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日本ヴェーダーンタ協会
249-0001 神奈川県逗子市久木 4-18-1

Vedanta Society of Japan
4-18-1 Hisagi Zushi-shi Kanagawa-ken 249-0001

カタログ（Catalogue）
日本とインドからの神聖な物品

Spiritual Articles from India and Japan

ＣＤ	 （CDs）
書籍	 （Books）
線香	 （Incense	Sticks）
瞑想用マット	 （Meditation	Mat)
数珠	 (Rudraksha	Beads)
写真・写真立て	 （Photo・Photo	Stand）
布製バッグ・その他	（Cotton	Bags	etc.）

協会について	 （About	us）
注文用紙	 （Order	paper）
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Ｃ　　Ｄ

シュリマッド・バガヴァッド・ギーター
Srimad Bhagavad Gita  3 vol. 5000Yen
価格 5000 円（｢3 枚組 ｣75:27、67:17、68:00）
サンスクリット語。インドの聖なる英知
と至高の知恵の朗誦、全 18 章完全収録。

ディヤーナム（瞑想） 価格 2000 円（77:50)
瞑想は、私たちの身体や心や魂を健全にする
手段です。瞑想をし、健全な生活を送ってい
けば、人は日常の心身のストレスを感じるこ
とがなくなっていきます。誘導瞑想—神への
愛と信仰の道、知識と識別の道を収録。

シュリマッド・バガヴァッド・ギーター選集
Srimad Bhagavad Gita (Selection) 2200Yen
価格 2200 円（79:06）上記のギー
ター３枚組より抜粋し、１枚にまと
めた CD。

Dyanam （Meditation） 2000Yen（77:50)
This CD contains simple, practical and step 
by step guided meditations following age-old 
Hindu spiritual traditions that have evolved 
various universal meditation techniques for 
aspirants of differing aptitudes.

日本語による瞑想ガイド Guided Meditation in English

Pt. Ravi Shankar, Sitar CD
1900Yen（about 60min.）
Sound of Sitar.

ラヴィ・シャンカール、シタール CD
1900 円（約 60 分）
世界的に有名なシャンカールによるシ
タール演奏。

インドの一番有名な聖典、バガヴァッド・ギーターの朗誦
CDs on Chanting of Bhagavad Gita - India's most famous Scripture

ディッヴャ・ギーティ（神聖な歌） 2
DIVYA GÆTI vol .2
各定価 2000 円（約 76:45）
Each 2000Yen

ディッヴャ・ギーティ（神聖な歌） 3　
DIVYA GÆTI vol .3
各定価 2000 円（約 74:04）
Each 2000Yen

ディッヴャ・ギーティ（神聖な歌） 1　
DIVYA GÆTI vol .1
各定価 2000 円（約 62:33）
Each 2000Yen

インドには信仰歌という豊かな伝統があります。聞く
人のハートに慰めと純粋な喜びをもたらし、神への歓
喜を呼び覚ます歌です。

インドの著名な歌手による神聖の歌、日本語の歌詞と意味つき
Spiritual songs by professional singers of India with script and meaning in Japanese

普遍の祈りと讃歌
価格 2000 円（44:58）
ヴェーダ・マントラの霊妙な波動は、
疲れ果てた心を和らげ、内に平安をも
たらし、霊的な感情を呼び起こす。

Universal Prayers and Songs
2000Yen（44:58）
The ethereal vibration of the Vedic man-
tras soothes the weary heart, brings in-
ner peace and arouses spiritual feelings.

Background music during Yoga Excesize & Meditaitionヨーガ中、瞑想中のＢＧＭとして

Hariprasad, Flute CD
1900Yen（about 60min.）
Sound of Flute.

ハリプラサード、フルート CD
1900 円（約 60 分）
フルート演奏。瞑想などの BGM に。
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（インド信仰歌、定価一律 1000 円）
Songs from Kathamrita 1- 6, Sri Ramakrishna Aratrikam, Sri Ramanama Sankirtanam, Sri  
Ramakrishna Vandana, Sri Sarada Vandana, Vivekananda Vandana, Sri Krishna Vandana, 
Kali Kirtana 1-3, Shiva Mahima, Sankirtana Sangraha 1-2, Saraswati Vandana, etc

