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サイ・ババの著書
■ラーマ物語（上） ラーマカター ラサ ヴァーヒニー
～ラーマーヤナの甘露の流れ～■
『マハーバーラタ』と共にインドの二大叙事詩の一つとしてインドはもとより全
世界で親しまれている『ラーマーヤナ』の物語がババの手によって再現された。
ヴィシュヌ神の化身として生まれたラーマ王子と周囲の登場人物たちの喜怒哀
楽のドラマの中に人が倣うべきダルマの数々が明瞭に示されている。
サティヤ サイ ババ著／藤原慶子訳 1667 円＋税
四六版 330 頁（ISBN 978-4-916138-85-9 C0010）20１7/9/16

アニル クマール カマラジュ著／高木仁美・小栗知加子訳 各 1,500 円＋税
上巻Ａ５版２９３頁（ISBN 978-4-916138-52-1 C0014）2005/3/19
下巻Ａ５版２９９頁（ISBN 978-4-916138-52-８ C0014）2005/11/23

■サイ ババ クイズ クイズで学ぶサイ ババの生涯と御教え■
ババの生涯と教えを１２６問のクイズ形式でまとめたポケットブック。
高田知加子監訳 800 円＋税
１１０ｘ１３４ｍｍ９４頁（ISBN 978-4-916138-36-1 C0014）2000/11/24

■サティヤ サイ ババによる霊的指針Ｑ＆Ａ■
ババによって１９６０年に設立され今ではインド全州および世界 126 カ国にお
よぶサイ オーガニゼーション。その役割やサイセンターの活動について質疑
応答の形でわかりやすく解説。
ＳＳＯマレーシア編／ＳＳＯＪ・青山圭秀訳 970 円＋税
Ａ５版 ７５頁 1993/4/1

■ブラフマスートラの神髄 スートラ ヴァーヒニー
～ブラフマンに関する金言～■
ウパニシャッド、バガヴァッド ギーター共にインドの三大原典の一つとして尊
ばれている経典ブラフマ スートラの 555 の金言（スートラ）の中からババが自ら
12 の金言を解説。ヴェーダの教えの核心が書かれている。
サティヤ サイ ババ著／小栗知加子監訳 1600 円＋税
四六版 135 頁（ISBN 978-4-916138-80-4 C0010）20１5/11/23

夏期講習シリーズ
■ラーマーヤナ 夏期講習シリーズ４■

■ヴェーダ リーラー カイヴァッリャ ヴァーヒニー■

サイ大学の１９９６年の夏期講習の際にブリンダーヴァンにて行われた『ラー
マーヤナ』に関するババの連続御講話集。『ラーマーヤナ』の中の逸話と共に
そこから現代人が学ぶべき点が説かれている。ババによって語られた『ラーマ
ーヤナ』にはこれまで明らかにされなかった新事実や、これまで議論されなか
った微妙な違いが明かされている。
サティヤ サイ ババ述／藤原慶子・小栗知加子訳 1,600 円＋税
四六版２５９頁（ISBN 978-4-916138-23-1 C0014）2010/3/24

ヴェーダの復興を自らの化身の目的の一つと宣言するババが著した真言ヴ
ェーダに関する質疑応答集。
サティヤ サイ ババ著／小栗知加子訳 800 円＋税
Ｂ６版５３頁（ISBN 978-4-916138-４１-５ C0014）20１0/６/20

■神問神答 プラシュノーッタラ ヴァーヒニー■
サイ文献に出てくる主な霊性用語に関する質疑応答集。ババが質問者を装
った問いにババ自らが答えている。
サティヤ サイ ババ著／小栗知加子監訳 952 円＋税
四六版１２９頁（ISBN 978-4-916138-08-8 C0014）2007/11/23

■シュリーマド バーガヴァタム 夏期講習シリーズ３■
サティヤ サイ大学の 1995 年の夏期講習の際に語られたヴィシュヌ神の化身
にまつわるインドの神話集『バーガヴァタ』（別名シュリーマド バーガヴァタム）
に関するババの連続講話集。幼子クリシュナやプラフラーダのストーリーをはじ
めとする『バーガヴァタ』を代表する物語のいくつかの内容とその知られざる内
的意義が語られている。
サティヤ サイ ババ述／藤原慶子・小栗知加子訳 1,600 円＋税
四六版３３８頁（ISBN 978-4-916138-20-0 C0014）2009/11/23

■生きる道（ダルマ ヴァーヒニー）■
正しい行い・法・正義・本分などの意味を持つ「ダルマ」。人間の「ダルマ」と
は何かをババ自らが綴った現代の『マヌ法典』。
サティヤ サイ ババ著／斎藤道男・伊藤協子訳 1,000 円＋税
Ｂ６版１６０頁 1997/3/7
めいそう

■青い山の夏の薔薇 夏期講習シリーズ２■

■平安 冥想 大成就 サッドグル サイ ババは語る■
霊性に関する疑いを解くための質疑応答集”サンデーハ ニヴァーリニ”の和
訳とババの語った霊性に関する小話チンナカタ４０話を収録。
サティヤ サイ ババ著／若林千鶴子訳 1,200 円＋税
四六版２１０頁（ISBN 978-4-87661-225-0 C1014）1983/2/10

１９７６年のニルギリ山中での講話集。インドの叙事詩『マハーバーラタ』のク
リシュナ神の物語を通して人としての生き方を説く。
サティヤ サイ ババ述／牧野元三監訳 1,552 円＋税 ★直販無料
四六版２４８頁（ISBN 978-4-87731-018-5 C0037）1995/7/12

■バガヴァタ バヒニ クリシュナの奇蹟■

■ブリンダヴァンの慈雨 夏期講習シリーズ１■
１９９０年にサイ大学の学生を対象に開催された夏期講習の講話集。人体の
謎、正しい五感の使い方、ヴェーダの叡智などを詳しく解説。
サティヤ サイ ババ述／牧野元三監修 1,552 円＋税 ★直販無料
四六版２５２頁（ISBN 978-4-905572-98-3 C0037）1994/8/29

インドの叙事詩『マハーバーラタ』の主人公アルジュナの孫にあたるパシクリ
ット王にシュカ仙がクリシュナの物語を語った『バーガヴァタ』をババ自らが再現
して著した歴史的書物の抄訳。
サティヤ サイ ババ著／若林千鶴子訳 1,262 円＋税 ★直販無料
四六版２６２頁（ISBN 4-87661-236-6 C1014）1982/6/5

