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1 ムキ

2 ムキ

3 ムキ

最も希少思いがけない富に恵ま
れます慢性喘息を治します過去の
カルマ洗うモクシャ、富、健康と
成功のために

シブとシャクティ それはすべての関係
で調和と平和を維持するのに役立ちま
す 配偶者、友人またはビジネスパート
ナーとの関係月の影響下にあります配
偶者との幸せな結合と家庭の幸せを確
保するそれは子孫にとっての祝福です

シヴァ、ヴィシュヌ、ブラフマー 過去
の罪とカルマから着用者を免除します
生と死の無限のサイクルから解放され
ます火や武器から守れます敵を打ち負
かすストレスや自信の欠如を治すそれ
は女性の月経の問題に非常に有益です
血圧の問題に苦しんでいる人は肯定的
な結果を得る

4 ムキ

5 ムキ

6 ムキ

ブラフマー 4 つの方向すべてで
成功を収めます悪い夢の問題を治
す生徒や教師、そして記憶力と集
中力を向上させたいすべての人に
とって有益です甲状腺と心臓の問
題に適しています

シヴァ 最も一般的なビーズ知識の神ジ
ュピターに支配された自然界に見られ
る 5 つの要素を制御します記憶力、集
中力、集中力を研ぎ澄ますのに役立ち
ます学生に適しています

カルティケヤ六感の達人成功、健康、
幸福 若さ、外見、大胆不敵、体力のた
めに マネージャー、リーダー、政治家
のために エネルギーレベルを改善しま
す 知っている敵とか知らない敵から守
る

7 ムキ

8 ムキ

9 ムキ

ラクシュミ 富と繁栄のために縁
起の良い最も幸運な数は 7 です財
政的制約に苦しむ人々にとって貯
金箱に 2 個保管してくださいビジ
ネスマンや作家に最適支配する惑
星 金星

ガネーシャ すべての障害物を取り除
きますそして、すべての努力で成功を
収めますラーフの悪影響を取り除きま
す

ドゥルガー 力と強さを持っているそれ
は邪魔になっているすべての障害を取
り除くことができますすべての保護鎧
として女性に最適脳とシステムを強化
するのに適しています人生のすべての
分野で非常に幸運です支配する惑星 ケ
ートゥ
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10 ムキ クリシュナ
世界のすべての生き物の保護者。縁起の良い 10 方向すべてからのあらゆる種類の
危害から救いますすべての惑星に関連付けられていますすべての人のために 障害
物が取り除かれると、人生は楽になり、完璧になります土地紛争や訴訟からの救
済を提供します債務と損失から節約します耳に関連する障害からの回復に役立ち
ます.

11 ムキ ハヌマーン
保護、長寿、勝利幸せをもたらします恐怖を取り除き、ヨガの練習に役立ちます
リーダーシップの質と幸運は着用者にもたらされます縁起の良いビーズ 11 ムキ
は、血圧と心臓の問題を治療します。 競争試験に出場する学生にとって有益です
それは彼らを借金と損失から保護することによってビジネスマンに大きな利益を
もたらし

12 ムキ
12 ムキを着用者は精神的または肉体的な痛みに悩まされることはありません 太
陽と輝きのように支配する内なる強さを与えます 広大な問題（方向性の問題）や
黒魔術を無力化するのに役立ちます瞑想のためのアパート 12 ムキはすべての罪を
取り除きます 腸の病気、胃、糖尿病、消化器系の問題も治療されます 名声を追
求する方へ！

13 ムキ

カーマデーヴァ（キューピッド）と インドラ卿人生の贅沢を成し遂げ、楽し
みたい人はそれを身に着けるべきだと信じられています インドラ卿からの祝福に
より、着用者はすべてのデーヴァから祝福を受けます 着用者はあらゆる工夫によ
って祝福されるだけでなく、人生に富、快適さ、贅沢を提供する女神、マハラク
シュミの祝福も受けます

14 ムキ

デヴァマニリーダー、マネージャー、政治家のために...勇気、強さ、勇気と忍
耐のために。 私たちは贅沢を提供します。 あらゆる種類の病気を治します。 シ
ャニの影響から保護します。 マンガリアドーシャをお持ちの方にはとても便利で
す。 関節炎の患者に有益です。 幽霊に対する超大国。 あなたが正しい決断をす
るのを手伝ってください！

