
十全十美、全てが完璧になることを表す。人
心・人気・愛情が得られ、災いや障害も取り除
くといわれています

十眼天珠
ジュウガン

十一面観音の慈悲を表す。新しい目的への出
発、知力向上・福運をもたらし、大切な物が手
に入るといわれています

十一眼天珠
ジュウイチガン

八方位と天地日月を表す。薬師如来の十二神
将のご加護で病気平癒・豊作・名誉・健康・長
壽をもたらすといわれています

十二眼天珠
ジュウニガン

五方仏と八吉祥象を表す。心身のリラックス、
不安や悩みを解消し安らかな毎日を送ること
ができるといわれています

十三眼天珠
ジュウサンガン

財運・長壽運向上。諸難・対立は解決し、願い
が一斉成就するといわれています

十五眼天珠
ジュウゴガン

四大菩薩が四苦と向き合う強い心と身体を
授け、福運や知恵を高めるといわれています

十四眼天珠
ジュウヨンガン

十全十美と六六大順を表す。災難・苦難を防
ぎ、強い精神力・判断力が身につき、万事順
調をもたらすといわれています

十六眼天珠
ジュウロクガン

八方位の菩薩と十全十美を表す。正しい方向
へ導き、財や宝に恵まれ、楽しみと喜びの人
生が得られるといわれています

十八眼天珠
ジュウハチガン

九乗功徳、十全十美を表す。事業運が倍増
し、高貴な厳威や芸術性・徳を得て、人を導く
立場になれるといわれています

十九眼天珠
ジュウクガン

八佛のご加護、九乗功徳を表す。前途が広が
り、願望達成・名声獲得・宝物との出会いに
導くといわれています

十七眼天珠
ジュウナナガン

功名運・財運・権力・富・人間関係・信念を向
上し、願望を成就させ、万事が意のまま順調
に進むといわれています

二十眼天珠
ニジュウガン

密教の法具を象徴する天珠。魔除け・厄除け
に強い力を発揮するといわれています

蓮師法器天珠
レンシホウキ

チベット高僧がかぶる帽子を表す。知恵や
功名を授かるといわれています

蓮師法帽天珠
レンシホウボウ

金剛はダイヤモンドを表す。打ち破れない確
固たるものの象徴。煩悩を断ち切り、強い信
念を得られるといわれています

金剛杵天珠
コンゴウショ

心身が清らかになり、人間関係が円満になる
とされています。また御仏の功徳で財運も高
まるといわれています

金剛蓮花三眼天珠
コンゴウレンカサンガン

毘沙門天を表し、金運・財運が高まる。長壽
運・婚姻運などにも効果的で、安定した生活
を送ることができるといわれています

財神天珠
ザイジン

吉運を集め、凶運を避けるといわれています。
事業運向上・増収増益・物事が順調に進むと
いわれています

金剛虎牙六眼天珠
コンゴウコガロクガン

dZi Beads (天珠)
ジービーズ

始まり、無比、太陽のように明るい一筋の光明を
表す。願望達成・学業向上・頭脳明晰・開運へ
導くといわれています

一眼天珠
イチガン

双方の和合を表す。特に恋愛成就・夫婦円満・
相互理解に力を発揮し、商売においても調和を
促すといわれています

二眼天珠
ニガン

木の若芽を表す。慈愛の象徴で、福財・男女
和合・才能開花・積極性の向上により、意の如く
事がうまく運ぶといわれています

如意天珠
ニョイ

風水で開運を意味する龍。龍神のパワーが身に
つき、富と繁栄・大いなる幸せを獲得できると
いわれています

龍神天珠
リュウジン

天珠の王、皇帝の象徴。あらゆる運気が向上。
苦難を排除し、特に権力・富財が増大すると
いわれています

龍眼天珠
リュウガン

神と人の一致、揺るぐことのない完全を表す。
生命力強化・勇往邁進し、万事が意のまま
順調に進むといわれています

