
＊＊＊御 真 言 と ご 宝 号＊＊＊ 

真  言・・・梵語 mantora 呪の訳語、陀羅尼、真実の語、仏の言語 

梵語（サンスクリット）をそのまま音写したもので、短いものを真言といい、 

長いものを陀羅尼（だらに）と呼びます。ここでは、御真言とご宝号の紹介です。 

御 真 言 （御真言は宗派により異なります。よって真言宗系のご真言のみを掲載しました。） 

大本堂・平和の大塔（２階） 

不動明王     ノウマク サンマンダ バザラダン センダ マカロシャダ 

 ソワタヤ ウンタラタ カンマン  

金剛夜叉明王     オン バサラ ヤキシュ ウン  

軍茶利明王       オン アミリティ ウン ハッタ  

降三世明王      ニソンバ バサラ ウン ハッタ  

大威徳明王       オン シュチリ キャラロハ ウン ケン ソワカ 

大本堂の裏仏 

大日如来    オン アビラ ウンケン （胎蔵界）＝印相は法界定印 

 虚空蔵菩薩   ノウボウ アキャシャキャラバヤ オンアリキャ マリボリ ソワカ 

釈 迦 堂 

千手観音菩薩  オン バザラ ダラマ キリク ソワカ 

普賢菩薩     オン サンマヤ サトバン 

釈迦如来     ノウマク サンマンダ ボダナン バク  

文殊菩薩     オン アラハシャ ノウ  

弥勒菩薩     オン マイタレイヤ ソワカ 

釈迦堂の裏仏 

大日如来    オン バサラ ダドバン （金剛界）＝印相は智拳印 

光 明 堂  

不動明王  

ノウマク サンマンダ バザラダンセンダ マカロシャダ ソワタヤ ウンタラタカンマン 

大日如来  

オン アビラ ウンケン （胎蔵界）＝印相は法界定印 

愛染明王    

オン マカラギャ バザラ ウシュニシャ バザラ サトバ ジャク  ウン バン コク 

出世稲荷 

 荼枳尼天（だきにてん） ノウマク サンマンダ ボダナン キリカク ソワカ 

弁財天堂 

弁財天      オン ソラソバテイエイ ソワカ  



薬 師 堂  

日光菩薩    オン ソリヤ ハラバヤ ソワカ 

薬師如来   オン コロコロ センダリ マトウギ ソワカ  

月光菩薩   ガッコウボサツ オン センダラ ハラバヤ ソワカ  

平和の大塔（５階）・三重塔（三重塔は開扉されていない為見る事は出来ない） 

大日如来  （中央） オン バサラ ダドバン（金剛界）＝印相は智拳印 

宝生如来   （南）   オン アラタンノウ サンバンバ（ババ） タラク  

阿弥陀如来 （西）  オン アミリタ テイセイ カラ ウン  

阿閦如来  （東）  オン アキシュビヤ ウン  

不空成就如来（北）  オン・アボキャシツデイ・アク    

開運地蔵尊 

地蔵菩薩   オン カカカビ サンマエイ ソワカ   

総 門 （総門二階に奉安されている為見る事は出来ない） 

勢至菩薩     オン サンザン ザンサク ソワカ  

唱えるときは  オン・サンザンサク・ソワカ 

総門二階に奉安されている八体佛の御真言は、記述済 

千手観音菩薩・虚空蔵菩薩・文殊菩薩・普賢菩薩・勢至菩薩・大日如来・不動明王・阿弥陀如来 

仁王門 

広目天        オン ビロバクシャ ノウギャ ヂハタエイ ソワカ  

多聞天（毘沙門天） オン ベイシラマンダヤ ソワカ  

四 天 王 

持国天        オン ヂリタラシュタラ ララ ハラマダナ ソワカ  

増長天        オン ビロダキャ ヤキシャ ヂハタエイ ソワカ  

広目天        オン ビロバクシャ ノウギャ ヂハタエイ ソワカ  

多聞天（毘沙門天） オン ベイシラマンダヤ ソワカ  

七 福 神 

弁財天        オン ソラソバテイエイ ソワカ 

大黒天        オン マカキャラヤ ソワカ  

恵比寿天       オン インダラヤ ソワカ  

寿老人        オン バザラ ユセイ ソワカ （ウン ヌン シキ ソワカ）  

毘沙門天（多聞天）  ビシャモンテン オン ベイシラマンダヤ ソワカ  

布袋尊        オン マイタレイヤ ソワカ（弥勒菩薩の御真言と同じ）  

福禄寿        オン マカシリ ソワカ （ウン ヌン シキ ソワカ）  

 