MOST PRECIOUS
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GAURI SHANKAR ガウリシャンカー
ガウリシャンカーは、家族の平和と快適さのために最高と考えられています。 人が自
分の礼拝所でガウリシャンカーを崇拝すると、痛み、苦しみ、その他の地上の障害が
破壊され、家族の平和と喜びが多様化します！

For FAMILY
GAURI GANESH OR GARBH GAURI ガウリガネーシャまたはガルブガウリ
2 つの自然に組み合わされたルドラクシャ、一方は他方よりも小さく、ガウリガネー
シャまたはガルブガウリルドラクシャとして知られています それは、マタパールヴァ
ティーの子宮の中の z ます。それはガネーシュと彼の母親パールヴァティーの愛と絆
を表すと考えられています。 したがって、次の点で特に有益です。
1）妊娠に問題のある子供がいないカップル 2）親子の関係と調和を改善する 3）ヴェ
ーダによれば、妊娠中に問題に直面する女性にとって有益であるとのことです。4）
それは着用者の意志力を高め、ガネーシャの祝福によって彼らに知恵を与えます 5）
ガネーシャ卿（別名ヴィグナハルタ）を表す小さなルドラクシャ部分は育児を意味す
るので、ガルブガウリルドラクシャは子供たちの保護にも役立ちます！

To protect during PREGNENCY
GANESH RUDRAKSHA ガネーシャルドラクシャ
ガネーシャルドラクシャは非常に縁起が良く、着用者に知識と思考力をもたらしま
す。 それは繁栄のためのビーズです。 常に良い利益とビジネスのより良い理解のた
めに崇拝されました。 知識が必要な学生は、このヴィグネスワラのルドラクシャを身
につけることができます.

For PROFIT

NO MUKHI RUDRAKSHA ゼロムキルドラクシャ
このビーズは外面に面が形成されていないため、ゼロムキルドラクシャとして知られ
ています。 ナンバー0 は「無」の象徴とも考えられています。この無は人生の新しい
段階の始まりを示す解放として機能します。新しいベンチャーを始める人々に役立ち
ます。瞑想の目的で、あるレベルを達成しようとするときに役立ちます。 考えないで
ください。考えすぎている（不必要に考えている）人に便利です。
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Siddha mala
1 から 14 までのムキスで作られたルドラクシャマラで、ガウリシャンカーとガネーシャが含まれま
す このマラは、仕事、家族、法律、不安などに関連する日常生活の障害をカバーすると考えられて
います。 この組み合わせにより、シヴァプラーナで言及されている非常に強力なマラになります。
パドマ・プラーナは、「すべてのムキを身に着けていると、あなたは私のようになります」と言いま
す。 それは視覚化（14 ムキ）を増加させ、したがってすべてのありふれた活動をカバーします。 そ
れはすべてのマラの中で最も癒しです
Shivaya Bless には、このマラを着用することで恩恵を受けた多くのクライアントがいます。 これは抗
うつ薬の停止につながり、怒りの問題を減らし、自己を落ち着かせます！

Siddha bracelet シッダブレスレット
2 つのムキから 14 のムキまで、それぞれ 1 つのビーズ、ガウリシャンカ
ーとガネーシャルドラクシャ 成功した達成者とトップに到達したい野心
的な人々のために。 これには、ほとんどの惑星を表すルドラクシャビー
ズがあります。 すべてのチャクラのバランスをとるために、着用者は彼
らが望むすべてを手に入れることができます。 これは、体に装着する
か、体の近くに運ぶように設計された最も強力な癒しのブレスレットの
1 つです。
豊かな富、新たなエネルギー、健康、そして欲望の充足を提供します！
追加情報：
ナチュラル、ライトブラウンカラー。 小型コンパクトサイズのビーズ。
人工着色はありません。 すべての手首のサイズに合わせて調整可能なデ
ザイン
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Victory bracelet ビクトリーブレスレット
2 つのムキから 16 のムキまで、ガウリシャンカルとガネーシュル
ドラクシャの各 1 つのビーズ。 勝利はこのブレスレットの着用者
の目的です。 成功した達成者とトップに到達したい野心的な人々
のために。 これには、ほとんどの惑星を表すルドラクシャビーズ
があります。 すべてのチャクラのバランスをとるために、着用者
は彼らが望むすべてを手に入れることができます。 これは、体に
装着するか、体の近くに運ぶように設計された最も強力な癒しのブ
レスレットの 1 つです。 6 番目の感覚は着用者にとってよりよく機
能します。
豊かな富、新たなエネルギー、健康、そして欲望の充足を提供しま
す！
15 ムキルドラクシャ
このルドラクシャビーズは、着用者が自分の考えを正しい方向に向
け、集中力を維持するのに役立ちます。 直感的な思考、より良い
未来の視力、視覚化力、瞑想を改善します。 すべての災難、悲
惨、心配から保護します。 焦点を合わせたままにします。このル
ドラクシャは、予感力と着用者の第 6 感覚を高め、それによって彼
は正確な決定を下し、人生の正しい方向に向かって前進することが
できます。 15 ムキルドラクシャは、14 ムキルドラクシャのすべて
の長所と力を備えているため、者は豊かな経済成長を遂げることが
できます。 8 つのチャクラのパワーを高めるのに役立ちます。 パ
シュパティナート卿。