二十一眼天珠
ニジュウイチガン

性格や仏の教えを聞ける器に応じて三十三身に
変化し、精神安定・金運招来・病魔退散・平和・
幸福に導くといわれています

観音天珠
カンノン

五智如来と四仏母を表す。潜在能力が開発さ
れ、仕事運が向上。願望達成、権力と利益を
倍増させるといわれています

九眼天珠
クガン

福・禄・壽・喜・財の五福を表す。功名運・福壽運・
健康運・財運、特に恋愛や婚姻の御利益が
あるといわれています

五福臨門天珠
ゴフクリンモン

観音菩薩の左目の涙から生まれたとされる
緑度母菩薩を表す。厄難を消除し運気を上げ、
福を招き、願いをことごとく叶えてくれる稀少な
天珠といわれています

緑度母天珠
リョクドボ

虎牙天珠を上回るパワーを持つ。強靭な心を
身につけ、困難や災難を寄せつけないといわ
れています

四線虎牙天珠
シセンコガ

五方向の佛のご加護により運勢が急速に上昇
するといわれ、宝くじ運なども高まるといわれて
います

閃電五眼天珠
センデンゴガン

薬師如来のご加護を得られる天珠。身体は
丈夫で元気になり、百病消滅・長壽の御利益が
あるといわれています

薬師天珠
ヤクシ

水が万物を育てるように、人や財を育てると
される。泉のように金運が溢れ、絶えることが
ないといわれています

水紋天珠
スイモン

強固な意思の養成と満願の達成、金銭鈎天珠
ともよばれ金銭に関する全てを釣り上げると
いわれています

如意鈎天珠
ニョイコウ

水の流れの如く物事を順調に運ぶとされる。
浄化力に優れ、災いの根を浄化するといわれて
います

流水紋天珠
リュウスイモン

文様の太陽と月は、陽（男性）と陰（女性）の
究極の対比を表し、恋愛成就・運勢も大上昇
するといわれています

日月天珠
ニチゲツ

亀の甲羅を表す。病気や事故から身を守り、
長生きできるといわれています

亀甲長壽天珠
キッコウチョウジュ

不運を良運に好転させる。人の上に立ち、名声
を得られる。仕事や事業の目標達成へ導くと
いわれています

三色線珠
サンショクセン

強力な魔除け。邪悪なものを防いで平安をもた
らすといわれています

羊眼板珠
ヨウガンバン

七福神の中で唯一女性の神様。美・富・芸術の
上達を助ける。強運を獲得できるといわれて
います

弁財天天珠
ベンザイテン

白蛇は財宝を守るとされており、富み栄えると
いわれています

白蛇天珠
ハクジャ

○は天を表し、□は地を表す。悪い運を良い
運に変え、平和円満・災難を消すといわれて
います

天地天珠
テンチ

迷いや悩みを消し去り、正道へと導いてくれる。
自分に自信をつけてくれるといわれています

菩提天珠
ボダイ

事故や天災などから身を守り、人間関係や仕事
などのトラブルを未然に防ぐといわれています

大鵬鳥天珠
タイホウチョウ

蓮のつぼみを表す。願望達成・心身の調和と、
健康・美容・美貌・心の浄化に良いといわれて
います

蓮花天珠
レンカ

他者の思惑に染まらず自分らしく生きられる。
病魔を寄せつけず、健康になるといわれて
います

水蓮花天珠
スイレンカ

強力な魔除け。虎の勇猛なパワーで、競争に
勝つ強運を身につけるといわれています

虎牙天珠
コガ

お金が貯まる入れ物を表す。大いなる金運を
授かり、大財を築ける。子宝にも恵まれると
いわれています

寶瓶天珠
ホウビン

如来の第三の目を表す。目に見えない未来を
見通し、災いを未然に防ぐとされる。財・福・
長壽の意味も併せ持つといわれています

三眼天珠
サンガン

四方位・四肢・四大菩薩を表す。まとまりや安定を
意味し、婚姻運・財産保全・学業成就に良いと
