
瑞鳳型 （新上色）11具足

天祥型 （黒光色）11具足

新供養菊（赤鍋長色）11具足

丸型蓮水（タメ色）11具足

■商品番号 3.5寸 ［54029］ 
　4.0寸［54030］ 4.5寸［54031］ 
■材質：真鍮
■花立3.5寸～4.5寸

■商品番号 3.5寸 ［54014］ 
　4.0寸［54015］ 4.5寸［54016］ 
■材質：真鍮
■花立3.5寸～4.5寸

■商品番号 3.5寸 ［56615］ 
　4.0寸［56616］ 4.5寸［56617］ 
■材質：真鍮
■花立3.5寸～4.5寸

■商品番号 3.5寸 ［54021］ 
　4.0寸［54022］ 4.5寸［54023］ 
■材質：真鍮
■花立3.5寸～4.5寸

価格（3.5寸）  ¥81,000＋税

価格（3.5寸）  ¥114,000＋税

価格（3.5寸）  ¥129,000＋税

価格（3.5寸）  ¥111,000＋税

価格（3.5寸）  ¥96,000＋税

価格（4.0寸）  ¥96,000＋税

価格 （4.0寸）  ¥126,000＋税

価格（4.0寸）  ¥138,000＋税

価格（4.0寸）  ¥126,000＋税

価格（4.0寸）  ¥111,000＋税

価格（3.0寸）  ¥90,000＋税

価格（4.5寸）  ¥111,000＋税

価格（4.5寸）  ¥138,000＋税

価格（4.5寸）  ¥156,000＋税

価格（4.5寸）  ¥120,000＋税

価格（3.5寸）  ¥96,000＋税

富士桜　10具足

■商品番号 3.5寸 ［56559］ 
　4.0寸［55732］ 
■材質：真鍮
■花立：3.5寸 / 4.0寸

福坪型（悟空彫）9具足

■商品番号3.0寸 ［56668］ 
　3.5寸［56669］ 
■材質：真鍮
■花立：3.0寸 / 3.5寸
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従来型具足

仏
具
・
位
牌
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台付具足

無心（玄緋色）5具足

■商品番号［55055］
■材質：真鍮
■花立：2.8寸
■線香差：2.5寸

くろ ひ い ろ

価格   ¥117,000＋税

価格   ¥112,500＋税

価格   ¥96,000＋税 価格   ¥96,000＋税

価格   ¥112,500＋税

価格   ¥102,000＋税

価格（線香差）  ¥9,000＋税

価格（線香差）  ¥8,400＋税

価格（線香差）                 ¥19,200＋税 価格（線香差）                 ¥19,200＋税

価格（線香差）  ¥8,400＋税

価格（線香差）                 ¥22,200＋税

惺心 -せいしん- （醍醐色）5具足

■商品番号［56866］
■材質：真鍮
■花立：2.5寸
■線香差：1.5寸

惺心 -せいしん- （ココア色）5具足

■商品番号［56867］
■材質：真鍮
■花立：2.5寸
■線香差：1.5寸

光明（陽明）5具足

■商品番号［56453］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸
■線香差：2.2寸

光明（本消金）5具足

■商品番号［56896］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸
■線香差：2.2寸

光明（墨艶色）5具足

■商品番号［56894］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸
■線香差：2.2寸

■線香差（別売） ■線香差（別売）

■線香差（別売）■線香差（別売）

■線香差（別売） ■線香差（別売）

だ い ご し ょく

ひ あ か り

す み つ や い ろ

仏
具
・
位
牌



詩杯型（黒うるみ）5具足

■商品番号［56478］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸
■線香差：2.0寸

詩杯型（春ごころ）5具足

■商品番号［55504］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸
■線香差：2.0寸

艶やかな箔押しがお仏壇を引き立ててくれます。

暖かみのあるピンクが春の陽だまりのような具足です。
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価格   ¥87,000＋税 価格   ¥63,000＋税

