
価格：各990円税込(10枚入)
寸法：Ａ4サイズ
素材：プラスチック

国旗セット

価格：2,300円税込
寸法：旗/縦700㎜x横1000㎜
　　　竿/長さ140cm
素材：旗/綿100%
　　　竿球・竿/プラスチック
　　　固定具/スチール
　　　袋/ビニール

お手持ちの国旗セットのパーツの紛失、長期間使用
による劣化などの交換用としてお使いいただけます。

国旗セット用パーツ

竿
価格：460円税込
寸法：長さ1400㎜
　　(組み立て時)
素材：プラスチック

固定具
価格：300円税込
素材：スチール

袋
価格：420円税込
素材：ビニール

マンション等の玄関への掲揚
をはじめ、各種奉祝行事や競
技会の応援等にもご利用いた
だけます。竿部分は、組立式
で２本つなぎ、竿球は接着され
ています。

マグネット付国旗セット

価格：3,400円税込
　　　51本以上ご注文で
　　　1セット＠2,940円税込
寸法：旗/縦450㎜mx横600㎜
      竿/長さ800㎜（2本継）
素材：旗/ポンジ
      竿球･竿/プラスチック
　　　固定具/強力マグネット

取り外しはワンタッチ
角度は自由調整できます

◎ 50セット以上のご注文から割引があります。 

   50セット以上ご購入の場合は1セット＠2,270円税込

  100セット以上ご購入の場合は1セット＠2,240円税込

卓上国旗
会議、受付ほか、国旗啓発の
記念品などにご利用ください。
２本立てもあります。
国際会議用に外国旗もござい
ますのでお問い合わせ下さい。
※外国旗は別途お見積もり

価格：1本立　3,490円税込
　　  2本立　4,770円税込 
寸法：旗/縦150㎜x横235㎜(1枚）
      竿/長さ400㎜(1本)
素材：旗/テトロンポンジ
      竿/プラスチック
      台/プラスチック

国旗小旗
皇族方の奉迎や建国記念の日
など各種奉祝行事にご利用く
ださい。

※当財団では公益事業の目的で
　活用する団体には、審査の上、
　国旗小旗の助成事業をおこなっ
　ております。
　詳しくはホームページ又は、
　お問い合わせ下さい。

価格：1,210円税込(50本入)
寸法：旗/縦250㎜x横370㎜
   　 竿/長さ450㎜
素材：旗/紙
      竿/再生紙

日の丸ステッカー
建国記念行事や各種国旗啓発
事業の記念品などに幅広くご
活用ください。

価格：各550円税込(10枚入)
寸法：縦80㎜x横100㎜
素材：紙製PP加工

国旗国歌クリアファイル
国旗･国歌啓発運動の記念品な
どにご利用下さい。
｢青空｣と｢さくら｣の2種類あり
ます。

『日本の祝日と国旗国歌のハン
ドブック』10冊付

【青空】 【さくら】

国旗掲揚塔、会議場などに掲
揚する大型国旗です。
室内用から屋外用、サイズ、
素材も多種ご用意しています。
各素材の特性は右記をご覧下
さい。

国際親善用に外国旗も取り寄
せ可能です。お問い合わせ下
さい。※外国旗は別途お見積もり

大型国旗

素材/サイズ　 700×1000　 900×1350　 1000×1500　1400×2100　 1800×2700　2000×3000

テトロン
トロピカル

天竺

エックスラン

1,485円

6,050円

1,650円

3,080円

7,590円

3,190円

3,795円

9,515円

4,400円

8,800円

15,235円

7,480円

20,020円

29,590円

21,010円

28,600円

36,300円

□天竺
　綿100％の普及品。屋内での使用が一般的です。

□エックスラン
　アクリル100％。生地色は乳白色です。発色が良く、色褪
　せしにくい軽くて丈夫な生地です。雨に流れず日光にも色
　褪せしにくいので屋外用に適しています。シワが出来にく
　く、生地目が粗いため受けた風を逃がします。

□テトロントロピカル
　ポリエステル100％。ややコシのあるテトロン素材。発色
　が良く、生地に光沢感があります。綿に比べシワに成りに
　くく仕上がりがきれいです。

※見開き図　実物は底辺が固定されています

表記内容：君が代は千代に八千代にさざれ石
　　　　　の巌となりて苔のむすまで（右上）
　　　　　
　　　　　日出る国日本 この国に生まれて
　　　　　よかった（左中央）
　　　　　
　　　　　祝日には国旗を掲げましょう（左下）
　　　　　

表記内容：敷島の大和心を人問はば 朝日に
　　　　　匂ふ山桜花　本居宣長（右上）
　　　　　
　　　　　君が代は千代に八千代にさざれ石
　　　　　の巌となりて苔のむすまで（右下）
　　　　　
　　　　　日出る国日本 この国に生まれて
　　　　　よかった（左中央）
　　　　　
　　　　　祝日には国旗を掲げましょう（左下）
　　　　　

