
 
 

OMAMORI UPDATE 

A revised OMAMORI ORDER FORM is enclosed in this mailing. Please note that there are five new items available for this 
coming New Year of the Rabbit: 
 

Item No. 17 EMA, Year of the Rabbit  $10 

Item No. 59 OMAMORI, Pregnancy & Safe Birth $10 
   Note:  This is in addition to the existing Safe Birth Omamori. 

Item No. 60 OMAMORI, Children    $10 
Note:  This is in addition to the existing white round “pillow” shape omamori. 

Item No. 66 OMAMORI, Luck with Money  $10 

Item No. 67 OMAMORI, Daikokuten (Wallet Size)  $ 5 
 
Orders which include an “Hamaya” Arrow must be picked up at the temple.  Arrows will not be mailed.   Ordered items 

that are not prepaid and not picked up by February 5, 2023 will be returned to inventory stock.  We encourage you to save 

the time for waiting in long lines on New Year’s Day and send in your omamor 

.,mi order to the temple by December 27. Your completed order may be picked up at the temple during Hatsumode.  

Orders may also be picked up at the temple after public services or you may call the temple and arrange for an 

appointment for pick-up during office hours of 10am to 4pm during the week except on Thursdays when the temple is 

closed.  Prepaid orders requesting delivery will be mailed to you as they are received and processed.  

 

新しいお守りのご紹介 

このお手紙とともに、「改訂版おまもり申込書」が同封されています。 ５種類の新商品は新年（癸卯年） 

から販売いたします。 

 

商品番号 17番  絵馬(卯年)    10ドル 

商品番号 59番  子宝・安産お守り   10ドル 

備考：従来の安産お守りに加え、こちらのお守りもご用意しました。 

商品番号 60番  子供守り    10ドル 

備考：既存の白い丸い「枕」型に加えて、この御守りもご用意しました。 

商品番号 66番  金運お守り    10ドル 

商品番号 67番  大黒天お守り（お財布サイズ）  5ドル 

 
「破魔矢」のご注文が含まれる場合は、必ずお寺でお受け取りください。「破魔矢」の郵送は致しておりません。 

2023年 2月 5日までにお受け取り頂けない場合は、ご注文はキャンセルとさせていただきます。 

お客様がお守り購入の長い列に並ぶ時間節約のため、12 月 27 日までに「おまもり申込書」をお寺に送って頂きま

すと、初詣の期間中にお寺で受け取ることができます。また、初詣期間後のお引き取りは、事前にお寺に電話され、

平日の午前 10時から午後 4時までの間に受け取りにいらっしゃいますようお願いいたします。  （但し、木曜日は 

お休みです。） 

プリペイド注文をされた配送希望のお守りは、受付処理後に順次発送されます。 

※ 裏面に新しいお守りのが掲示されています。カラーはウェブサイトでご確認ください。  
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New Items 2023 
Refer to our website for color version of this page. 
www.koyasanbetsuin.org 

#17  EMA 絵馬 ＄10 

Year of the Rabbit 

5.51” x 3.54"（14cm x 9cm） 

#59   ＄10 

Pregnancy &  

           Safe Birth 

子宝・安産お守り 

 2.96” x 1.77" 

（7cm x 4.5cm） 

#60   ＄10  

Children 

子どもお守り 

 2.96” x 1.18" 

（7cm x 3cm） 

#66  ＄10 

Luck with Money 

金運お守り 

 2.96” x 1.77" 

（7cm x 4.5cm） 

#67 ＄5 

Daikokuten 

(Wallet Size) 

大黒天 

（財布サイズ） 

 1.58” x 1.18" 

（4cm x 3cm） 
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