
～初めての仏事のご喪家へ～ ≪初仏セット≫ 

初仏セット Ｓ 

木魚一式   4.5寸 

リン一式     4.5寸 

燭台 磨      4寸 

机上香炉磨    4寸 

焼香箱(絵付)   6寸 

夏目花瓶      6寸 

仏膳PC（朱）   7寸 

三ツ穴仏器 

初仏セット Ｍ 

木魚一式    5寸 

リン一式      5寸 

燭台 磨      5寸 

机上香炉磨   4.5寸 

焼香箱(絵付)    6寸 

夏目花瓶       7寸 

仏膳PC（朱）    8寸 

三ツ穴仏器 

初仏セット Ｌ 

木魚一式   5.5寸 

リン一式     5.5寸 

燭台 磨      6寸 

机上香炉磨    5寸 

焼香箱(絵付)   7寸 

夏目花瓶      8寸 

仏膳PC（朱）   8寸 

三ツ穴仏器 

≪セット価格≫ 

    一般価格   会員価格 

初仏セット Ｓ ¥99,900  ¥80,000  
初仏セット Ｍ ¥118,152  ¥94,600  
初仏セット Ｌ ¥140,400  ¥112,400  

セットでのご購入は 
単品購入よりお買得です 

※ 全て税込価格です 

【 曹洞宗 】 



～初めての仏事のご喪家へ～ ≪初仏セット≫ 

初仏セット Ｓ 

リン一式        3寸 

燭台  磨 （１本） 4寸 

透かし香炉   2.2寸 

夏目花瓶（１本）  6寸 

焼香箱(絵付黒） 5寸 

仏器・モッソー 

初仏セット Ｍ 

リン一式      3.5寸 

燭台  磨 （１本） 5寸 

透かし香炉   2.5寸 

夏目花瓶（１本）  7寸 

焼香箱(絵付黒） 6寸 

仏器・モッソー 

初仏セット Ｌ 

リン一式       4寸 

燭台  磨 （１本） 6寸 

透かし香炉    3寸 

夏目花瓶（１本）  8寸 

焼香箱(絵付黒） 7寸 

仏器・モッソー 

≪セット価格≫ 

    一般価格   会員価格 

初仏セット Ｓ ¥43,200  ¥34,600  
初仏セット Ｍ ¥52,272  ¥41,900  
初仏セット Ｌ ¥62,100  ¥49,700  

セットでのご購入は 
単品購入よりお買得です 

※ 全て税込価格です 

【浄土真宗（真宗大谷派】 



～初めての神事のご喪家へ～ ≪初御霊セット≫ 

初御霊セット Ｓ 

神具セット       小 

三宝         6寸 

五色旗 （対）   小 

神鏡 檜      2寸 

榊（造花）    

かがり火     3寸 

≪セット価格≫ 

    一般価格   会員価格 

初御霊セット Ｓ ¥20,412  ¥16,400  
初御霊セット Ｍ ¥26,460  ¥21,200  
初御霊セット Ｌ ¥35,208  ¥28,200  

初御霊セット Ｌ 

神具セット       大 

三宝         8寸 

五色旗 （対）   大 

神鏡 檜      3寸 

榊（造花）    

かがり火      5寸 

初御霊セット Ｍ  

神具セット       中 

三宝         7寸 

五色旗 （対）   中 

神鏡 檜      2.5寸 

榊（造花）    

かがり火     4寸 

セットでのご購入は 
単品購入よりお買得です 

※ 全て税込価格です 

【神道】 



～離れて暮らす家族の方へ～ 

≪手元供養セット≫ 

≪手元供養セット≫ 

    一般価格   会員価格 

¥26,352  ¥21,100  

手元供養セット内容  

防炎マット 
（縦26㎝×横38㎝）    

三具足 
（火立2寸・花立2.5寸・香炉3寸） 

水入れ（高さ4.5cm）    

リン一式     2.5寸 

※写真は手札版です。
額は別売りとなります。 

宗派により内容が異なる場合もございますので 
 担当までご相談ください 

※ 全て税込価格です 



≪バブル灯≫ 

≪銀彩灯≫ 

【ブルー】 

  一般価格  会員価格 

5号 （27㎝） ¥15,600  ¥12,600  
 7号 （33㎝） ¥18,360  ¥14,700  
11号 （52㎝） ¥28,080  ¥22,500  

【クリア】 

  一般価格  会員価格 

5号 （27㎝） ¥15,600  ¥12,600  
 7号 （33㎝） ¥18,360  ¥14,700  
11号 （52㎝） ¥28,080  ¥22,500  