いわれています

四眼天珠
ヨンガン

東・西・南・北・中央の五方向の如来により、
あらゆる方位から身を守り、財運・行動力・
決断力を得るといわれています

五眼天珠
ゴガン

六道輪廻の苦難から脱して苦労を防ぎ、精神力
と判断力が身につくといわれ、交通安全にも
良いといわれています

六眼天珠
ロクガン

完成を表す。努力が報われ、功名・事業・長壽・
婚姻・健康運が上昇し、願いが形になると
いわれています

七眼天珠
ナナガン

八方位の菩薩を表す。ご加護によって魔を
寄せつけず、正しい方向へと導き、凶を吉に
転じさせるといわれています

八眼天珠
ハチガン



文字通り「福」と「壽」を授かる天珠。様々な幸
運に恵まれ、強運が味方するといわれています

福壽天珠
フクジュ

宇宙を表す。天地天珠の平和円満に癒しが付
加され、精神安定・自然の安らぎ・招福に良いと
いわれています

星辰天珠
セイシン

仏のように柔和になり、寛大な心を手に入れ
る。生命力を強化し、活発になれるといわれて
います

蔓字天珠
マンジ

「麒」は雄、「麟」は雌を表し、夫婦円満の象徴と
される。麒麟は千年生きるとされており、長壽
運にも良いといわれています

麒麟天珠
キリン

鳳凰が来ると木が茂ると伝えられているよう
に、繁栄と平和をもたらす。眼は強力な魔除け
になるといわれています

鳳凰眼天珠
ホウオウガン

福徳や財宝を与える福の神として、あらゆる願
いを叶えてくれるといわれています

大黒天天珠
ダイコクテン

陰と陽のバランスを保つ。あらゆることを調和
させ開運に導く。恋愛運にも良いといわれてい
ます

陰陽太極天珠
インヨウタイキョク

陰と陽・男性と女性など、対極するものを調和
するとされ、恋愛や結婚の成就に良いといわれ
ています

黒白天珠
クロシロ

天地天珠の模様を二つ重ねることで、より強い
力を生み出すといわれています

双天地天珠
ソウテンチ

抱えている問題や障害を乗り越え、平穏な日々
が歩めるようになるといわれています

山形天珠
ヤマガタ

努力が認められる。過去の過ちを消し去り、前
向きな行動力が生まれるといわれています

大人天珠
ダイジン

ジービーズ てんじゅ

dZi Beads (天珠)について

叶えたい願いで選ぶ「dZi Beads」は、出会うべくして出会った持ち
主に寄り添い、正しい願いや前向きな姿勢に対して、力を貸して
くれるといわれています。パワーストーンという言葉では収まりが
つかない神秘のお守りは、同じものが2つとありません。その神秘的な
天珠の魅力により、太古の人々から現代に生きる私達まで、あらゆる
人々にとっての大切な「お守り」として受け継がれています。

文様一つひとつに

dZi Beads ( 天珠）
意味が込められた

天珠の製法は非常に独特なものです。瑪瑙などの天然石に薬草などを混ぜ合わせた
もので文様を染み込ませ、文様が綺麗に浸透したもののみを焼き上げています。
割れずに残るものは非常に数が少ない為、運を味方につけた強い石だけが天珠
として世に出てくるのです。

The Power Spotの商品は、アトリエの職人によって
創り出された世界にたった一つのジュエリーです。
「あなただけのお守り」として迎え入れたあとも、
あなたのもとで輝き続ける為の、お手伝いをさせて

いただきます。

［お直し］¥550(税込) ～

アフターサポート
AFTER SUPPORT

※天珠・天然石の効果、パワーは古く
から言い伝えられた精神世界の働き
かけによって現れる望ましい現象で、
全ての人に必ず効果が現れるものでは
ありません