16 ムキルドラクシャ
神のルドラクシャ Divine Rudraksha：16 ムキはジェイ（勝利）ルド
ラクシャとして認識され、着用者はすべてのレベルで勝利を収めま
す。 それは、着用者が新しい事業、既存の仕事や事業、そして人
生の他の段階で勝利を収めるのを助けると言われています。 非常
に珍しいルドラクシャです。 それは着用者とそれが保管されてい
る家を固定します。 それは家族全員があらゆる方向で勝利を収め
ることをサポートします

17 ムキルドラクシャ
ヒンズー教の神話によると、この世界の建築家であるヴィシュヴァ
カルマン卿このルドラクシャはまた、マー・カティアヤニの形で女
神ドゥルガーを表しています。
このルドラクシャは、株式、不動産、車両、宝飾品などの物理的資
産で予想外の富を獲得するのに非常に強力です。 それは着用者に
無限の材料の利点を与えると言われています
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18 ムキルドラクシャ
18 ムキルドラクシャは母なる地球を表しています。 このルドラクシャ
の着用者は常に幸せで健康なままです。 非常に珍しいルドラクシャで
す。 このルドラクシャは、母なる地球に関連するあらゆる種類の貿易
やその他の形態の仕事に携わるすべての人々にとって非常に有益で
す。 たとえば、石、鉄鉱石、宝石、不動産業者、建築業者、建築家、
請負業者、ダイヤモンド商人、農民、農民などのディーラー。 古代ヴ
ェーダのテキストによると、それは妊娠中の母親にとっても非常に有
益です。

19 ムキルドラクシャ
それはヴィシュヌ卿と太陽の二重のエネルギーを提供します。 途方も
ない幸運を引き付けます。 19 ムキは完全な物質的充足のためです！鋭
いビジネス洞察力を与え、すべてのタスクの迅速かつ簡単な完了を容
易にします。 大企業や法律事務所を管理する多様な活動にふける人々
に最適です。
19 ムキルドラクシャは、視力と内臓の改善と強化に非常に効果的で
す。 ストレス管理や心臓に良いです

20 ムキルドラクシャ
珍しいルドラクシャは、ブラフマー（純粋な神）を表しています。
神の力に満ちています。 すべての惑星の力は内にあります。
創造性のためのアパート-芸術/音楽などの知識。
膨大な量の知性が祝福されています。

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Face
KUBER
着用者は莫大な富に恵まれています。
富と幸運は、ルドラクシャが着用者と一緒になるまで継続的に流れま
す。 人生のすべての贅沢は最もよく所有されています。 着用者は、悪
い目、魔法、悪の影響から保護されています。 莫大な富は、着用者の
あらゆるニーズを満たすために祝福されています。 あらゆる種類の病
気が排除されます。
（貧しい人でも着てもリッチになります！）
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30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Face
人類を癒すために——不均衡な、病気の、損傷した、または活力のな
い生物から健康を回復するプロセス。 ヒーリングには、エネルギーの
伝達、「ユニバーサル」またはディバインエネルギーとのヒーラーリ
ンクが含まれ、心、体、精神のヒーリングを導きます。

