茶製品

天茶エキス（ビン）70ｇ

価格 3,000円（税込）

天茶エキスは天茶を濃縮したものです。

天茶エキスミニ（チューブ）12ｇ×3本

価格 2,400円（税込）

ミニサイズの天茶エキスは、携帯用サイズなので小さく、手軽

に使えて便利です。

天茶飴 110ｇ（21粒）

価格 300円（税込）

天茶エキスを原料に作られた天茶

飴です。お口いっぱいに広がるま

ろやかな天茶の風味をお楽しみく

ださい。

天茶のお風呂（10包入）

価格 1,300円（税込）

天茶によもぎの葉を加えた天然成分

100％の色と香りの入浴をお楽しみく

ださい。

天茶石鹸（3個入）

価格 600円（税込）

天茶石鹸は天然油脂を原料に、伝統の釜焚き製法（鹸化法）で、じっ

くりと日数をかけて石鹸素地を作っているため、肌にやさしく、きめ

細やかな泡立ちと、すっきりとした洗浄力を持つ高品質の化粧石鹸で

す。さらに保湿効果に優れた「天茶エキス、天草エキス、黒糖」を贅

沢に配合。敏感肌の方も安心してお使いいただける大人気の石鹸です。

※ 包装のサービスも承っております。

ギフトセット

価格 1,900円（税込）

天茶石鹸3個と天茶のお風呂10包のセッ

トです。季節の贈り物にどうぞ。

※ 包装のサービスも承っております。



特別神具

三社宮（三ツ屋根三社宮）

価格 13,000円（税込）

高さ32cm幅31.5cm奥行15cm

伊勢神宮を参考に設計された三社宮です。木曽

ヒノキを使った職人さんの手作りです。

台座は取り外せます。

簡易型三社宮（横通三社宮）

価格 3,500円（税込）

高さ25cm幅32.5cm奥行15cm

初めて神棚をお祀りする方や単身の方、新入

会員向けに作られた簡易型の三社宮です。

台座は取り外せます。

一社宮

価格 2,600円（税込）

高さ33.5cm幅27.5cm

奥行9cm

主に御守護神等、信仰して

いる神札を祀ります。

札差し（プラ製10枚入）

価格 400円（税込）

四方祓等にお使いいただくためのプラス

チック製の札差しです。汚れたらこまめ

にお取替えしましょう。

木製札差し（玄関用）

価格 1,350円（税込）

家の玄関に祀る神札「一陽来福」

「立春大吉」「天五色大天空大神」

にお使いいただくための札差しです。

木製札差し（4枚入）

価格 1,800円（税込）

家屋に祀る神札、四方祓等にお使いい

ただくための札差しです。

霊祭執行証入れ

価格 2,000円（税込）

高さ14cm幅18cm奥行10cm

萬部供養の霊祭執行証が約30枚

納められます。

御法櫃（大・小）

価格（大）10,000円（税込）

高さ10.3cm横26.2cm縦19.2cm

価格（小） 5,000円（税込）

高さ10.3cm横19.2cm縦14.6cm

御五法、御秘法、萬部供養の霊祭執行証の保管

にお使いいただけます。

総桐製のため、軽量で恒湿作用があり、防腐、

防虫効果に優れています。大きさは、御秘法が

(大)に約36体、(小)に約18体納められます。

コップ 6個入り（会章 黒・金）

価格（中）1,600円 （税込）

高さ9.8cm・200cc

価格（小）1,500円 （税込）

高さ9.2cm・170cc

お給仕にお使いください。

※ コップ（金）は残り僅か。在庫が

なくなり次第、販売終了します。



特別神具

供養桶（大）

価格 39,000円（税込）

直径42cm高さ21cm

供養桶（中）

価格 33,000円（税込）

直径36cm高さ21cm

供養桶（小）

価格 8,500円（税込）

直径33cm高さ11cm

天茶供養器（プラスチック製）

価格 4,500円（税込）

高さ25.5cm幅39cm奥行28cm

丈夫で軽く扱いやすいと、多くの方からご好評をいただいてお

ります。

〈特徴〉

・取っ手が大きく持ち運びしやすく安心。

・550ｇと軽く、ABS樹脂で耐久性も抜群。

・底面に山があり、横に4枚並べられ、最大28枚が立ちます。

・光沢仕上げで洗いやすく汚れも付きにくい。

天茶供養器（小・ステンレス製）

価格 9,500円（税込）

高さ25cm幅30.5cm奥行19.5cm

頑丈なステンレス製です。

(大）は販売終了しました。

（札立て、茶杓は別売りです）

供養札立て（小）

価格 2,600円（税込）

高さ2cm幅29cm奥行9cm

ステンレス製供養器専用の供養札立てです。お札を4

枚分、横に並べることができます。

茶杓（柄杓）価格 700円（税込）

全長39cm柄の長さ30cm

天茶のご供養などにお使いください。

水漏れ塗装加工を施しています。受注生産のため、制作に2～3か月かかりますのでご了承ください。