   一般価格   会員価格 

 1号 （39㎝） ¥23,760  ¥19,200  

2号 （55㎝） ¥33,480  ¥27,000  

高
さ 

※ 全て一対の料金です 

※ 全て税込価格です 



≪木魚一式≫ 

     幅   一般価格       会員価格 

4.5 寸（約13.5㎝）   ¥21,600  ¥17,300  
5 寸 （約15㎝）   ¥25,056  ¥20,100  

5.5 寸（約16.5㎝）   ¥29,160  ¥23,400  
 6 寸 （約18㎝）   ¥35,316  ¥28,300  

≪燭台（一対）≫ 

  一般価格      会員価格 

磨 

   6 寸 (18cm) ¥5,832  ¥4,700  
   7 寸 (21cm) ¥7,776  ¥6,300  
   8 寸 (24cm) ¥11,340  ¥9,200  
    9 寸 (27cm) ¥16,200  ¥13,000  
    1 尺 (30cm) ¥18,360  ¥14,700  
   1.1 尺 (33cm) ¥23,760  ¥19,200  

≪リン一式≫ 

     直径   一般価格       会員価格 

4.5 寸（約13.5㎝）   ¥16,740  ¥13,400  
5 寸 （約15㎝）   ¥20,412  ¥16,400  

5.5 寸（約16.5㎝）   ¥25,596  ¥20,500  
 6 寸 （約18㎝）   ¥31,428  ¥25,200  

幅 

直径 

上
皿
ま
で
の
高
さ 

幅 

≪仏 膳≫ 

  一般価格   会員価格 

 ＰＣ (朱) 7寸（約21cm） ¥10,260  ¥8,300  
◎ ＰＣ (朱) 8寸(約24㎝） ¥12,420  ¥10,000  

木製 (朱) 8寸（約24㎝） ¥32,400  ¥26,000  
ＰＣ (梨地) 8寸（約24㎝） ¥15,984  ¥12,800  

※ 全て税込価格です 



≪三つ穴 仏器（朱･黒）≫ 

   一般価格   会員価格 

¥11,340  ¥9,100  

  ≪机上香炉≫ 

     一般価格     会員価格 

磨 

3.5 寸（約10.5㎝） ¥3,888  ¥3,200  
 4 寸 （約12㎝） ¥4,752  ¥3,900  

4.5 寸（約13.5㎝） ¥7,992  ¥6,400  
5 寸 （約15㎝） ¥11,340  ¥9,100  

別上色 
（鳳凰） 

4 寸 （約12㎝） ¥9,288  ¥7,500  
4.5 寸（約13.5㎝） ¥13,824  ¥11,200  

5 寸 （約15㎝） ¥17,280  ¥13,900  
5.5 寸（約16.5㎝） ¥22,680  ¥18,500  

     ≪焼香箱≫ 

  一般価格      会員価格 

銅落 (朱) 6寸（約18㎝） ¥18,900  ¥15,200  

銅落 (朱) 7寸（約21㎝） ¥22,680  ¥18,200  
絵付 (朱) 6寸（約18㎝） ¥10,584  ¥8,500  
絵付 (朱) 7寸（約21㎝） ¥11,340  ¥9,100  
絵付 (黒) 7寸（約21㎝） ¥11,340  ¥9,100  

  ≪花瓶 （一対）≫ 

    一般価格   会員価格 

6寸（約18㎝） ¥23,760  ¥19,200  

7寸（約21㎝） ¥29,160  ¥23,500  

8寸（約24㎝） ¥36,720  ¥29,500  

9寸（約27㎝） ¥44,280  ¥35,500  
1尺（約30㎝） ¥54,000  ¥43,200  

竹 1尺（約30㎝） ¥39,960  ¥32,000  

一番広い幅 一番広い幅 

高
さ 

幅 

※ 全て税込価格です 



≪セト花瓶≫ 
セト花瓶は割れるおそれがあります。
取り扱いには十分にご注意ください。 

【深海 8号 （高さ約25cm）】 

一般価格 ¥28,080  
会員価格 ¥22,500  

【銀彩 ピンク 8号 （高さ約25cm）】 

一般価格 ¥29,160  
会員価格 ¥23,400  

【銀彩 白磁 8号 （高さ約25cm）】 

一般価格 ¥34,020  
会員価格 ¥27,300  

【黒伊賀 織部吹 （高さ約24cm）】 

一般価格 ¥8,640  
会員価格 ¥7,000  

高
さ 

※ 全て税込価格です 



≪位 牌≫ 

【勝 美】 

               高さ       一般価格      会員価格 

 4 号 (20.0cm) ¥29,160  ¥23,400  
4.5 号 (21.9cm) ¥30,780  ¥24,700  

5 号 (24.0cm) ¥33,480  ¥26,800  
5.5 号 (26.0cm) ¥41,040  ¥32,900  
 6 号 (28.3cm) ¥51,840  ¥41,500  