サイ ババの言葉・講話集

書簡集・対話集・質疑応答集

■インドから来た象の神様 ガネーシャ神・聖天・歓喜天
サティヤ サイ ババ講話集■

■プレーマ ダーラ 愛の流れ サイ ババから学生への書簡集■

日本において 1300 年以上にわたって信仰されてきた聖天・歓喜天のルーツ
であるヒンドゥー教のガネーシャ神を祀る大祭、ガネーシャ チャトゥルティー祭
におけるバガヴァン シュリ サティヤ サイ ババの全講話 22 編、および、日本
における聖天・歓喜天、インドにおけるガネーシャ神の由来や縁起などを集録
した、ガネーシャ神のほぼすべてがわかる一冊。
サティヤ サイ ババ述（講話）／比良佳代子編／ＳＳＰ訳（講話）
1,600 円＋税
Ａ５版 363 頁(ISBN978-4-916138-82-8-Ｃ0014 ) 2015/9/17

「私の学生は私の財産です」と明言するババがサイ大学の学生や教師たち
へ宛てた愛のあふれる手紙５９通を収録。
サティヤ サイ ババ著／壱岐やす江監訳 1,000 円＋税
Ａ５版７７頁（ISBN 978-4-916138-40-8 C0014）2002/9/21

■霊性修行の手引■
瞑想、ガーヤトリー マントラ、食前の祈り、オーム、ジャパをはじめとする霊
性修行の基礎に関する質疑応答形式の手引き書。
サティヤ サイ ババ述／小栗知加子訳 429 円＋税
文庫版７８頁（ISBN 978-4-916138-04-0 C0114）2007/7/29

■シュリ サティヤ サイ ババ ２００９-２０１０年講話集■

■サティヨーパニシャッド 上・下巻 バガヴァン シュリ サティヤ
サイ ババの答える「日々の暮らしをスピリチュアライズする方法」■
現代版『ウパニシャッド』とも言える、ババとサイ大学の学生や教授らとの質疑
応答集。上巻は、文化や社会の傾向、若者や霊性修行者などに関する１４２問。
下巻は、霊性修行、人間的価値、ババ自身などが話題に上がる１２７問を掲載。
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サティヤ サイ アヴァターとしての最後の講話集である、サイ ババのラストメ
ッセージ集。ババが２０１１年４月に肉体を去るまでの講話を通して読むことで
サイ アヴァターが人類に伝えたかったことが浮かび上がる。
サティヤ サイ ババ述／小栗知加子編／ＳＳＰ訳 1,600 円＋税
Ａ５版 373 頁(ISBN978-4-916138-73-6-Ｃ0014 ) 2011/11/23

■シュリ サティヤ サイ ババ ２００６年講話集■

■一体性の実践■

サイ ババの 2006 年の全御講話集。 ＊アティ ルッドラ大供犠祭期間の御
講話は『アティ ルッドラ大供犠祭』に収録されています。
サティヤ サイ ババ述／小栗知加子編／ＳＳＰ訳 1,600 円＋税
Ａ５版 307 頁(ISBN978-4-916138-15-6-Ｃ0014 ) 2008/11/23

第一回世界センター長会議におけるババの講話、および、世界各国のサイ
センターの会長からの質問に対するババの側近らの回答集。
サティヤ サイ ババ述／牧野元三訳 1,200 円＋税
Ａ５版１２５頁 1999/9/23

■真理のしずく■

■サイの理想 シュリ サティヤ サイ ババが語る人としての生き方■

日本の若者が抱える悩みや問題をリサーチし、関心の集まりやすい３つのテ
ーマ「自信を持つこと」、「愛すること」、「人と調和的に接していくこと」の御言葉
を集めた、帰依者ではない方にも理解しやすい内容の本。オールカラー。
サティヤ サイ ババ述／ＳＳＯＪサイユース編集編 600 円＋税
四六版１１８頁(ISBN978-4-916138-76-7-Ｃ0010 ) 2013/5/6

青年、息子、娘、夫、妻、父親、母親、帰依者、教師、リーダー、社会人として
の正しい生き方を記した書。
サティヤ サイ ババ述／ＳＳＯ青年部編／青田知久監訳 1,600 円＋税
Ｂ６版２８８頁（ISBN 978-4-916138-34-7 C0014）1999/11/23

■非暴力 Ahimsa■
アヒムサー（非暴力）に関するババの教え。ガンジーによって世界に示され
たアヒムサーの本質とその実践方法を解説。
サティヤ サイ ババ述／ＳＳＰ編・訳 600 円＋税
Ｂ６版６５頁（ISBN 978-4-916138-32-3 C0014）1999/3/1

■ガーヤトリーマントラ リグヴェーダの至宝■
ババの御講話と御言葉によるガーヤトリーマントラの解説書。初めてガーヤト
リーマントラに触れる人にも長年唱え続けている人にも有益な内容の本。
サティヤ サイ ババ述／小栗知加子編／ＳＳＰ訳 1,000 円＋税
四六版２０１頁(ISBN978-4-916138-26-2-Ｃ0010 ) 2010/8/22

■慈悲 仏陀の教え■
仏陀の真の姿と、その教えのエッセンスが語られた、仏陀に関する二冊目の
ババの言葉と講話集。
サティヤ サイ ババ述／ＳＳＰ編・訳 1,000 円＋税
Ｂ６版１１６頁（ISBN 978-4-916138-33-0 C0014）1999/5/6

■アティ ルッドラ大供犠祭 講話と講演集■
２００６年８月にババの前で１１日間にわたって行われた歴史的大供犠祭の最
中に行われたすべての講話と、儀式の主催者、高僧やヴェーダ学者、著名な
帰依者による講演をすべて収録。マントラ「ルッドラム」や供犠の深遠な意味な
どが詳細に解説されている。
サティヤ サイ ババ他述／ＳＳＰ訳 1,800 円＋税
Ａ５版 373 頁(ISBN978-4-916138-17-0-Ｃ0014 ) 2009/3/21

■静寂 Quiet Hour■
ババの初期の短い御言葉６２篇を集めた、生活の中に霊性を取り戻して至福
を得るための書。日本語英語併記。
サティヤ サイ ババ述／若林千鶴子訳 873 円＋税 ★直販無料
Ｂ６版７４頁（ISBN 978-4-916138-30-9 C0014）1986/7/3

■ＨＩＳ ＳＴＯＲＹ（ヒズ ストーリー） サイ ババの少年時代■
これまでババ様御自身がいくつかの御講話の中で語ってこられた少年時代
にまつわるお話が、当時の写真と共に、出来事や人物ごとにわかりやすくまと
められている。
サティヤ サイ ババ述／ＳＳＳＢＰＴ編／小栗知加子訳 1,524 円＋税
四六版２７９頁（ISBN 978-4-916138-10-1 C0014）2008/7/18