Shivaya Bless - ルドラクシャの利点
ルドラクシャは、「Rudra」と「Akash」という 2 つの単語の組み合わせによって形成されます。
Rudra はシヴァ神の別名です。 Akash は「涙」を意味します。 ヴェーダによると、ルドラクシャはシ
ヴァ神の涙のしずくに由来すると言われています。
ルドラクシャには、さまざまなムキまたは表面の裂け目や溝があります。 Shastras は、占星術の利点
に役立つものとして 1〜14 のムキルドラクシャについて話します。 各ビーズは、それが持っている
ムキの数に応じて、着用者に異なる影響を及ぼします。
ルドラクシャは、悪意のある惑星の影響を大幅に無効にすることができます。 Shastras は、慎重に選
択する必要のある navratnas とは異なり、ムキのルドラクシャは着用者に害を及ぼすことは決してな
いと言います。 ルドラクシャほど縁起の良い強力なネックレスやビーズは他にありません
利点：1.罪人であるか、邪悪な行為にふける人は、ルドラクシャを身に着けていると罪から解放されます。
2.それを身に着けている人は野心的になり、彼のすべての計画とプロジェクトは達成されます
3. すべての神々と女神はその人に甘やかされ、彼のすべての欲望を満たします

それぞれのルドラクシャは非常に個性的であり、それが有益であるためには自分の星占いと一致しな
ければなりません。 タントラ、ヤントラ、マントラはルドラクシャにとって非常に重要な場所です
ルドラクシャは途方もないエネルギーと力を持っています。 その生物医学的特性で最もよく知られ
ており、ストレス、高血圧、血圧の制御に役立ちます。 108 個のビーズまたは 54 個のビーズのルド
ラクシャチェーンは、着用または崇拝されている場合、あらゆる種類の利点を提供します。 簡単に
言えば、それは人類への祝福です。
自分の体にルドラクシャを身に着けている人は罪の影響を受けないと信じられています。 礼拝をし
たり、聖歌を唱えたりせずに、ルドラクシャを身に着けているだけでも、罪深い行いや考えを遠ざけ
るのに十分です。
さまざまムキのルドラクシャは、対応する惑星を喜ばせます。 ですから、支配する惑星が悪意のあ
る影響を引き起こしているムキの数だけに入るだけで十分かもしれません
How Rudraksha Healing Works
Elaeocarpus Ganitrus Roxb として植物学的に知られているルドラクシャビーズは、ルドラクシャの木
からの果実の種子です。 ビーズを特徴づけるために使用されるビーズの表面に隙間があります。 た
とえば、5 面のルドラクシャビーズには 5 つの隙間があります。
ルドラクシャビーズは、1〜38 ムキで利用できます。 1 ムキと 11 から 38 ムキのビーズは珍しいで、
20 を超えるビーズは非常に珍しいです。 5 ムキビーズは一般的に入手可能であり、その有効性と経
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済的コストのために最も人気があります。 ヨギはマラス（花輪のサンスクリット語）と呼ばれるネ
ックレスを身に着けています。これは通常、108 個の 5 ムキのルドラクシャビーズと大きなメルビー
ズで構成されています。 房状のメルビーズは超越状態を象徴し、サイクルの始まりと終わりを示し
ています。 ヴェーダの文献によると、ブラフマンド（宇宙）は 108 の要素で構成されているため、
マラは 108 のルドラクシャビーズで構成されています
ルドラクシャビーズの有益な力はアジアで長い間知られており、伝統的および現代的な文献で十分に
文書化されています。 インドの一般大衆の間でルドラクシャマラの人気が高まっているため、ルド
ラクシャの治癒がどのように機能するかを決定するために、近年、科学的研究が行われています。
最も有名な研究論文の 1 つは、インドのバナラスにある有名なインド工科大学のスハスロイ博士によ
って出版されました。
ロイ博士の研究は、ルドラクシャビーズの治癒力がそれらの電磁特性から流れることを確認しまし
た。 ルドラクシャビーズを心臓に配置すると、心拍を安定させる働きをします。 磁石のように、ビ
ーズは動的極性の原理に基づいて機能します。 血液循環と心拍は、特に心臓領域で、体の周りに自
動的に磁場を誘導します。 この誘導磁場の極性と強度に応じて、Rudraxia ビーズは反対の極性と強度
の微妙な電気的および誘導的インパルスを送信します。 したがって、心臓が通常の速度を上回った
り下回ったりし始めると、心臓に比例したバランス力が適用されて心臓が調整されます。 このアク
ションは、体内の理想的な血液循環を確保するのに役立ちます。
合理化された血流は、この回路に強力な若返り効果をもたらし、ニューロンと神経伝達物質に対する
過剰なエネルギーの有害な影響によって引き起こされるストレス関連の障害を防ぐのに役立ちます。
本質的に、ルドラクシャビーズは、よく知られているリラクゼーション反応、瞑想、ヨガ、太極拳、
バイオフィードバック、およびその他の無数の代替医療方法論の究極の目標をもたらすのに役立ちま
す。
インドでは何千年もの間、ヨギはルドラクシャビーズを身に着けて、心と体の瞑想とコントロールに
不可欠な深い静けさと集中力を体験してきました。 ルドラクシャの前向きな影響力の下で、古代イ
ンドでは、精神的な知識の弟子たちによって、膨大な量のヴェーダ文学が研究され、記憶されまし
た。 中国では、ルドラクシャは、体内の気の生命エネルギーの流れを強化し、陰と陽のバランスを
とるために使用されます。 日本の禅宗は、ルドラクシャビーズを使ってより深い瞑想状態を引き起
こしています。
近年、インドの一般の人々は、ストレスの影響（高血圧、うつ病、高血圧）と戦うためにルドラクシ
ャビーズを着用するようになりました。 精神安定剤、抗うつ剤、ベータ遮断薬の有害な副作用と中
毒性がなければ、男性と女性は、ルドラクシャビーズを胸部に直接接触させてから数時間以内に、エ
ネルギーレベルの上昇、スタミナ、そして安心感を体験します。 長期的には、ルドラクシャビーズ
はストレスの影響を逆転させ、うつ病を緩和し、不安やその他の気分障害を取り除き、集中力を高
め、リラクゼーションを高め、老化防止特性を示します。
ルドラクシャの顕微鏡スキャン画像
-シンガポールの ShivayaBless のオリジナリティとナチュラルカラーを紹介する
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シンガポールの ShivayaBless からのルドラクシャの工芸品のいくつか