日の丸バッジ
ネクタイ及びスーツの
襟元などに着用できます。

価格：660円税込
寸法：縦約12㎜×横約15㎜
素材：七宝仕上げ
　　　丹銅銀色
　　　ニッケルメッキ加工

チェーン付タイタック式

※価格は全て税込表記です

旗
価格：870円税込
寸法：縦700㎜x横1000㎜
素材：綿100%

竿球
価格：380円税込
寸法：直径約70㎜(球体)
素材：プラスチック

企画：神道青年全国協議会

企画：神道青年全国協議会

企画：神道青年全国協議会

ミニ国旗
各種奉祝行事、皇族方の奉迎、各スポーツ観戦時の応援用などに
繰り返し使用できます。

価格：715円税込
寸法：旗/縦250㎜x横385㎜
   　 竿/長さ470㎜
素材：旗/ポリエステルポンジ
　　　　 シルク印刷･袋縫い
      竿/プラスティック
竿球：プラスティック（金色）
　　　竿球は取り外しできません

繰り返し使用できるミニ国旗

「祝日には国旗を掲げましょう」文字入 文字無

（紙製）

プラ製ケース入

ご家庭の玄関用に最適な国旗の
セットを安価でご提供します。
国旗・竿球・竿・固定具がセッ
トになっています。
パーツも個別に購入できますの
で長期間の使用が可能です。
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1月･4月･7月･10月の各25日発売。
全国書店でもお求めになれます。

価格：1,760円税込 送料無料
体裁：Ａ4
企画：日本文化興隆財団・発行：扶桑社

定期購読受付中

年4回季刊誌『皇室』を定期的に
お送りします。
年間購読料7,040円税込
（1,760円+税×4回）送料無料

の象徴というべき皇室の最新情報と日本文化を知る一冊和

④

日本で唯一の皇室専門誌、季刊誌『皇室』は、

平成の天皇陛下（上皇陛下）ご即位 10 年を記念して創刊されました。
以来、詳細な皇室のご動静と日本文化をご紹介しています。

年４回発行

ご動静と皇室ゆかりの日本文化を詳しく紹介

折々のおことばで振りかえる、両陛下の「平成」珠玉のおことば

日本文化興隆財団設立 50 周年記念出版

価格：2,200円税込・送料無料
寸法：A5・408ページ
編集：季刊誌『皇室』編集部
協力：日本文化興隆財団・発行：扶桑社

宮中 季節のお料理 

価格：3,300円税込・送料無料
寸法：B5横･160ページ
監修：宮内庁
編集：季刊誌『皇室』編集部・発行：扶桑社

企画：日本文化興隆財団・発行：扶桑社

令和のご大礼季刊誌 別冊 ご即位の諸儀式の記録

御位を受け継がれた日から天皇陛下は、数々の儀式を重ねられました。
その「ご即位の諸儀式」を鮮やかな写真と詳細な内容が待望の一冊に。

私たちが拝見した壮大な「令和絵巻」を振り返る永久保存版としてお届けいたします。

※本誌は、『皇室』82 号から 86 号に掲載された一部を再編集したものです。

定価：2,420 円税込　送料無料

A4 判・174 ページ・オールカラー
電子版あり

宮中の盆栽 大道庭園の四季

国賓をもてなす樹高 180 センチを超える五葉松、徳川家光公ゆかりの五葉松、樹齢 600 年に
およぶ真柏、豪華絢爛に咲き誇る樹齢 350 年の藤…。松柏類、雑木類、花物、実物など 59 鉢を紹介。
季刊誌『皇室』78 号から 89 号にわたって連載

してきた「宮中の盆栽」を一冊にまとめました。

発行：扶桑社・協力：日本文化興隆財団

定価：4,070 円税込・送料無料

A4 判・160 ページ・オールカラー

電子版あり

おおみち

季刊誌『皇室』から続々単行本が誕生

30年間にわたる上皇・上皇后両陛下のおことばを項目ごとにご紹介。
両陛下の歩みを記録し続けてきた季刊誌『皇室』誌によるおことば集の決定版。

さまざまな社会的事象から事件、自然災害まで心に染み入るおことばとともに「平成」が蘇る!

平成の天皇・皇后両陛下

宮中に伝わる四季折々のお料理や各種宮中行事に供されるお料理を写真と解説により紹介

平成の天皇・皇后両陛下(上皇・上皇后両陛下)のご成婚60年を記念し、宮中に伝わる四季
折々のお料理や宮中行事のお料理を、宮内庁の監修により初めて公開。

皇室ビデオシリーズ
TM

上皇陛下 米寿をお迎えになって -平成の歩み-

上皇陛下が求め続けられ、国民にお示しになった象徴天皇の意義と在り方に触れながら、平成の30年間にわたる
上皇陛下のご活動を映像と音声で振り返り、国民と共に歩まれた平成における象徴天皇のお姿を紹介するもので
す。日本語字幕、英語吹替え版も収録。