弘法大師空海    オン （師資相伝） ソワカ  



ご 宝 号 （仏・菩薩の名） 

弘法大師 （こうぼうだいし）    南無大師遍照金剛  

徳道上人 （とくどうしょうにん）  南無徳道上人  

花山法皇 （かざんほうおう）    南無花山入覚大法皇（かざんにゅうがくだいほうおう）  

伝教大師 （でんぎょうだいし）   南無根本伝教大師福聚（ふくじゅ）金剛  

【南無】（なむ）とは 

《〈梵〉namas の音写。敬礼(きょうらい)・帰命(きみょう)と訳す》仏語。 

仏・菩薩(ぼさつ)に向かって、心からの帰依を表す語。その名を呼ぶときに冠する。 

真言宗の「南無大師遍照金剛」を例にあげて説明すると、 

南 無＝「帰依します」という。帰依＝神仏を信頼して尊び、その教えに心から従うこと 

つまり「あなたにおつかえいたします」という事です。 

大 師＝ 弘法大師（お大師さま）の事 

遍照金剛＝弘法大師が恵果阿闍梨(けいかあじゃり)から授かった称号 

つまり「お大師さまにおつかえいたします」という意味になります。 

宗旨によるご宝号（念仏）の一部 

◇真言宗  「南無大師遍照金剛」（なむだいしへんじょうこんごう） 

   ◇禅 宗  「南無釈迦牟尼仏」（なむしゃかむにぶつ） 

   ◇浄土宗  「南無阿弥陀仏」（なむあみだぶつ） 

◇浄土真宗 「南無阿弥陀仏」（なむあみだぶつ） 

   ◇日蓮宗  「南無妙法蓮華経」（なむみょうほうれんげきょう） 

六観音（七観音） 

 観自在菩薩（かんじざいぼさつ）御真言  

観音さんの御真言は、同じ観音さんでもお寺によって微妙に違います。『梵語を音訳しただけな

ので、どれが正しいということは無い』そうですが、ご本尊の御真言は必ずといっていいほど 

どこかに掲示されていますから、そのお寺さんに合わせましょう。 

（カッコ）内は読み替え部分です。 

（そわか）は唱えるところと唱えないところがあります。  

聖観音     オン アロリキャ ソワカ  

千手観音    バザラ タラマ キリク ソワカ＝ オン バザラ ダルマ キリク ソワカ        

十一面観音  オン マカ キャロニキャ ソワカ＝オン ロケイ ジンバラ キリク ソワカ            

如意輪観音  オン バ（ハ）ラダ ハンドメイ ウン  

     オン ハンドメイ（マ） シンダ マニ ジンバ ラ ウン（ソワカ）             

馬頭観音 （ばとうかんのん ） アミリトウ ドハンバ ウン ハ（パ）ッタ （ソワカ）  

不空羂索観音 （ふくうけんさくかんのん） 

ハンドマ ダ（タ）ラ アボキャ ジャヤデイ（シャテイ） ソロソロ ソワカ  

    オン アボキャ ビジャシャ ウン ハッタ  

准胝観音観音（じゅんていかんのん）オン シャレイ ソレイ ソンデイ ソワカ  

               オン シャレイ シュレイ ジュンテイ ソワカ 

観世音菩薩 オン アロリキヤ ソワカ 

千手観音＝＝観世音菩薩にシヴァ神が融合して観自在菩薩（アヴァロキティーシュヴァラ、 

イーシュヴァラはシヴァの異名です）となり、さらにその外観を取り込んで成立した尊格です。 