音楽カセットテープ
（Music Cassette Tape）

その他インドからのＣＤ
（Other CDs from India）

※ 輸入品は、数に限りがありますので品切れの歳はご容赦ください。

Sri Ramakrishna Aratrikam 
1500 円、1500Yen

Sri Ramanama Sankirtanam 
1500 円、1500Yen

Sankirtana Sangraha-1 
1500 円、1500Yen

Sri Krishna Vandana 
1500 円、1500Yen

Shiva Mahima 
1500 円、1500Yen

Songs of Sri Ramakrishna 
1500 円、1500Yen

Sri Sri Vishnusahasranama
Stotram 
1500 円、1500Yen

Sri Ramakrishna Vandana 
1500 円、1500Yen

Sri Sri Chandi 
1500 円、1500Yen

Sri Sarada Vandana 
1500 円、1500Yen

Vivekananda Vandana 
1500 円、1500Yen

シュリー・クリシュナ、シヴァ賛歌と朗誦
CDs on the songs and chants of Sri Krishna, Shiva



�

書籍（和書）（Japanese Books）

ラーマクリシュナの福音（A5 判）
価格 6300 円、1160 頁）（上製、函入り）
晩年の 5 年間、弟子や信者たちに語った言
葉を、背景の描写とともに一弟子が克明に
書き残した書。

ラーマクリシュナの生涯—その宗教と思想
上・下巻（A5 版、上製本）　
各価格 4900 円（上巻 772 頁、下巻 608 頁）
直弟子サーラダーナンダによって書かれた
伝記の決定版。

新刊 シュリーマッド・バーガヴァタム
―シュリー・クリシュナの神遊びと賢者たち
価格 1600 円（B6 判、304 頁）
インドの代表的な聖典。純粋な信仰を
説く。

新刊 真実の愛と勇気 
―ラーマクリシュナの弟子たちの足跡
価格 1900 円（B6 判、424 頁）
シュリー・ラーマクリシュナの出家した弟
子 16 人の伝記が収められている。

スワミ・アドブターナンダ—教えと回想
価格 1000 円（B6 判、約 200 頁）
正規の教育をまったく受けていないに
かかわらず、最高の叡知を悟ったシュ
リー・ラーマクリシュナの高弟の１人。

シカゴ講演集
価格 500 円（文庫判、64 頁）
シカゴで行われた世界宗教会議で「西
欧思想を征服した」スワーミー・ヴィ
ヴェーカーナンダの全講演。

霊性の修行
価格 900 円　（B6 判、168 頁）
スワーミー・ブテシャーナンダによる日本
での講話。霊性の修行に関する深遠かつ明
快、そして実践的な講話集。

ラーマクリシュナ僧団の三位一体と理想と
活動　価格 900 円（B6 判、128 頁）
ラーマクリシュナ、ホーリー・マザー、ヴィ
ヴェーカーナンダの小伝、僧団の歴史と活
動および当協会の歴史を解説されている。

バクティ・ヨーガ
価格 1000 円（新書判、192 頁）
講演集。人格神信仰の論理的根拠、実
践の方法及びその究極の境地を説く。

カルマ・ヨーガ
価格 1000 円（新書判、214 頁）
講演集。無執着の精神で働くことに
よって自己放棄を得る方法を説く。

ラージャ・ヨーガ
1000 円（新書判、242 頁）
講演集。精神集中等によって、真理に
至る方法を説く。パタンジャリ『ヨー
ガスートラ』の解説を付す。

ギャーナ・ヨーガ
価格 1400 円（新書判、348 頁）
講演集。哲学的思索により実在と非実
在を識別し、真理に到達する方法を説
く。改訂第２版。

世界的に有名なインドのスワーミー・ヴィヴェーカーナンダによるヨーガ・シリーズ

現代インドの預言者、シュリー・ラーマクリシュナ

ホーリー・マザーの福音
価格 1900 円（A5 判、320 頁）
現代インドの聖女サーラダー・デー
ヴィーの教え

ホーリー・マザーの生涯
価格 1900 円（A5 判、320 頁）
現代インドの聖女サーラダー・デーヴィー
の生涯

シュリー・ラーマクリシュナの霊性の伴侶、シュリー・サーラダー・デーヴィー

その他の書籍
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永遠の伴侶
価格 1500 円（B6 判、342 頁）
僧院の初代の長ブラフマーナンダの伝
記と語録。弟子たちが亡き師の深い愛
と生涯を偲ぶ。追憶記も含む。

最高をめざして
価格 1000 円（B6 判、244 頁）ラーマク
リシュナ僧団・奉仕団の第６代団長である
著者が、出家、在家両方の弟子たちのため
に説いた最高の目標に達するための教え。

秘められたインド価格
1500 円（B6 判、326 頁）哲学者ポール・
ブラントンが真のヨーギ（ヨーガ行者）を
求めてインドを遍歴し、ついに沈黙の聖者
ラーマナ・マハリシに会う。

わが師　
価格1300円（B6判、246頁）ヴィヴェー
カーナンダ講演集。シカゴ講演集。わが
師（シュリー・ラーマクリシュナを語る）、
インドの賢者たち、その他を含む。