奉仕（セヴァ）
■セヴァ 真のボランティア■
真の奉仕（セヴァ）とは何か、その重要性、果実、目的とは？ 世界に拡がる
サティヤ サイ オーガニゼーションのもっとも重大な活動の一つである奉仕に
関するさまざまな教えを網羅。
サティヤ サイ ババ述／G・Ｊ・マクマーチン編／牧野元三監訳
1,552 円＋税
四六版２９５頁（ISBN 4-87731-021-5 C0037）1995/9/23

■ナーマスマラナ 神の名前の不思議な力■
今のカリユガの時代に解脱を得るための最も効果的な方法であり、すべての
宗教において実践されている普遍的な行、ナーマスマラナ。ナーマスマラナに
関するババ様の御教えの要点と、貴重な御講話を２本掲載。
サティヤ サイ ババ述／Ｂ・マヴィンクルヴェ編／小栗知加子監訳
762 円＋税
文庫版１５１頁（ISBN 978-4-916138-12-5 C0114）2008/7/18

■奉仕による修行 Yoga in Action■
奉仕（セヴァ）に関するババの言葉を集めた書。行為（カルマ）のヨーガを通
して神との合一に至るための方法が示される。
サティヤ サイ ババ述／K・ﾊﾟﾃﾙ、V・ｱﾐﾝ編／ＳＳＯＪ奉仕部訳
1,200 円＋税
Ｂ６版１４５頁 1999/12/25

■バジャン 神への讃歌■
１９５３～２００２年のババの講話から、バジャン（聖歌）に関する話を収録。バ
ジャンの目的、効果、方法、種類などバジャンのすべてを網羅。
サティヤ サイ ババ述／小栗知加子編／ＳＳＰ訳 1,600 円＋税
Ｂ６版３６１頁（ISBN 978-4-916138-48-4 C0014）2003/11/23

■サイ セヴァ エデュケア・メディケア・ソシオケア■
２００２年７月にプラシャーンティ ニラヤム行われた国際セヴァ大会における
３つの講話、セヴァに関する１０８の言葉を収録。
サティヤ サイ ババ述／ＳＳＰ編・訳 1,000 円＋税
Ｂ６版１７１頁（ISBN 978-4-916138-45-3 C0014）2002/11/23

■サイの宝 神の使命におけるサイ ユースの役割■
１９９９年１１月にプラシャーンティ ニラヤムで行われた、第二回世界青年大
会の講話集。現代の若者たちへのババからのメーセージ。
サティヤ サイ ババ述／青田知久編・監訳 238 円＋税
新書版７２頁 2000/3/18

■シュリ サティヤ サイ 国際セヴァ大会議事録■

■サイ ババの光明瞑想■

２００２年７月にプラシャーンティ ニラヤム行われた国際セヴァ大会で行われ
た各セッションの概要と講話の記録。実際に行われている世界のさまざまなサ
イ セヴァ活動と真のサイ セヴァとは何かを知ることのできる一冊。
パル・ダル、テシーン・ダル編／牧野元三・石井真・井上友之・牧野和子訳
1,238 円＋税
A4 版 184 頁 2002/11/23

ババがすべての人々に推奨している光の瞑想、「光明瞑想」。ババの御講話
と著書からその実践法に関する御言葉を集めて綴った光明瞑想の入門書。シ
ンプルで普遍的な方法は、安全で確実な修養法として、一般の子どもから霊性
の道を究めたヨーギまで、広く世界で親しまれている。光明瞑想の大家であり、
２０１０年度グシ平和賞受賞者であるアート オング ジュムサイ ナ アユタヤ博
士の解説「真理と光明瞑想」付き。
サティヤ サイ ババ述／Ｔ・ジャレオンセッタシン編／石井真訳 600 円＋税
文庫版 108 頁（ISBN 978-4-916138-70-5 C2110）2011/9/27

教育（エデュケア）
■真の教育 サティヤ サイ エデュケア講話集■

■妻の手引■

ババが最も力を入れていた教育（エデュケア）。その概念と方法を理解すべ
く２０００年 にプラシャーンティ ニラヤムで開 かれた価 値 強 化 大 会 、
２００１年のサイスクール世界大会など、教育に関する大会やサイ大学の卒業式
などで行われた７つの講話を収録。
サティヤ サイ ババ述／比良佳代子編・監訳 1,400 円＋税
Ａ５版２０５頁（ISBN 978-4-916138-47-7 C0014）2003/7/13

霊性を向上させる家庭生活とは、結婚生活とは、家庭とは？ 妻として霊的
な生活を送るための手引き小冊子。
サティヤ サイ ババ述／Ｊ・ｼﾞｬｶﾞﾃﾞｨｰｻﾝ編／斉藤道男・伊藤協子訳
286 円＋税
100ｘ210ｃｍ３２頁 1996/9/21

■夫の手引■
一家の主、夫として霊的な結婚生活を送るための手引き小冊子。
サティヤ サイ ババ述／Ｊ・ｼﾞｬｶﾞﾃﾞｨｰｻﾝ編／斉藤道男・伊藤協子訳
286 円＋税
100ｘ210ｃｍ３２頁 1996/9/21

■教育に関するサティヤ サイ ババのメッセージ
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SSEHV（サティヤ サイ 人格形成教育） 人格形成のいしずえ■
タイ政府からモデルスクールとして高い評価を受けているタイのサイスクー
ルで長年教鞭を取るバロウズ女史が、１９６８年から１９８８年までのババの講話

■イーシュワランマ 選ばれし母■

をもとに、教育の目的、教師の役割、学生の義務、親の責任といった項目ごと
にサイの教えをまとめた、サティヤ サイ教育の入門書。
サティヤ サイ ババ述／ロレイン・バロウズ編／牧野元三訳 1,358 円＋税
Ａ５版１５３頁（ISBN 4-905572-96-7 C0037）1994/7/22

サイ ババの母親である現代のマリア、イーシュワランマの生涯を通して語ら
れた、ババの出生の秘密や奇跡、子ども時代からのババの言動、アシュラムの
拡大の歴史、その他、母親しか知り得ないババの姿が明かされる。
Ｎ・カストゥーリ著／壱岐やす江訳 1,800 円＋税
Ａ５版２５３頁（ISBN 978-4-916138-37-8 C0014）2000/11/23

■サティヤ サイ教育 理論と実践■
真の教育と現行の教育、教育の目的、人格形成教育といったサティヤ サイ
教育の理論と、実際に教える際の教授法を解説。
サティヤ サイ ババ述／T・ジャレオンセッタシン編／石井真訳 857 円＋税
Ａ５版６１頁（ISBN 978-4-921126-03-2 C1037）1999/3/1