ルドラクシャは、1 つとして扱うと、信頼できる友達になることができます。 それを試してみてくだ
さい！
男性も女性も一日中、どんなシーンでも着ていただけます!!
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Rudraksha massage ball
Designed by Aru for Shivaya Bless, Singapore 利点：








血液循環
鍼
コンピュータのキーボードでの長時間労働に適しています
高齢者に最適
健康な神経を助けます
ポジティブなエネルギーを生成し、ネガティブを排除します
5 ムキルドラクシャで作りました私たちの体の 5 つの要素をバラン
スする

Lantern
DESIGN: FLOWER OF LIFE






家庭/オフィスから負のエネルギーを取り除くために
環境にプラスの振動を発生させます
5 ムキルドラクシャで作リました
中国文化の明るい未来を象徴する
幸福と富の象徴

Trijuti
それは着用者の創造性を高め、着用者に素晴らしい結果と力を達成する力
を与えます。 着用者を障害物や暗い力に対して強く無敵にします。 パワー
とポジションを持っている人は、常にトップを維持するためにこれを着用
する必要があります。 惑星金星と太陽神経叢チャクラを支配し、人生のあ
らゆる側面で成功と欲望の実現を引き付けます
ビジネスマン、プロジェクトリーダー、政治リーダー、コミュニティリー
ダー、スピリチュアル志願者に推奨
これは tribhagi rudraksha とも呼ばれます-3 つのルドラクシャの自然な形
成。 この強力なルドラクシャは、マントラオウムに含まれるブラフマー、
ヴィシュヌ、マヘシュ（ガウリパス）の三位一体を表しています。 このル
ドラクシャは宇宙全体を表しています。 このユニークなルドラクシャは、
数年に一度成長します。 特にプージャルーム/祭壇テーブルに適してい
Savar
このルドラクシャを身につけることで、健康、富、繁栄も増します。 それ
は着用者にすべての精神的、肉体的、そして精神的な利益を提供します。
また、着用者の経済的安定性を高めます
その効果は奇跡的だと言われています。 それはまた瞑想に役立ち、精神的
な高揚のための優れたビーズです。 誰かが精神障害を持っている場合、そ
れは彼らに精神的な平和を与えます
ShivayaBless は、純粋な 1 ムキの Savar Rudraksha を運びます。
シンボル：シヴァ神とラクシュミ女神
マントラ：「オムナマシヴァヤ」
Mantra: “Om Namah Shivayaa “
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