インド賢者物語
（B5 判、72 頁、２色刷り）
定価 900 円　
スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ伝記絵
本。

瞑想と霊性の生活１
価格 1000 円（B6 判、232 頁）　
灯台の光のように霊性の旅路を照らし続け、
洋の東西を問うことなく、誠実な魂たちに
霊的知識を伝える重要な概念書の第 1 巻。

Title              Author         Price
The Gospel of Sri Ramakrishna       M.            ¥3,000
Sri Ramakrishna, the Great Master(1,2)   Swami Saradananda  ¥1,750 (each)
Yoga series - by Swami Vivekananda
       Karma Yoga ¥1,250     Bhakti Yoga ¥1,000    Jnana Yoga ¥1,500    Raja Yoga ¥1,750
Complete Works of Swami Vivekananda  (9 volumes)       ¥1,900 - 3,000
Apostles of Sri Ramakrishna        Swami Gambhirananda ¥540
The  Gospel of the Holy Mother       Swami Gambhirananda ¥1,650
Bhagavad Gita (Sanskrit Text with English Translation and Commentary in English etc.)
Books on Vedanta, Books on Meditation
Illustrated books for Children, Books of prayer
 ＊ English Books 20% discount.
 ＊ 英文出版物は定価の２割引きで販売致します。また上記以外にもたくさんあります。お問い合わせください。

書籍（洋書）（English Books）

霊性の師たちの生涯　
価格 1300 円（B6 判、301 頁）
ラーマクリシュナ、サラダ・デーヴィおよ
びスワーミー・ヴィヴェーカーナンダの伝
記。

抜粋ラーマクリシュナの福音
価格 1550 円（B6 判、432 頁）
１９０７年、「福音」の原著者みずか
らが、その要所を抜き出して英訳、出
版した。改訂第２版。

謙虚な心
（176 頁、B6 版）
価格 1100 円　
在家の直弟子、ナーグ・マハーシャヤの生
涯。

シュリーマッド・バガヴァッド・ギーター
（220 頁、B6 変形、ハードカバー）
価格 1400 円　
ローマ字とカタカナに転写したサンスク
リット原典とその日本語訳。

ヒンドゥイズム
価格 1300 円（B6 判、266 頁）
スワーミー・ニルヴェーダーナンダが、
ヒンドゥの信仰と哲学の根本原理を分
かりやすく解説した一般教養書。

神を求めて 
価格 1300 円（B6 判、263 頁）
ラーマクリシュナの高弟、禁欲と瞑想
の聖者スワーミー・トゥリヤーナンダ
の生涯。
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写真、写真立て（Photo, Photo Stand）
（カラー・白黒、ハガキサイズ一律定価 100 円。他にさまざまなサイズのカラー・白黒写真があります。
また写真つき写真たて［インド製］もあります。お問い合わせください）

雑誌・会員（Magazine・Member）

　協会機関誌「不滅の言葉」隔月誌、奇数月発行。年１回特別号を発行します。会員には会誌講読を主とする準
会員（年会費 4000 円）と協会の維持を負担していただく正会員（年会費 12000 円以上）があります。準・正会
員の方には会誌 ｢ 不滅の言葉 ｣ と催し物の案内をお送りします。協会の活動は会費、協会内外の有志からの寄付
によって賄われています。なお協会会員になられた方には協会の物品を１５％引きで販売します。

写真カラーハガキサイズ（Photos）一律定価 100 円

写真白黒ハガキサイズ（Photos）一律価格 100 円

写真立てカラー・白黒ハガキサイズ（Photo Stand）一律 400 円
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その他（Miscellaneous Items）

数珠（Rudraksha Beads）　2000 円
　ルドラクシャ（インドジュズの木の実）はサンスクリット語でシヴァ神の
目という意味があり、ネックレスや腕輪として珍重されています。仏教にお
いても、それによってマントラを数えるなら、その恩恵は無限大であると多
くの教典の中で絶賛されています。協会で販売しているルドラクシャーは、
インドの大聖地ヴァーラーナシーから品質の高いものを直輸入しています。

線香（Incense Sticks）　各 250 円　ラーマクリシュナ・ミッション製。
●ガンガー「オーガニック」●ジャイランヴァーティー「サンダルウッド」
●ソーラバ「サンダルウッド」●ソーラバ「チャンパー」
■サンダルウッド（白檀）は、万人向けの香りです。インドでは浄化のため、
そして神々をよろこばすために、この香が焚かれます。
■チャンパーは、ほのかに甘く、すっきりとした香りのナグチャンパ香です。
その名のとおり、香りの王者にふさわしい万人に好まれる香りです。