【紫檀 角切葵】 

     高さ       一般価格       会員価格 

 4 号 (19.2cm) ¥32,400  ¥26,000  
4.5 号 (21.5cm) ¥37,800  ¥30,300  

5 号 (23.5cm) ¥41,040  ¥32,900  
5.5 号 (25.5cm) ¥50,760  ¥40,700  
 6 号 (27.7cm) ¥58,320  ¥46,700  

位牌文字入 

 ※位牌の文字入れには 
10日位掛かります 

片面 ¥4,320  

両面 ¥6,480  

高
さ 

高
さ 

高
さ 

※ 全て税込価格です 

彫り・筆書き共に同料金となります 

【繰り出し】 

     高さ       一般価格       会員価格 

 3.5 号 (24.2cm) ¥32,400  ¥25,600  
4 号 (26.7cm) ¥36,720  ¥29,400  

4.5 号 (29.7cm) ¥42,120  ¥33,700  
5 号 (32.1cm) ¥51,840  ¥41,500  

 6 号 (37.3cm) ¥64,800  ¥51,900  

【上等猫丸】 

     高さ       一般価格       会員価格 

 4 号 (21.5cm) ¥66,420  ¥53,200  
4.5 号 (23.5cm) ¥74,520  ¥59,700  

5 号 (26.0cm) ¥79,920  ¥64,000  
5.5 号 (27.0cm) ¥90,720  ¥72,300  
 6 号 (30.0cm) ¥115,560  ¥92,500  

高
さ 



≪経 机 (朱 ・ 黒)≫ 

     一般価格       会員価格 

  20号 (幅60cm) ¥41,364  ¥33,100  

  23号 (幅70cm) ¥46,008  ¥36,900  

  25号 (幅75cm) ¥57,564  ¥46,100  

  30号 (幅90cm) ¥73,440  ¥58,800  

 ≪経 机 (紫檀・黒檀 )≫ 

     一般価格       会員価格 

  20号 (幅60cm) ¥66,960  ¥53,600  

  22号 (幅68cm) ¥99,900  ¥80,000  

  25号 (幅75cm) ¥116,640  ¥93,400  

≪高月 （一対）≫ 

    一般価格   会員価格 

ＰＣ (朱) 6寸（直径約18㎝） ¥4,860  ¥3,900  
ＰＣ (朱) 7寸（直径約21㎝） ¥7,776  ¥6,300  
ＰＣ (朱) 8寸（直径約24㎝） ¥13,500  ¥10,800  