価格   ¥79,500＋税 価格   ¥102,000＋税

価格（線香差）                 ¥13,800＋税 価格（線香差）                     ¥9,000＋税

台付具足

光明（醍醐色）5具足

■商品番号［56789］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸
■線香差：2.2寸

恋歌 5具足

■商品番号［55720］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸
■線香差：2.0寸

悠久（玄緋色帯金）5具足

■商品番号［55802］
■材質：真鍮
■花立：3.5寸
■線香差：2.5寸

悠久（梅紫色帯金）5具足

■商品番号［55801］
■材質：真鍮
■花立：3.5寸
■線香差：2.5寸

だ い ご し ょく

くろ ひ い ろ お び き ん うめむらさきいろおびきん

■線香差（別売） ■線香差（別売）

■線香差（別売）■線香差（別売）

■線香差（別売）■線香差（別売）

価格（線香差）                 ¥18,600＋税 価格（線香差）                 ¥21,000＋税

価格   ¥81,000＋税 価格   ¥75,000＋税

価格（線香差）                     ¥9,000＋税 価格（線香差）                     ¥8,100＋税

仏
具
・
位
牌



もくれん 6具足

詩仙型 5具足

■商品番号［56674］
■材質：真鍮
■花立：3.5寸

■商品番号［55017］
■材質：真鍮
■花立：3.5寸
■線香差：2.8寸

価格   ¥78,000＋税

詩杯型（茄子色）5具足

丸型桜雲 -おううん- （墨色）5具足

りんどう 5具足

■商品番号［55049］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸
■線香差：2.0寸

■商品番号 3.0寸［56847］
3.5寸［56848］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸 / 3.5寸
■線香差：3.0寸

■商品番号［56840］
■材質：真鍮
■花立：3.5寸
■線香差：2.8寸

逢 -であふ- 5具足

■商品番号［55038］
■材質：真鍮
■花立：3.5寸
■線香差：2.5寸

洗練されたデザインにワインカラーが
高級感を醸し出します。

新しい塗装法を使用し、幻想的で美しい質感を表現しています。 お仏壇のジャンルを問わないシルエットが選ばれている理由です。
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台付具足

価格   ¥60,000＋税 価格   ¥84,000＋税

価格（線香差）                     ¥8,400＋税

価格（線香差）                    ¥9,900＋税

価格（線香差）                 ¥14,400＋税 価格（線香差）                 ¥12,000＋税

価格（3.5寸）                  ¥81,000＋税

価格（3.5寸）                  ¥75,000＋税 価格（3.5寸）                  ¥69,000＋税

価格（3.0寸）                  ¥78,000＋税

価格（線香差）                 ¥10,500＋税

■線香差（別売）

■線香差（別売）

■線香差（別売） ■線香差（別売）

■線香差（別売）

仏
具
・
位
牌



福坪型（悟空彫）6具足

■商品番号 3.0寸［55512］
3.5寸［56667］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸 / 3.5寸

■商品番号 ［56841］
■材質：真鍮
■花立3.5寸
■線香差：3.0寸

想々型（黒光色） 6具足

価格 　     ¥43,200＋税

価格   ¥34,200＋税

三日月（コハクボカシ）6具足

■商品番号［57149］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸 価格   ¥48,600＋税