■人生はゲーム、プレイしなさい！■
クリスチャン・サイエンスを信奉していたアメリカ人女性が、サイ ババを知り、
その導きと自らの真剣な探求によって、内なる神を見出していく。四巻シリーズ
の第一巻。
ジョイ トーマス著／秋山梨影子訳 1,714 円＋税
Ａ５版３９1 頁（ISBN 978-4-916138-07-1 C0014）2007/11/23

■サティヤ サイが語る子育て■
妊婦期における影響、親の影響、親の振る舞い、母親の役割、父親の役割、
子どものしつけ、愛と規律、家族計画などに関するサイ ババの教え。
サティヤ サイ ババ述／T・ジャレオンセッタシン編／石井真訳 571 円＋税
Ａ５版２７頁（ISBN 978-4-921126-00-1 C1037）1999/3/1

■人生は挑戦、挑みなさい！■
ババから日々の経験の重要性を強調され、本を書くよう指示を受けた著者に
よる四巻シリーズの第二巻。本書には、人生において挑まなければならなかっ
たいくつかの挑戦の過程において、ババがいかに著者を助け導いたかが綴ら
れている。読者の変容への一助となることを願って書かれた体験談。
ジョイ トーマス著／秋山梨影子訳 1,143 円＋税
Ａ５版２４９頁（ISBN 978-4-916138-13-2 C0014）2008/9/13

■真の子育て ダイナミック ペアレンティング■
医学博士、哲学博士、英国王立医学大学特別研究員、オーストラリア国際医
学学会会員の著者夫妻が、過去５０年にわたるサイ ババの講話をもとに、現代
社会でのよりよい子育ての方法を解説。
パル・ダル、テシーン・ダル著／石井真訳 1,429 円＋税
Ａ５版２０３頁（ISBN 978-4-921126-07-0 C1037）2000/8/27

■人生は夢、それに気づきなさい！■
人生は目覚めた状態で見ている夢であるという真理に基づいた著者の体験
談。自分ではないものでいるという夢からどうやって覚めるのか、また、自分で
あるものをどうやって完全に実現するのかについてのババの教えを主題として
いる。四巻シリーズの第三巻。
ジョイ トーマス著／秋山梨影子訳 1,429 円＋税
Ａ５版２６１頁（ISBN 978-4-916138-16-3 C0014）2009/2/23

伝記・体験談
■サティヤ サイ ストーリー■
神の化身と呼ばれたサティヤ サイ ババの学生時代、青年時代に、帰依者
たちが目撃したさまざまな不思議な出来事をイラストと共に紹介。初めてババに
触れる方に最適な一冊
ＳＳＰニュージーランド編／天野二美代・比良佳代子訳 1,000 円＋税
Ｂ６版 208 頁（ISBN 978-4-916138-79-8 C0010）2014/11/23

■人生は愛、楽しみなさい！■
四巻シリーズの最終巻。人生の学びの後、さらに思いもよらなかった出来事
を経て、人生は愛であることを知り、人生を楽しむべきであるという段階に到達
した著者による体験談。
ジョイ トーマス著、秋山梨影子訳 Ａ５版 1,200 円＋税
Ａ５版２４４頁（ISBN 978-4-916138-18-7 C0014）2009/7/7

■サイ ババ - 比類なき経験■
肉体を伴ったババと、内なるババをグルとして、真摯に霊性の道を歩んでき
た、今年９９歳を迎えたフィリス クリスタル女史が、ババ自身からババについて
書くようにと言われてしたためた本。数々の苦難に遭っても、ひたすらグルを信
じて歩み続けるひたむきな弟子と、その弟子を大きな愛で包み導くグルとの深
い絆が、知る人の少ない、７０年代、８０年代のサイ オーガニゼーションの発展
期におけるババの活力に満ちた姿と共につづられている。
フィリス クリスタル著／坂東真実訳 1,600 円＋税
Ａ５版 335 頁（ISBN 978-4-916138-77-4 C0011）2013/7/22

■追憶 サイ・ババとの聖なる日々■
スイスの銀行家とイタリア貴族の両親のもとに生まれ育った母親と、インド神
智学会で霊的な活動に従事するインド人の義父を持ち、ビバリーヒルズでの生
活を楽しんでいた女性が、１９６８年にババを知り、徐々に真の世界に導かれて
いく。２２年におよぶババとの聖なる思い出と著者の成長をつづった本。サイ・
ババに興味を抱いたすべての人が最初に手にとるべき一冊。
ダイアナ バスキン著／秋山梨影子訳 1,600 円＋税
Ａ５版２７６頁（ISBN 978-4-916138-56-9 C0014）2006/7/11

■サッティヤム・シヴァム・スンダラム ６
帰依者たちの体験で綴るサティヤ サイ ババの生涯■
サティヤ サイ ババのライフストーリー。シリーズ６作目の待望の和訳。夏の
避暑地での生活。サティヤ サイ大学ＭＢＡコース、およびサティヤ サイ高度
専門病院の開設にまつわる秘話、巨大ハヌマーン像建立における奇跡など、１
９８６年から１９９３年までの８年間の主な出来事が、極近くにいた帰依者たちの
知られざる貴重な体験の数々によって綴られている。
Ｂ．Ｎ．ナラシンハ ムールティ著／天野二美代訳 1,600 円＋税
Ａ５版 403 頁（ISBN 978-4-916138-74-3 C0010）2012/7/3

■愛の神 Loving God■
カストゥーリ博士の自伝的要素を含むババとの記録。ババの近くにいた者し
か知りえない導師サイ バの深い愛と厳しい教えが語られる。
N・カストゥーリ著／秋山梨影子訳 1,800 円＋税
Ａ５版３７９頁（ISBN 978-4-916138-57-6 C0014）2006/11/23

■神は遍在 浄土へ誘う神の化身サイババ■
１９９４年のある日、たまたま日本のデパートで購入し、自宅に持ち帰ったヒン
ドゥー教の象頭神ガネーシャ像の上に、赤や黄色の粉、米や花が物質化され
あつ
ていた。信仰篤い仏教徒である著者の奇跡と愛の体験談。

■サイ ババに導かれて 神を体験した人の真実の報告■
サイ ババに導かれて心が変容していく奇跡の体験３５話を収録。多くの人々
から寄せられた驚くべき事実、愛の御業を通して、今、サイ ババの真実が明か
される。
サティヤ サイ ババ御降誕８５周年記念出版委員会編 1,500 円＋税
Ａ５版 283 頁（ISBN 978-4-90322５-27-2）2010/11/23

