
期　　間 金　　額
2020年３月１日～８月31日 １米ドル；107円49銭 １カナダドル；80円58銭

2020年９月１日～2021年２月28日 ９月以降、神示教会公式サイトでご確認ください

　2020年（令和２年）３月１日～８月31日
御神体・購買品等金額一覧表

大山亠命神示教会

　このたび、2019年下半期の平均レートを基に、統一レートを下記のように定めました。

　なお、発送物の一部が輸出免税の対象となり、一部の項目は消費税額を引いた価格となっています。ま

た、教会図書は３月１日現在の内容です。最新刊については、神示教会公式サイトなどでご確認ください。

金額一覧表
種　　類

金　　額
円建て 米ドル建て カナダドル建て

令和２年（2020年）
御神体奉納金

御
ご

神
しんきょ

居用（家用） 4,000円 ＄37.21 ＄49.64
乗り物用 4,000円 ＄37.21 ＄49.64
個人用（携帯用） 2,500円 ＄23.26 ＄31.03

乗り物用御神体ソフトケース 96円 ＄0.89 ＄1.19
個人用御神体ソフトケース 96円 ＄0.89 ＄1.19

三
みつ

和
わ

飾
かざ

り
１号（50㎝） 2,600円 ＄24.19 ＄32.27
２号（70㎝） 2,600円 ＄24.19 ＄32.27
３号（100㎝） 3,305円 ＄30.75 ＄41.02

令和２年（2020年）　御神居用神
かん

飾
かざ

り 2,381円 ＄22.15 ＄29.55
御神居用神飾り台 953円 ＄8.87 ＄11.83
ろうそく（約20分用） 248円 ＄2.31 ＄3.08

神示教会徽章（胸章）
ピン式 172円 ＄1.60 ＄2.13
タック式１（長針） 277円 ＄2.58 ＄3.44
タック式２（短針） 277円 ＄2.58 ＄3.44

神示教会徽章ケース（ピン式のみ使用可） 210円 ＄1.95 ＄2.61
御神体立て 2,915円 ＄27.12 ＄36.18

御
ご

酒
しゅ

立て 467円 ＄4.34 ＄5.80
水立て 524円 ＄4.87 ＄6.50

御
み

皿
さら

124円 ＄1.15 ＄1.54

燈
あかり

立て 248円 ＄2.31 ＄3.08
御神居用神器セット※１ 1,762円 ＄16.39 ＄21.87

宝
ほうにゅうし

入紙 343円 ＄3.19 ＄4.26
御神体入れ　白箱 273円 ＄2.54 ＄3.39
神物用風呂敷 858円 ＄7.98 ＄10.65
御神居三点そろえ※２ 24,143円 ＄224.61 ＄299.62
御神居（神棚） 21,000円 ＄195.37 ＄260.61



種　　類
金　　額

円建て 米ドル建て カナダドル建て

安
あんじゅきょ

寿居 16,000円 ＄148.85 ＄198.56
安寿居（小） 12,000円 ＄111.64 ＄148.92
お供え台（大）※３ 3,858円 ＄35.89 ＄47.88
お供え台（小）※４ 2,915円 ＄27.12 ＄36.18
額縁（フォトフレーム） 620円 ＄5.77 ＄7.69
花瓶 667円 ＄6.21 ＄8.28
『人生の真理』１～30【30は４/１発売】（20、26は完売） 各572円 各＄5.32 各＄7.10
『心の正道』１～16【16は４/１発売】
（１、10、13、14は完売。６、９、11は残りわずか） 各572円 各＄5.32 各＄7.10

『理知の真理』１～12【12は４/１発売】
（１、２、７～ 11は完売。４、６は残りわずか） 各572円 各＄5.32 各＄7.10

『幸
しあわせ

福の花　儀式真理の基本』 572円 ＄5.32 ＄7.10
『儀式の真理』 572円 ＄5.32 ＄7.10

『輝
ひかり

光－愛に生きる－』 572円 ＄5.32 ＄7.10

『友
ゆう

輝
き

』20～24（21～23は完売） 各572円 各＄5.32 各＄7.10

『実りのみち2018』『実りのみち2019』『実りの光
みち

27』 各572円 各＄5.32 各＄7.10

『生
いのち

命の歩み』（第３版） 1,250円 ＄11.63 ＄15.51

『真実の光
みち

・神示』
（�昭和60年から平成７年まで年刊、平成８年～12年版、平成13年～14年版、
平成15年版から平成31年・令和元年版まで年刊）

各829円 各＄7.71 各＄10.29

『真実への道　光の足跡』（集大成版）
（�平成28年９月23日に発売。未公開の神示を数多く加え、編

へん

纂
さん

し直した、�
合計572ページに及ぶ神示教会の歴史書の集大成版）

2,500円 ＄23.26 ＄31.03

『真実への道　光の足跡』（残りわずか） 1,458円 ＄13.56 ＄18.09
『神示教会　光の足跡　直使編』 1,553円 ＄14.45 ＄19.27
『�The�Basic�Principles�－Family,�Health,�and�Work－�
理知の真理』 667円 ＄6.21 ＄8.28

『Ceremonies�The�Principles�儀式の真理』 667円 ＄6.21 ＄8.28
『How�to�Live　心の基』 667円 ＄6.21 ＄8.28
『心の旅路』82～98（83～86、88～94、 97は完売） 各505円 各＄4.70 各＄6.27
楽しい絵本３、４、６ 各505円 各＄4.70 各＄6.27

教会費（年額）
神
しん

会員（15歳以上の方） 9,600円 ＄89.31 ＄119.14

供
とも

会員（15歳未満の方） 6,000円 ＄55.82 ＄74.46

公
こう

奉納金（15歳になって供会員から神会員への登録時の奉納金） 10,000円 ＄93.03 ＄124.10
信者籍奉納金 30,000円 ＄279.10 ＄372.30
信者籍登録料 5,000円 ＄46.52 ＄62.05

※１…御酒立て２個、水立て１個、御皿２枚、燈立て１個のセット
※２…御神居（神棚）、御神体立て、お供え台のセット
※３…安寿居の大きいサイズでお使いいただけます
※４…御神居、または安寿居の小さいサイズでお使いいただけます