瞑想用マット（Meditation Mat)　2000 円　ラーマクリシュナ・ミッション製。
瞑想にはかかすことの出来ないマットです。神聖な思いのためには自分専用
の敷き物が瞑想を助けてくれます。カラフルなインドカラーを数種類取りそ
ろえております。（ウール製品）

インド布製肩掛けバッグ（Cotton Bags）　1800 円　
ラーマクリシュナ・ミッション製。
軽量で、使いやすく、A4 サイズがゆったり入る大きさです。ショッピング・
ご旅行・お子様連れの方など、様々なシーンでお使い頂けます。（木綿製品）

ロケット（Locket）　900 円　
ラーマクリシュナとホーリー・マザーの肖像が入っています。サイズは約
2cm。（チェーンはありません）

   表　        裏

ロケット 2（Locket2）　500 円　
表はラーマクリシュナ、ホーリー・マザー、ヴィヴェーカーナンダです。裏
はカーリー女神です。サイズは約 2cm。（チェーンはありません）

   表　        裏
※ 他にもさまざまの物があります。御連絡ださい。
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　日本ヴェーダーンタ協会はラーマクリシュナ僧団の日本支部です。近代インドの偉大な聖者シュリー・ラー
マクリシュナ、および彼の第一の弟子であって彼自身すぐれた聖者であったスワーミー・ヴィヴェーカーナン
ダの、生涯と教えによって伝えられ例証されたヴェーダーンタの理想のもとに、設立されたものです。　
　古代インドの聖者たちに啓示されたヴェーダーンタは、人間の本性は神聖である、人生の真の目的はこの神
性を展開し顕現することである、そしてその真理は普遍的である、と教えています。
　ヴェーダーンタは世界のすべての宗教を受け容れ、偉大な預言者たち、教師たち、および神の子たちを敬愛
します。なぜなら、すべての内に同一の神のインスピレーションを認めるからです。
　僧団はスワーミー・ヴィヴェーカーナンダによって１８９７年に設立され、インドの本部を中心に１５５以
上のセンターを世界各地に持ち、少なくとも世界の２０種におよぶ言葉で書かれた文献の出版を行っています。
　皆様、どうぞ逗子の協会にいらして私たちのプログラムにご参加ください。

シュリー・ラーマクリシュナについて
　ラーマクリシュナ・パラマハンサの生涯の物語は宗教の実践の物語である。彼の生涯は私たちが
神と直接対面できることを示してくれる。

— マハトマ・ガンディー
スワーミー・ヴィヴェーカーナンダについて
　前略　過般来当地に参り、ヴィヴェーカーナンダ師に面会致し候。師は気魄学識超絶抜群、一代
の名士と相見え、五天到るところ師を敬慕せざるはなし。　　　　　　　　　　　      —  岡倉天心

日本ヴェーダーンタ協会について

About Vedanta Society of Japan

 As revealed to the saints of Ancient India, Vedanta teaches that man’s real nature is di-
vine, that the true object of human life is to unfold and manifest this divinity and that truth 
is universal.
 Vedanta accepts all the religions of the world and reveres the great prophets, teachers, 
and sons of God, because it recognises the same divine inspiration in all.
 Ramakrishna Mission is based on the universal spiritual ideas of Vedanta, and its 
modern exponents Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda.
 Vedanta Society of Japan is a branch of the Ramakrishna Mission and was founded by 
Swami Vivekananda in 1897.
 The Mission has more than 155 centres around the world with Head Quarters in India.
 You are welcome to visit our centre, located in a quiet place in Zushi, and attend our 
programmes.

Contact address:  E-mail  info@vedanta.jp Website: vedanta.jp
   Telephone: 046-873-0428 Fax: 046-873-0592
	 	 ※ Note:　In case you find any problems with articles purchased from us please contact.
	 	 ※  注：協会の品物を買われた方で、万が一問題がありましたら御連絡ください。
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■ 8000 円以上のご注文で送料は無料になります。
注文先

ご 注 文 者　Customer's Address
フリガナ　       男・女        住所（郵便番号）（ Address [ Zip ]）

氏名（Name)

Tel (Phone)                                 Fax

E-mail

日本ヴェーダーンタ協会  　　　          Vedanta Society of Japan
（ラーマクリシュナ・ミッション日本支部）           (A branch of Ramakrishna Mission)
249-0001 神奈川県逗子市久木 4-18-1  　　　4-18-1 Hisagi Zushi-shi Kanagawa-ken  249-0001
Tel: 046-873-0428　　Fax: 046-873-0592　　E-mail: info@vedanta.jp　　　Website: vedanta.jp

ご　注　文　書　Order Paper

品名（Item)  数量（Quantity)

※ 料金は後払いです。発送時に郵便振替を同封します。銀行振込も可能です。