四六版１９２頁 1995/6/30 柴田節子著 2,135 円＋税

■「奇蹟」が生まれる サイババからのメッセージ■
オーストラリア生まれの西洋人である著者が体験した奇跡とは。ババを検証
するためインドを訪れた著者にもう一つの聖なる現実が開示される。
Ｈ・マーフェット著／若林千鶴子訳 1,400 円＋税 ★直販無料
四六版３３４頁（ISBN 4-878001-90-9）1980/10/9

■サティヤ サイ ババ物語（マンガ）■
ババの降誕にまつわる話から、幼少期に起こした奇跡など、多くのエピソー
ドが収録されている、すべての年齢を対象としたコミックの日本語版。
1,000 円＋税
Ａ５版５９頁オールカラー（ISBN 978-4-916138-31-6 C8979）1999/11/23

ババの御教えの解説書・実用書

■争闘時代 カリユガを生きる サイババ聖師物語（抄訳）■

■ヴェーダ ハンドブック サンスクリット語の聖句■

ヴィシュヌ神第八の化身で、カリユガの世の神の化身カルキ アヴァターであ
るサイ ババ。サイ ババはカリユガの時代に、シルディ サイ ババ、サティヤ
サイ ババ、プレーマ サイ ババとして三度続けて降臨すると言われている。そ
の最初の化身、シルディ サイ ババは、１９３８年９月２７日にインド北部で生ま
れ、奇跡と愛の行動により、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒双方に普遍なる教え
を説いた。本書は、そのシルディ時代のババの驚異に満ちた記録である。
ヘマドパンド著／若林千鶴子訳 1,300 円＋税
四六版２８４頁（ISBN 978-4-916138-09-5 C1014）1993/11/1

ヴェーダ チャンティングのためのバイブル サイズ システム バインダー テ
キスト。「ナマカム」と「チャマカム」をはじめ『ヴェーダ テキスト 1』および『ヴェ
ーダ テキスト第二回配本』に未収録のヴェーダ マントラも掲載。バイブルサイ
ズのシステムバインダー（６穴）にセットしてお使いいただくタイプです。インデ
ックスシール付き。※バインダーは付いていません。
ＳＳＯＪ霊性部制作 1,000 円＋税
バイブルサイズ２１４頁（ISBN 978-4-916138-78-1 C0010）2013/11/23
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■ヴェーダテキスト １■

Ｎ・カストゥーリ著／小栗知加子監訳 1,400 円＋税
四六版 280 頁（ISBN 978-4-916138-49-1 C0014）2004/7/2

サンスクリット語の発音の解説、ヴェーダのマントラ５つとその大意（ガナパテ
ィ プラールタナー、マントラ プシパム、ナーラーヤナ ウパニシャッド、ドゥル
ガー スークタム、プルシャ スークタム）の他、重要なマントラやストートラ（ガー
ヤトリーマントラ、サイスリー、サティヤ サイ スップラバータム、108 の御名、ア
サトー マー、トワメーヴァ マーター〔あなたは母〕、食前の祈り、六帰依文、ヴィ
ブーティ マントラ、サルヴァ ダルマ プラールタナー、サティヤ サイ アーラ
ティー、スワスティ ヴァーチャカ シローカ、サマスタローカー、ローカサマスタ
ー、クシャマー プラールタナー）、および、二つの講話を掲載。
ＳＳＯＪヴェーダ委員会制作 1,200 円＋税
B5 版１４０頁（ISBN 9784916138682 C3010） 2011/5/6

■ハッピー ベジタリアン にく・さかな・たまごを使わないレシピ集■
子どもたちの人気メニュー１５品、和食２９品、洋食２３品、インド料理１４品、
デザート１１品のレシピに加え、「菜食のための素材」、「現代医学からみた菜
食」、「メダリストはベジタリアン」、「菜食紙芝居」などのコラムを多数掲載。
三條麻里監修 1,200 円＋税
Ａ４版１０８頁オールカラー（ISBN 978-4-916138-50-7 C0077）2004/7/2

■日本語バジャン全集■
１９９８年までに日本語で作られたバジャンの歌詞のすべてを収録。
1998/2/25 ＳＳＯＪ編 952 円＋税

■ヴェーダテキスト 第二回配本■
ヴェーダのマントラ６つとその大意（シヴォーパーサナ、メーダー スークタム、
ナーラーヤナ スークタム、ニーラー スークタム、ナ カルマナー、ナマカム第
１、２アヌヴァーカ）の学習用テキスト。※バインダーは付いていません。
ＳＳＯＪ霊性部ヴェーダ委員会制作 238 円＋税
Ｂ５版バインダーサイズ４８頁 2009/9/28

■人間的五大価値 サイババの説く真実の教え ～すべての人をこの
世の苦しみから解放する天啓の叡智、ヴェーダの真髄■
初めてサイ ババの教えに触れる人でもわかるよう、「神についての誤解を解
きましょう」、「人として生まれた意味とはなんでしょう」、「生まれ変わり」、「運命と
自由意志」など、たくさんのトピックによるコラム形式の入門書。
住友正幹著 1,300 円＋税
四六版頁（ISBN978-4-903325-48-7 C0014）2016/11/23

■スタディーサークル サティヤ サイ ババの学習会■
サイセンターにおける学習会の形式としてババが推奨するスタディーサーク
ル。本書はその方法、および、共に考え、学習すべくテーマと内容を掲載した
テキストブック。サイセンターでの利用はもとより、個人で霊性の学習を進めて
いく際にも最適な学習書。
牧野元三訳 1,262 円＋税 ★直販無料
Ａ５版１２２頁（ISBN 978-4-905572-95-9 C0037）1994/7/22

■九つの行動規定■
サイのメンバーすべてに対してババが定めた「九つの行動規定」の解説書。
霊的成長に関する各行動規定の内的意義を掲載。
Ａ５版５０頁 1999/5/6 牧野元三訳 286 円＋税 ★直販無料

■食物と健康と霊性■

■節制 霊性修行としての節制プログラム■

サイ・ババが公の場で講話を始めてから約 50 年を経て、話の正当性が医学
的に実証されはじめ、植物性たんぱくの優位性や少食と長寿との関係など、そ
の教えを証明するような報告が次々と発表されるようになった今、外科医である
著者が、サイ・ババの叡智と最先端医学による「食物と健康と霊性」の真実を明
らかにし、食と健康に対する不安の多い現代社会において、本当の浄性の食
事をとることによって健やかで心安らかに生きる秘訣を述べている。
小窪正樹著 1,200 円＋税
四六版２１４頁（ISBN978-4-916138-46-0 C0047）2010/9/18

