
発展・財運・繁盛／厄除・健康・安全／良縁・円満

※本御守は原画ではなく、複製画に専門技術（高精細印刷、特殊加工等）を施しお仕立てしております。

掛軸御守【月間／数量限定】　
  双龍：72,000円
1体龍：55,000円

※1か月ごとの生産数に限りございます。

盾式卓上御守
  双龍：15,800円　1体龍：12,500円

冥加料（価格）には下記全て含まれております。

～京都一筆龍絵師　手島啓輔より～

お納め送料 ご返納送料

※ご返納送料：願いが成就されました際、 または御守をお受けされた日より一年を目途にご返納される際の送料

（御守お納め時に専用ご返納用封筒同封）

お焚き上げ料 消費税御祈祷料

お守り京都一筆龍事務局
（カタログ事業総合研究所株式会社）

〒537-0025 大阪市東成区中道三丁目15番16号 毎日東ビル７階
電話：06-6981-0331 （9：00～18：00）　FAX：06-6981-0332
メール： info@omamori-dragon.net　担当：光岡（みつおか）

お守り京都一筆龍は、私が描いた一筆龍に専門技術（高精細印刷、特殊加工等）を施し、複製画としてお仕
立ていたしております。
●出来る限り原画の風情など同様の精度にて表現すべく徹底監修に努めております。
●ご縁の深い高野山真言宗 如意山 藤次寺（融通“ゆうずう”さん）にて正式に御祈祷いただいた御札をお祀り
いたしました京都一筆龍独自の御守でございます。

　※ご持参用 紙製仏札御守は御守ご本体を御祈祷いたしております。
●様々な御守タイプ（幕／額縁／掛軸／盾式／ご持参用）にて細部まで加工を施しお仕立ていたしました。
　何卒、ご拝受ご検討いただけますと幸甚でございます。

京都一筆龍絵師　手島 啓輔

ご持参用 紙製仏札御守
   双龍：1,200円
 1体龍：   900円

大切な方へのお贈り物、ご自分用として
『設立・開店御祝い、社長就任・昇進御祝い、周年・事務
所移転御祝い、その他各種御祝い、またインテリア、ウ
ォールアート』として、～会社・ご自宅・お店・医院・各施
設～などでお祀り（お飾り）いただいております。

お守り京都一筆龍とは、「京都一筆龍絵師 手島啓輔」が描いた一筆龍を、専門技術（高精細印刷、
特殊加工等）にてお仕立てし、大阪の

ゆうずう

融通さん として親しまれている高野山真言宗 如意山 藤次寺
にて正式に御祈祷いただいた御札をお祀りいたしました御守です。
※ご持参用 紙製仏札御守は御守本体を御祈祷いたしております。
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発展、財運、繁盛 厄除、健康、安全

良縁、円満

お守り京都一筆龍 【各種御守一覧】　税込／日本国内送料込

お守り
京都一筆龍動画
（Youtube）

Amazon.com 日本ストア
～日本の魅力、ご当地めぐり特集～

（京都府）

Amazon.com
（日本版）
ストアページ

公式サイト
（海外版）

公式サイト及びAmazonにて日本国内及びアメリカをはじめ
海外88カ国にて現在販売展開しております。

公式サイト
（日本版）

Amazon.com
（米国版）
ストアページ

Amazon.com JAPAN STORE
（日本製品特集）
トップページ



【御祈祷いただくお寺樣 　  高野山真言宗 如意山 藤次寺（大阪の融通さん）】【京都一筆龍絵師 手島啓輔】

『ひとつなぎで途切れない龍』＝『幸せが途切れない』『良きご縁が途切れない』との思いを龍に込め、
一筆龍を描く。美しく繊細で、時に荒々しい龍神を一筆で表現する その技法は、国内だけではなく海外で
も評価が高い。６歳より１４年続けた『空手道』にて日本の道の精神を学び、幼少の頃より龍に魅せら
れ、龍絵を描き続ける。古来より伝わる『一筆龍』に出会い、その技法と歴史に感銘をうけ、独学で技を
習得する。デビュー１年目にして銀座での初個展を成功させ、その後世界へ。日本伝統を世界へ！を信念
とし、ロサンゼルス、ニューヨーク、ワシントン、フロリダの１３会場で展示会及びパフォーマンスを開
催。江戸時代より続く一筆龍の伝統を守りつつ、【守破離】の精神で龍を追及している。

開創1200年となる“高野山真言宗 如意山 藤次寺”は藤原冬嗣
の発願により藤原氏の祈願寺として建立されました。 
「願い事を融通する」ことから融通さんとして親しまれてお
ります。

特注額縁御守　双龍のみ：88,000円
額縁御守【大】　双龍：38,000円　1体龍：30,000円
額縁御守【小】　双龍：26,000円　1体龍：20,000円

お守り京都一筆龍とは、その名の通り龍の胴体部分を一筆で描き【一繋ぎで途切れない】事から『人を繋
ぐ』『発展・財運が途切れない』『良縁、成長が途切れない』とされ、江戸時代より縁起物として重宝さ
れてきた一筆龍を反映し、様々な種類の御守としてお仕立てしております。

融通“ゆうずう”さん（藤次寺）とは
想いのままに願いを叶えてくださると親しまれている如意宝珠 (にょいほうしゅ) 融通尊。

↓
お大師さま（弘法大師・空海）の御作/作品と伝わる宝の珠 (たま) です。

※本御守は原画ではなく、複製画に専門技術（高精細印刷、特殊加工等）を施しお仕立てしております。

お守り京都一筆龍 【各種御守一覧】　税込／日本国内送料込

フィリピンの英雄　マニー・パッキャオ様にも京都一筆龍描画をご贈呈

　・2021年12月18日 （土） 放映　関西テレビ　『フットマップ』出演
　・2021年 3月15日 （月） 放映　ディズニー映画『ラーヤと龍の王国』公式舞台挨拶イベントにて描画実演
　・2020年11月22日 （日） 放映　テレビ朝日　『ナニコレ珍百景』 出演
　・2020年11月13日 （金） 放映　読売テレビ　『大阪ほんわかテレビ』 出演
　・2020年 3月13日 （金） 放映　フジテレビ　めざましテレビ  【キラビト】 出演
　・2019年 3月 3日 （日） 放映　AbemaTV 7.2 新しい別の窓 #12  【第1回全日本バズり大賞】 出演

　・2018年 4月19日 (木) 放映　NHK WORLDチャンネル　『NEWS ROOM TOKYO』 出演
　・2018年 7月～  ナショナルジオグラフィックにて動画掲載

フィリピンの“ドゥテルテ・キッチン”一筆龍チャリティオークションでの約1000万円の落札金額全てをストリート
チルドレンの為に寄付させていただき、そのご縁からマニー・パッキャオ様にフィリピンの議員会館にて一筆龍の
描写実演と贈呈をさせていただきました。

御守幕
長方形【大】　双龍：26,000円　1体龍：20,000円
長方形【小】　双龍：15,800円　1体龍：11,500円
正方形【大】　双龍：28,000円　1体龍：22,000円
正方形【小】　双龍：16,300円　1体龍：12,000円

【国内】

国

　内

海 

外

★京都一筆龍絵師 手島啓輔メディア出演事例★★京都一筆龍絵師 手島啓輔メディア出演事例★

山崎豊子さんの墓石・碑

御本尊：寶(宝)生如来／融通尊樣

藤次寺の不動明王樣（谷町不動尊）
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