※木製もご準備できます。 

≪置灯呂≫ 

          一般価格   会員価格 

6号 （高さ21㎝） ¥9,180  ¥7,500  

7号 （高さ25㎝） ¥11,340  ¥9,200  

外側の幅 

外側の幅 

高
さ 

※ 全て税込価格です 

直径 



≪導師座布団≫ 

【金襴 (青)】 

           一般価格        会員価格 

¥11,340  ¥9,100 

【金襴 (赤)】 

           一般価格        会員価格 

¥11,340  ¥9,100 

【イ草導師座布団】 

           一般価格        会員価格 

¥15,120  ¥12,100 

※ 全て税込価格です 



七色に輝くルミナスの光が 

皆様の心を癒やす灯となるでしょう 

 【ルミナス蓮華 （高さ35㎝）】 

（ピンク・クリア） 

一般価格 ¥15,120  

会員価格 ¥12,200  

 【ルミナス リリー (高さ54㎝)】 

一般価格 ¥29,160  

会員価格 ¥23,500  

高
さ 

高
さ 

≪ルミナス≫ 

※ 全て税込価格です 



【 美春(みはる) １号 (高さ33㎝) 】 

一般価格 ¥15,660  

会員価格 ¥12,600  

 ≪2016 最新灯籠 シリーズ≫ 
～ 仏壇のそばに置きたい お洒落な灯籠 ～  

 【京竹（きょうちく）タメ色 (高さ31㎝)】 

一般価格 ¥14,580  
会員価格 ¥11,700  

一個の料金です  

一個の料金です  

一個の料金です  

※ 全て税込価格です 

 【京竹（きょうちく）白木  (高さ31㎝)】 

一般価格 ¥14,580  
会員価格 ¥11,700  

時間とともに色が変化いたします。 

回転灯籠 

回転灯籠  

レインボーLED（無回転） 

～レインボーLEDとは～ 



≪回転灯篭≫ 

【双樹 （高さ93㎝）】 

一般価格 ¥22,680  
会員価格 ¥18,300  

【清風 （高さ88㎝）】 

一般価格 ¥16,740  
会員価格 ¥13,500  

 【山吹1号(花)紫檀 (高さ88㎝）】 

一般価格 ¥32,400  
会員価格 ¥26,000  

 【山吹1号(山水)黒 (高さ88㎝）】 

一般価格 ¥30,240  
会員価格 ¥24,500  

※ 全て税込価格です 



≪蓮華シリーズ≫ 

 【蓮華灯 （高さ52㎝）】 

  一般価格 ¥14,580  
  会員価格 ¥11,800  

 【蓮華№１（花） (高さ38㎝）】 

一般価格 ¥10,800  
会員価格 ¥8,700  

 【蓮華№１小（花） (高さ27㎝）】 

一般価格 ¥8,640  
会員価格 ¥7,000  

※ 全て税込価格です 



 ≪「張（はり）」 シリーズ≫ 

～ 祭壇にも仏壇にも さりげない雰囲気を演出する 小型灯籠です ～ 

   【張 （ゴールド）】 

    一般価格  会員価格 

3号（高さ48㎝） ¥12,420  ¥10,000  
4号（高さ55㎝） ¥14,040  ¥11,300  

  【張 （黒）】 

    一般価格  会員価格 

3号（高さ48㎝） ¥9,180  ¥7,400  
4号（高さ55㎝） ¥10,260  ¥8,300  

【張 （黒）】 
 

６号（高さ６９㎝） 

一般価格 ¥15,660  
    

会員価格 ¥12,600  
    
    

※ 全て税込価格です 



～～～浄水をお供えする仏具～～～ 

【朱桶】 
 

一般価格        会員価格 

¥24,840 ¥19,900 

≪浄水供養セット≫ 

※ 在庫不足の場合は、手作りの為納品に１～３ヶ
月位かかる場合がございますのでご了承ください。 

経年劣化による破損には対応できませんのでご了
承ください。 （１～３ヶ月位） 

≪ 水 桶 ≫ 

一般価格        会員価格 

¥15,120 ¥12,100 

サイズ 

水差し  : 高さ15.5cm 
水入れ : 高さ11.5cm 

※ 全て税込価格です 

一般価格        会員価格 

¥54,000 ¥48,600 

【匠（たくみ）】 ～樽冨かまた～ 

※ こちらの製品はご注文を戴いてからの 
作製となるため納品までに時間がかかる場合がございます 

（２～３ヶ月位） 

日本三大美林「秋田杉」を使用。 

樽職人の「匠の技」がここにある。 

修復可能 

修復不可 



～火を使わない 
   安全なローソク～ 

≪電池式ローソク≫ 

                       
【電池式ローソク】 

一対の料金です（２つ1組） 

   一般価格   会員価格 

小 (11cm) ¥3,672  ¥3,000  

中 (16cm) ¥6,264  ¥5,100  

大 (23cm) ¥8,208  ¥6,600  

≪シルクフラワー≫ 

（高さ52cm） 

       一般価格  会員価格 

1対 ¥21,600  ¥17,300  
1本 ¥10,800  ¥8,700  

≪ルミナラ≫ 

【電池式和ローソク （高さ23.5cm）】 

          一般価格 

本体のみ1本 （高さ14cm） ¥5,400  

台のみ1個 （高さ10cm） ¥1,080  

※この商品は特別提供品のため 
割引対象外となっております 

高
さ 

※ 全て税込価格です 



≪浄土真宗（真宗大谷派） 仏具≫ 

【三具足】  

     一般価格        会員価格 

７cm ¥756 ¥610  
８cm ¥864 ¥700  

～木蝋とは～ 

普段、仏壇にローソクの火を 

灯さない時に使用致します 

※ 全て税込価格です 

花瓶・鶴亀燭台・土香炉の三点セット 

※サイズは花瓶の高さになります 

※木蝋は別売りです 

一般価格 会員価格 

2.5寸 ¥29,376 ¥21,800 
3寸 ¥33,588 ¥26,900 

3.5寸 ¥39,204 ¥31,400 

【木蝋】  



≪浄土真宗（真宗大谷派） 仏具≫ 

【真宗用リン】  

【仏器・仏飯抜き】  

      一般価格        会員価格 

仏器（高さ７cm） ¥2,052 ¥1,700  
仏飯抜き ¥2,268 ¥1,900  

御本尊・お脇掛は住職にお願いし 
本山からお受け致しましょう 

 一般価格     会員価格 

3 寸 ¥14,580  ¥11,700  

3.5 寸 ¥19,386  ¥15,600  

4 寸 ¥22,842  ¥18,300  

※ 全て税込価格です 