ババが帰依者に定めた「九つの行動規定」の最後にあげられている「節制」
を、日々の生活の中で実践できるよう、お金・食物・時間・エネルギーの四項目
にわけて解説した「Ceiling on Desires（COD）――欲望に節度を設けるプログラ
ム」の日本語版テキスト。
Ａ５版５０頁 1995/2/27 フィリス クリスタル著／牧野元三訳 286 円＋税

■リーダーシップの手引■
サイ オーガニゼーションのリーダーはどうあるべきかを解説した小冊子。バ
バの言葉をそのまま引用した、FQ に対する回答も収録。
Ａ５版２８頁 1996 ＳＳＯ編 286 円＋税 ★直販無料

■スタディーサークルガイド■
ババ自身が発案し推奨している探求の手法、スタディーサークルに関する
ババの御講話と御言葉、および、スタディーサークルを行うための方法やアイ
デア、実施例などが記されている総合ガイドブック。
シュリ ティヤ サイ セヴァ オーガニゼーション（インド）他著
小栗知加子編／ＳＳＰ訳 Ａ５版 148 頁 2009/7/7 571 円＋税

子どもの本
■マイ ライフ イズ マイ メッセージ■
ババの生涯の中から、いくつかのエピソードをわかりやすく描いた絵本。
比良佳代子訳 1,000 円＋税
Ｂ５版２５頁オールカラー（ISBN 978-4-916138-51-4 C6723）2005/3/19

■思考の力■
『心を浄化する方法』の著者によるシリーズの第三弾。ババはマインド（マナ
ス）とは思考と衝動の束であると述べている。本書では思考がどのように私たち
の健康や人生に影響しているか、思考の力をどのように理解し使うべきかをは
じめ、日常生活に役立つ、思考に関するさまざまな事柄が分析されている。
ジョン ゴールドスウェイト著／秋山梨影子訳 1,000 円＋税
四六版１１９頁（ISBN 978-4-916138-14-9 C0014）2008/11/23

■子どものためのバル ヴィカス物語集１■
インド各州の小学校の道徳の時間に使用するために考案された人格形成教
育の教材。「子どもの開花」という意味をもつサイセンターのバルヴィカス教室
でも使用されている。子どもに読み聞かせる、神様や偉人、聖人の物語全３４
話を収録。総ルビ付き。対象年齢６～９歳。
高田知加子監訳 1,200 円＋税
Ａ５版１６６頁（ISBN 978-4-916138-38-5 C0014）2001/7/5

■心を浄化する方法 Purifying the Heart■
臨床心理学博士で牧師でもあった著者が愛である真の自己を悟るための心
の不純性を取り除く方法を解説。あらゆる物事への執着を捨て、外界に見るす
べてを自らの鏡と見なし永遠なる照覧者となるための、西洋心理学とサイ ババ
の教えを組み合わせたその修養法は多くの西洋人に影響を与え続けている。
ジョン ゴールドスウェイト著／秋山梨影子訳 1,524 円＋税
四六版２９９頁（ISBN 978-4-916138-01-9 C0014）2007/9/15

■子どものためのバル ヴィカス物語集２■
子どもの心の開花に役に立つ、『ラーマーヤナ』や『マハーバーラタ』からの
エピソード、「五大価値」と「六つの敵」に関する物語、イエス様やお釈迦様の物
語、インドの聖者やお寺、偉人の物語が、合計７１話が収められている。子ども
だけでなく大人にもためになる、霊的、道徳的な物語集。総ルビ付き。対象年
齢９歳以上。
ＳＳＳＢＰＴ著／青田稔子ﾚｯｽﾝﾌﾟﾗﾝ／坂東真実訳 1,600 円＋税
Ａ５版３４３頁（ISBN 978-4-916138-43-9 C0014）2010/7/25

■サティヤ・サイ エデュケア 理論と実践■
宇宙の始まりや、被造物を形成している五大元素に関する真実を、詳細に解
説。原書には「２１世紀のヴェーダ」という副題が付いている、真の自己を引き出
すための「エデュケア」に関する、大学生レベルの解説書。
Ｔ・ジャレオンセッタシン編／石井真訳 700 円＋税
Ａ５版４１頁（ISBN 978-4-916138-44-6 C1010）2002/9/21

■ポージーさん■
世界の共通語は一つ、それは愛。愛に包まれて育ったぺチュニアのお花ポ
ージーさんが語る絵本。
Ｓ・カフェリー著／トモコホンダ絵・訳 1,946 円＋税
（ISBN 978-4-876611430 C8797）1990/11/23

■シュリ サティヤ サイ ババ■
サティヤ サイ ババの紹介とサティヤ・サイ・オーガニゼーションの概要をま
とめた小冊子。サイ ババとその活動の入門書。

■光のなかで■

286 円＋税

ババの教えを小さな子どもに伝える心の絵本。日本語英語併記。
なつめみちこ絵／のんのん詩 1,500 円＋税
（ISBN 978-4-87661-143-2 C0771）1996/9/23

■全訳 サティヤ サイ ババ様の１０８の御名■
ババの持つ１０８のサンスクリット語の名前と、それぞれの名前の意味、関連
する実話のエピソードを紹介。「わたしの実体」、「ナーマスマラナの効能」と題
された二つの講話も収録。
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同名ＣＤ「神我の響き」のリニューアル版。スップラバータム、108 の御名、ア
ーラティー、アサトー マー サッドガマヤが、音質の改善のため新たにレコー
ディング。サンスクリット音源も数曲分をよりクリアなものにリニューアル。サティ
ヤ サイババが唱えるガーヤトリーマントラの音質も改善。曲順構成は、朝目覚
めて夜寝るまでの祈りとマントラの流れをイメージ。マントラの文言を掲載したミ
ニブックレット付。
1. サティヤ サイ ババが教えた朝の祈り
2. 光明瞑想
3. オームカーラ
4. サティヤ サイ スップラバータム（日本語）
5. サティヤ サイ ババの 108 の御名（日本語）
6. あなたは母
7. サルヴァ ダルマ プラールタナー
8. サティヤ サイ アーラティー（日本語）
9. サティヤ サイ アーラティー～サマスタローカー マントラ（サンスクリット語）
10. サイスリー１（サイ スーリヤ ガーヤトリー）
11. サイスリー２（サイ ヒランニャガルバ ガーヤトリー）
12. サイスリー３（サイ （イーシュワラ） ガーヤトリー）
13. サティヤ サイ ババが唱えるガーヤトリー マントラ
14. 非真より真実へ～みんな幸せになりますように
15. アサトー マー サッドガマヤ
16. ヴィブーティ マントラ（サンスクリット語＆日本語）
17. サイ大学の寮生のためにサティヤ サイ ババが書いた祈り
18. サティヤ サイ ババが唱えるアンナン ブランマー（食前の祈り）
19. ブランマールパナム（バガヴァッド ギーターより：食前の祈り）
20. サティヤ サイ ババが教えた夜の祈り
2016/1/24 JAN コード 4582366680202
1200 円＋税