大きさ（中）は、供養塔大小、どちらにもお使いいただけます。

※ 天茶供養器（小・ス

テンレス製）、供養札立

て（小）は残り僅か。在

庫がなくなり次第、販売

終了します。



線香

　金剛香（解脱会オリジナル）

　太陽香（市販品）

金剛香 天茶

価格 1,100円（税込）

内容量：200g

煙の量：少ない

天茶を原材料に加え、

創られた新商品。

やさしい品のある香り。

金剛さまが好まれた

丁子の香り。

金剛香 徳用

価格 1,000円（税込）

内容量：220g

煙の量：普通

金剛香

小箱

価格 400円

（税込）

内容量：80g

※ 残り僅か。在

庫がなくなり次

第販売終了しま

す。

フローラル系の

香り豊かなお線香。

金剛香 紫 徳用

価格 1,100円（税込）

内容量：220g

煙の量：少ない

※ 残り僅か。小

箱のみ、在庫が

なくなり次第販

売終了します。

太陽香 白檀

価格 1,100円（税込）

内容量：170g

煙の量：少ない

穏やかな夕日を想わせる、

香木白檀の温かみのある

香り。

太陽香 紫

価格 1,100円（税込）

内容量：170g

煙の量：少ない

さわやかな朝日を想わせ

る、ソフトなフローラル

グリーンの香り。

金剛香 紫

小箱

価格 500円

（税込）

内容量：80g

古来より、霊界におわします

る祖先、父母諸霊に対する尊

崇と思慕の念をこめた祈りを、

香煙にたくして霊に捧げてき

ました。

朝に報恩ー夕べに感謝をささ

げ、礼節の道の実践にぜひご

焚用ください。

New

※ 残り僅か。在庫がなくな

り次第販売終了します。



ローソク・感謝袋

　

封筒タイプ 10枚入

豆大 225ｇ

価格 400円（税込）

直径0.7cm/長さ5.3cm

燃焼時間 20分

小7.5号 78本

価格 350円（税込）

直径0.7cm/長さ8cm

燃焼時間 35分

1.5号 40本

価格 350円（税込）

直径0.9cm/長さ10cm

燃焼時間 1時間20分

3号 20本

価格 350円（税込）

直径1cm/長さ16cm

燃焼時間 2時間15分

7.5号 8本

価格 350円（税込）

直径1.5cm/長さ19cm

燃焼時間 3時間30分

10号 6本

価格 350円（税込）

直径1.7cm/長さ20cm

燃焼時間 4時間

15号 4本

価格 350円（税込）

直径2cm/長さ22cm

燃焼時間 6時間30分

1.5号 32本

価格 350円（税込）

直径1cm/長さ11cm

燃焼時間 1時間30分

New

3号 20本

価格 350円（税込）

直径1.3cm/長さ13cm

燃焼時間 2時間10分

花びら型

封印中

(印刷あり)

横開きタイプ 10枚入 幅広横開きタイプ 10枚入

価格 100円（税込）

横9cm縦18cm

封無中

(印刷なし)

印 中

(印刷あり)

無 中

(印刷なし)

印 大

(印刷あり)

無 大

(印刷なし)

価格 100円（税込）

横9cm縦17.2cm

価格 150円（税込）

横10.5cm縦18cm



解脱誌ファイル・解脱誌袋

　■　支部からの注文・支払い方法

　　▪　経理部「注文書」の注文欄にてご注文ください。

　　　　または、解脱会事業部まで電話、FAX、Eメールにてご注文ください。

　　▪　送料（※2）は送り先によって異なりますので、解脱会事業部までお問い合わせください。

　　▪　代金は会費等納入の際に、現金、または銀行振込・郵便振替にてお支払いください。

　■　個人からの注文・支払い方法

　　▪　解脱会事業部まで電話、FAX、Eメールにてご注文ください。　

　　▪　送料（※２）は送り先によって異なりますので、解脱会事業部までお問い合わせください。

　　▪　商品発送の際、代金と振込先を書面にてご案内いたします。

　　※1　振込手数料はお客様にてご負担ください。　

　　※2　総額2万円以上は送料無料となります。解脱会書籍と合わせてご注文いただいても結構です。

　■　問い合わせ先 　　解脱会事業部　　　〒160-0007　東京都新宿区荒木町４

　■　お振込先

注文・支払い方法のご案内

TEL ：０３－３３５３－２１９１（代） FAX ：０３－３３５３－３０５５

Eメールアドレス： shop@gedatsu.or.jp

解脱誌ファイル

価格 450円（税込）

1年分の解脱誌をファイルして保管で

きます。

解脱誌袋（100枚）

価格 1,000円（税込）

第三種郵便物用の封筒です。解脱誌の

郵送にお使いください。

口座名義 宗教法人 解脱会

みずほ銀行 四谷支店 （普通） ２０３８５２

郵便振替口座 ００１９０－２－８４９７４