企画：宮内庁　制作：毎日映画社
1,700円税込・収録時間：60分・発売日：令和3年12月23日

天皇皇后両陛下のご即位に関する一連の諸儀式・行事の映像を中心に、宮中でのご公務，国際親善並びに都内及

び地方への行幸啓を始め、令和元年を迎えられた天皇皇后両陛下のご様子を紹介するものです。
日本語字幕、英語吹替え版も収録。

天皇皇后両陛下 -令和を迎えて-

企画：宮内庁　制作：(株)日テレ・テクニカル・リソーシズ

1,700円税込・収録時間：56分・発売日：令和2年6月23日

日々、国の発展と人々の幸せを願い様々なお務めを果たしてこられた天皇皇后両陛下の年初から年末までの一年

にわたる公私のご活動のご様子を紹介したものです。
日本語字幕、英語吹替え版も収録。

企画：宮内庁・制作：毎日映画社
1,500円税込・収録時間：61分・発売日：平成31年3月15日

天皇皇后両陛下の一年 -ご譲位を前にされて-

全ページ
カラー化

天皇・皇后両陛下、上皇・上皇后両陛下及び皇族方のご活動、皇室と
関連の深い伝統文化及び皇室の施設を紹介しています。
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日本文化興隆財団設立 50 周年記念出版

■皇室ビデオシリーズは、この他多数取扱っております。当財団ホームページをご覧ください。

神社検定公式テキストの解説講座です。公式テキストの学び方を通して、神道、神社の基礎知識を深めてもらうことを目的とし
た講座です。ＤＶＤとウエブ上で学ぶことができるeラーニングをご用意しております。

ゴーゲッターズ 検索
https://gogetterz.com/

視聴方法

講座講師：國學院大學准教授　藤本頼生

　　　　　　　　　　　　　　渡邉　卓

『神社のいろは』編（70分）           　           3,850円税込

『神話のおへそ』編（99分）           　           4,400円税込

『神社のいろは 続』編（115分）       　           4,950円税込

『伊勢神宮と遷宮のかたち』編』（104分）　　　　　 4,400円税込

『神話のおへそ『日本書紀』編』（65分・44分 2枚組　4,950円税込

『神話のおへそ『古語拾遺』編』（84分）　　　　　　4,400円税込

神社検定公式テキストをＤＶＤやインターネットで
学ぶことが出来ます

T M

eラーニングはDVDと価格が異なります。

ホームページでご確認ください。

こんなにおもしろい 日本の神話

◇天地の始まり編　アマテラスほか　　　1,760円税込　124ページ

◇地上の神々編　オオクニヌシほか　　1,760円税込　148ページ
◇英雄の冒険編　ヤマトタケルほか　　1,760円税込　148ページ

全３巻

小学生などに向けた『古事記』の導入書として『古事記』の文体を活かしつつ
平易に編集されました。子供たちへの読み聞かせにも最適の書。
第一巻は、国土がどのように出来上がったのか、どんな神様が天上で活躍した
のか。第二巻は、それぞれの神々の活躍によって、のちに天皇が治める国が整
えられていく様子が生き生きと描かれ、第三巻は、神話がしだいに天皇の物語
として展開してゆく巻で、最終章は、ヤマトタケルの話で結ばれています。

著者：渡邉 卓 國學院大學准教授
発行：汐文社
体裁：四六版

小山茉美の 　  日本神話イザナミ語り新

当財団が主催する日本神話一人語り公演「日本神話イザナミ語り」のシナリオを書籍化。
声優の小山茉美が各地で行う『古事記』の読み語りのシナリオを約60分用に再編集。
『古事記』の読み語り、読み聞かせにお薦めします。
著者：小山茉美（声優）
協力：公益財団日本文化興隆財団
発行：キャメル・ママ 四六版・156ページ・1,518円税込



神社ってどんなとこ？
杜のシールブック

シールと台紙がセットになっています。
子供がテーマにそって自由に想像しなが
ら台紙にシールを貼り、完成させていく
絵本です。

初詣、雛祭、稲作、神話など
を間違い探し、迷路、ぬりえ
ほかバリエーション豊かに体
験しながら学ぶ絵本です。

ぬりえを通して神話への理解に
繋げる教材としてお役立て下さ
い。巻末には読み聞かせ文がつ
いています。

価格：1,650円税込（10冊入）
体裁：A5判
　　　4ページ+シール
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発　　行● 公益財団法人 日本文化興隆財団
体　　裁● Ａ5判　カラー22ページ
頒　　価● 220円税込

おはなし● 國學院大學神道文化学部教授
　　　　    茂木貞純
発　　行● 公益財団法人 日本文化興隆財団
体　   裁● Ａ5判　カラー20ページ
頒　   価● 220円税込

発　　行● 公益財団法人 日本文化興隆財団
体　　裁● Ａ5判　カラー18ページ
頒　　価● 220円税込

発　　行● 公益財団法人 日本文化興隆財団
体　　裁● Ａ5判　カラー15ページ
頒　　価● 220円税込

こころの絵本シリーズ
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