電子書籍（無料）
■プラサード 第２版 食物に関する御言葉集■
食物や健康に関するババの教え。食が人々に与える影響、菜食の必要性、
健康を保つ秘訣など、食に関する真実が明かされる。
サティヤ サイ ババ述／ＳＳＯＪ婦人部編／ＳＳＰ訳 無料
Ｂ６版３８４頁（ISBN 978-4-916138-00-2 C0014）2007/6/1

■日本の伝統文化～行事と伝統食■
作り日本での年間の伝統行事の意味や慣わし、それに関連した料理などを
掲載。2000 年に婦人部が発行した冊子の改定復刻版。
サティヤ サイ オーガニゼーション ジャパン婦人部編 無料
Ａ４版４３頁 2015/7/31

■続・バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババとの対話■
ヒスロップ博士の『バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババとの対話』の改訂新
版（英語版）、ヒスロップ博士のもう一冊の著書『My Baba and I』、および、ラジオ
サイに掲載された未訳の対話をまとめた PDF 版の書籍。
ジョン・Ｓ・ヒスロップ著／小栗知加子編／ＳＳＰ訳 無料
（ISBN 978-4-916138-81-1 C0010）2015/2/17

■やさしき母のレシピ集～手軽にできるベジタリアン料理９０■
作りやすい 90 品目の菜食レシピ。ひとくちメモ（知恵袋）付き。
サティヤ サイ オーガニゼーション ジャパン婦人部編 無料
Ａ４版本文６０頁（ISBN 978-4-916138-75-0 C0077）2012/11/23

■青年のダルマ■

■ヴェーダ プシパーンジャリ・セレクション■

第１回サティヤ サイ世界青年大会 記念御講話集。大会期間中（1997 年7 月
16 日～１９日）に行われた御講話４編を掲載。
サティヤ サイ オーガニゼーション ジャパン青年部編・訳 無料
四六版 本文１１７頁（ISBN 978-4-916138-25-5 C0010）2012/4/24

１０の長いヴェーダと祈りを収録した２枚組 CD。
１．ガナパティ プラールタナー （00:57)
２．ガナパティ プラールタナー ガナパータハ （04:20)
３．ガナパティ アタルヴァ シールシャム （06:58)
４.ナーラーヤナ ウパニシャッド （06:22)
５.プルシャ スークタム （10:46)
６.クシャマー プラールタナー （01:29)
７.ガナパティ プラールタナー （00:57)
８.シィークシャーヴァリー （19:44)
９.アーナンダヴァリー （17:39)
10 ブルグヴァリー （12:36)
11.クシャマー プラールタナー （01:29)
SSOJ 編 952 円＋税

■バガヴァン シュリ サティヤ サイ ババ様の学生時代■
ババご自身が自らの少年時代、学生時代について語った話。
サティヤ サイ ババ述／斉藤道男・小栗知加子編・訳 無料
四六版６３頁 2011/9/1

■霊性と結婚■
男女交際、結婚とは何か、結婚相手の選び方、結婚と幸福、結婚にまつわる
物語など、結婚に関するババの教え。
サティヤ サイ ババ述 ＳＳＰ編 壱岐やす江・小栗知加子訳 無料
Ｂ６版本文１７５頁 2011/7/15

■アナンタ エンドレス・セレクション■
２０の短いヴェーダと祈りを収録したＣＤ。
１． ガナパティ プラールタナー （01:06)
２． ナーラーヤナ スークタム （03:19)
３． シヴォーパーサナ マントラハ （03:58)
４． デーヴィー スークタム （02:35)
５． ニーラー スークタム （00:49)
６． バーギャ スークタム （02:02)
７． ラートリー スークタム （01:36)
８． アーユシヤ スークタム （02:08)
９． ルシャバ スークタム （01:30)
１０． ブー スークタム （01:29)
１１． ヴィシュヌ スークタム （01:32)
１２． ブラフマ スークタム （01:18)
１３． ドゥルガー スークタム （01:54)
１４． メーダー スークタム （01:40)
１５． プロークシャナ マントラハ （02:10)
１６． ナマカム （14:54)
１７． チャマカム （09:53)
１８． マントラ プシパム （04:24)
１９． シャーンティ マントラハ (03:08)
２０． クシャマー プラールタナー （01:41)

英語の本
■Divine Discourses on Ganesh Chaturthi Day■
1971 年から 2004 年までのガネーシャ神（歓喜天）生誕祭の御講話集。
Hitendra Jagadish Khemani 編 800 円＋税
Ａ５版１２８頁（ISBN 978-4-916138-19-4 C0014）2009/8/23

■Enlightened Beings■
日本のサイの青年部がまとめた８２人の偉人の伝記集の英語版。
Ａ５版３０５頁 ＳＳＯＪ青年部編 2007/5/21
1,500 円＋税

■The Study of Sai Buddha■
仏陀に関するババの講話と、編者や他の日本人の奇跡の体験を収録。
Ａ５版１０４頁 比良竜虎編 2007/5/21
1,000 円＋税

■Sathya Sai Seva Organisations Activities Overseas■
世界１３０ヵ国のサティヤ・サイ・オーガニゼーションの活動を紹介。
2000/
2,000 円＋税 ★直販無料

ＣＤ
■ガーヤトリーマントラ Gayatri Mantra 108■

SSOJ 編 476 円＋税

リグヴェーダ３・６２・１０に収められている普遍的な祈りの言葉、ガーヤトリー
マントラ。本ＣＤには、１９８３年３月１７日木曜日の早朝にプラシャーンティ・ニラ
ヤムのプールナチャンドラ講堂で行われたウパナヤナ（聖紐式）において、シ
ュリ・サティヤ サイ ババが伝誦を行ったときのガーヤトリーマントラを、１０８回
（１マーラー）分収録している。
2016/3/7 JAN コード 4582366680219
600 円＋税

■ヴェーダ練習用ＣＤ■

■神我の響き 日々の祈りと日本語・サンスクリット語マントラ集■
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ヴェーダを唱える練習用ＣＤ。短い区切りで3回および1回繰り返して練習で
きるように編集されている。
１巻 ガーヤトリーマントラ
２巻 ガナパティ プラールタナー、クシャマー プラールタナー
３巻 マントラ プシパム
４巻 ナーラーヤナ ウパニシャッド
５巻 ドゥルガー スークタム

■Facebook（フェイスブック）サティヤ サイ ババの御言葉■

６巻 プルシャ スークタム
７巻 ガナパティ アタルヴァ シールシャム
※パラシルティは含まれていません。
８巻 シヴォーパーサナ マントラーハ
９巻 メーダー スークタム
※シャーンティ マントラは含まれていません。
１０巻 ナーラーヤナ スークタム
１１巻 ニーラー スークタム、ナ カルマナー
１２巻 ルッドラムのナマカム第１アヌヴァーカ
１３巻 ルッドラムのナマカム第２、第３アヌヴァーカ
１４巻 ルッドラムのナマカム第４～第６アヌヴァーカ
１５巻 ルッドラムのナマカム第７～第９アヌヴァーカ
１６巻 ルッドラムのナマカム第１０、第１１アヌヴァーカ

ババの御言葉と写真を掲載しています。

定期刊行物
■サイ ラム ニュース■
ババの講話、特集記事、世界各地からのニュース、スペシャルインタビュー、
菜食レシピなど、盛りだくさんの内容です。年６回、奇数月に発行。
・隔月刊行 １部 400 円（税込）
・年間購読 １年2,800円、２年5,500円、３年8,100円(税込、送料無料)
・バックナンバー 105～158 号 １部 3５0 円（税込）
サイ ラム ニュースの年間購読は、ゆうちょ銀行への振り込みをもって
受付としております。ご希望の年数分の代金を下記口座までお振り込みく
ださい。なお、氏名には必ず「ふりがな」をお書き添えください。

各 286 円＋税

■サティヤ サイ 日本語バジャンＣＤ■
VOL.1（カセット Vol.１～４より１８曲収録)
952 円＋税
VOL.2（カセット Vol.５～６より１５曲他収録)
VOL.3 （カセット Vol.５～６より１８曲収録)
VOL.4 （初期の日本語バジャンの再録１４曲他収録)
VOL.７ （日本語バジャンカセット VOL.7 のＣＤ版。全１５曲他収録)
VOL.14 （２００１年ババの７６歳御降誕祭記念１６曲収録)
VOL.15 （２００２年第７回ＳＳＯＪ全国大会記念発売１５曲収録)
VOL.16 （２００３年ババの７８歳御降誕祭記念１４曲収録)
VOL.17 （２００４年グルプールニマー祭記念１３曲収録)
VOL.18 （２００５年ババの８０歳御降誕祭記念１４曲収録)
VOL.19 （２００７年ＳＳＯＪ全国サーダナキャンプ記念１５曲収録)
VOL.20 （２００８年ババの８３歳御降誕祭記念１５曲収録)
VOL.22 （２０1１年、２０１２年の新曲１３曲収録)
952 円＋税
VOL.23 （２０1３年、２０１４年の新曲１４曲収録)
1000 円＋税
VOL.24 （２０1５年ババの御降誕９０周年記念１5 曲収録)
1000 円＋税

口座番号 ００１４０－８－４１０３７
加入者名 サティア サイ オーガニゼーション

ご 注 文 方 法
Ａ） Ａｍａｚｏｎ
ＩＳＢＮの記載のある書籍、ガーヤトリーマントラＣＤ、神我の響きＣＤ、
日本語バジャンＣＤは、Amazon で購入できます。インターネットの
Amazon のサイトにてご注文ください。

http://www.amazon.co.jp/

Ｂ） サティヤ サイ出版協会 （直販）
サティヤ サイ東京センターの地下に書籍売り場がございます。通販を
ご希望の場合は、Ｅメール、または、ＦＡＸ、ハガキにて、

写真・その他

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

■サティヤ サイ ババの写真■
・
・
・
・

45×60mm
126×176mm
254×304mm
505×1260mm

50 円（税込）
・ 88×126mm
200 円（税込）
400 円（税込） ・ 200×254mm 300 円（税込）
1,000 円（税込） ・ 406×508mm 2,000 円（税込）
5,000 円（税込）

■シルディ サイ ババの写真■
・ Ａ４サイズ（印刷物） 300 円（税込）
・ 505×1260mm
5,000 円（税込）

書籍／ビデオ／写真／ＣＤなどの種別
商品名(書籍などの題名)
冊数
郵便番号
住所
氏名
E メールアドレス、電話番号、ファックス番号

を明記の上、サティヤ サイ出版協会までご注文ください。
ご注文のお品は郵便局の代金引換郵便にてお届けいたします。

■リキタ ジャパム ノート■

品代＋送料＋代引き手数料を郵便配達員にお支払いください。

ジャパ（神の御名やマントラを繰り返し書くこと）のためのノート。
286 円＋税

（代引き手数料は 260 円）

■ポストカード■

＊電話でのご注文および現金為替は受け付けておりません。

風景の水彩画とババの御教えが書かれた絵はがき。
５種セット〔計 5 枚〕 250 円（税込）

＊ゆうパックでの送付をご希望の場合はその旨お書き添えください。午前・午
後・夜間配達の指定ができます。

メールマガジン・Facebook・twitter

＊合計金額が５万円以上の場合、書留料金が加算されます。

Ｅメールでのご注文
ssp@sathyasai.or.jp
ファックスでのご注文
03 - 5721 - 0459
ハガキでのご注文
〒153 - 0043 東京都目黒区東山 1 - 30 – 8
メゾンドュオーラ目黒 B2 サティヤ サイ出版協会

■サティヤ サイ メール マガジン■
ババの御言葉をメールで毎日お届けします。ご希望の方は、ＳＳIＯＪホーム
ページ上よりお申し込みください。（無料）

http://www.sathyasai.or.jp/
■月刊サイ メール マガジン■
ババの御講話、帰依者の体験談、イベント等の最新情報を配信しています。
毎月１日発行。臨時増刊号も年に数回発行。（無料）

http://sathyasai.or.jp/melmag/

サティヤ サイ出版協会の業務は、すべてボランティアの手で行われて
おります。できるかぎり早く皆様のお手元に届くよう尽力しておりますが、
やむを得ず日数がかかってしまうこともありますので、あらかじめご了承く
ださいますようお願いいたします。

■Twitter（ツイッター）サイババの言葉■
ババの真理の言葉をツイートしています。

https://twitter.com/saibabawords
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