想々型（セピア色） 6具足

■商品番号［56699］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸

■商品番号［55671］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸価格   ¥43,200＋税

※単品販売不可※単品販売不可
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台付具足

舞（マットグリーン）6具足

夢紫 5具足

■商品番号 ［57147］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸 

■線香差（別売）

価格（3.5寸）                  ¥66,000＋税 価格（線香差）                     ¥9,600＋税

価格（3.0寸）                  ¥61,500＋税 価格                             ¥63,000＋税

仏
具
・
位
牌



夕顔 5具足

ロワール（ライト色）6具足

ロワール（ダーク色）6具足

藍釉華 -あいゆうか- 8具足

■商品番号［56862］
■材質：チーク
■花立：3.0寸

■商品番号［56863］
■材質：チーク
■花立：3.0寸

■商品番号［56479］
■材質：陶器
■花立：3.8寸

価格   ¥64,500＋税

価格   ¥64,500＋税

価格   ¥75,000＋税

ロワール（紫丹色）6具足

■商品番号［56861］
■材質：チーク
■花立：3.0寸 価格   ¥64,500＋税

（アイノセイザ・藍釉華・ユキノセイザ）

※工房具足は一点一点手作りの陶器仏
具の為焼き上がりに個体差があります。

■商品番号 小［55020］  大［55019］
■材質：大谷焼陶器
■花立：小3.6寸 大4.1寸
■線香差：3.0寸

価格 （大）                ¥48,000＋税

価格 （小）                ¥39,000＋税

工
房
具
足
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台付具足

価格（線香差）               ¥7,800＋税

■線香差（別売）

仏
具
・
位
牌



上置具足 光輪型（草原）5具足

■商品番号［55757］
■材質：真鍮
■花立：2.5寸
■線香差：2.0寸

価格   ¥102,000＋税 価格   ¥93,000＋税

工房具足 アイノセイザ 5具足 

■商品番号［56470］
■材質：陶器
■花立：3.3寸
■線香差：3.0寸

陶器にキラキラ輝く華が咲きました。 ■商品番号［56495］
■材質：陶器
■花立：3.3寸
■線香差：3.0寸

自然が生み出す唯一無二の結晶。
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台付具足・上置具足

上置具足 光明（墨艶色）5具足

工房具足 ユキノセイザ 5具足

■商品番号 ［56893］
■材質：真鍮
■花立：2.5寸
■線香差：2.2寸

ゆい花（市松ブラック）5具足

■商品番号［57158］
■材質：陶器
■花立：3.0寸 価格   ¥21,000＋税価格   ¥30,000＋税

ゆい花（市松ゴールド）5具足

■商品番号 ［57159］
■材質：陶器
■花立：3.0寸 

■線香差（別売）

■線香差（別売） ■線香差（別売）

■線香差（別売）

価格   ¥45,000＋税 価格   ¥45,000＋税

価格（線香差）                     ¥9,300＋税 価格（線香差）                     ¥9,300＋税

す み つ や い ろ

価格（線香差）                 ¥10,200＋税 価格（線香差）                 ¥19,200＋税

仏
具
・
位
牌



そろり（ピンクゴールド）5具足

上置用 夏芽型（赤染色） 6具足 上置用 詩仙型上置 5具足

■商品番号［56903］
■材質：真鍮
■花立：2.8寸
■線香差：2.0寸

そろり（オリーブゴールド）5具足

■商品番号［56904］
■材質：真鍮
■花立：2.8寸
■線香差：2.0寸

■商品番号［55760］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸 価格   ¥66,000＋税

■商品番号［55040］
■材質：真鍮
■花立2.1寸
■マッチ消し：2.3寸

価格   ¥63,000＋税

上置具足 桜がすみ 5具足

■商品番号［57145］
■材質：真鍮
■花立：2.5寸
■線香差：2.0寸

上置具足 光明（本消金）5具足

■商品番号［56895］
■材質：真鍮
■花立：2.5寸
■線香差：2.2寸

価格   ¥93,000＋税 価格   ¥79,500＋税
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上置具足

■マッチ消し（別売）

■線香差（別売）

■線香差（別売） ■線香差（別売）

■線香差（別売）

価格（線香差）                 ¥19,200＋税 価格（線香差）                 ¥10,800＋税

価格（マッチ消し）             ¥12,900＋税

価格   ¥76,500＋税 価格   ¥76,500＋税

価格（線香差）                 ¥10,500＋税 価格（線香差）                 ¥10,500＋税

仏
具
・
位
牌



上置用 一文字 5具足

■商品番号［55051］
■材質：真鍮
■花立：3.0寸
■線香差：2.3寸

上置用アモーレ（ウォールナット）

■商品番号［56941］
■材質：ウォールナット
■花立：2.3寸 価格   ¥34,500＋税

上置用アモーレ（ホワイトアッシュ）

■商品番号［56940］
■材質：ホワイトアッシュ
■花立：2.3寸 価格   ¥34,500＋税

上置用 一輪草（備前吹）5具足

■商品番号［55060］
■材質：陶器
■花立：3.0寸
■線香差：1.8寸

価格   ¥63,000＋税 価格   ¥20,400＋税

価格   ¥20,400＋税
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上置具足

上置用 崇 -すう- 3具足

上置用 一輪草（白みかげ） 5具足

■商品番号［55059］
■材質：陶器
■花立3.0寸
■線香差：1.8寸

■商品番号［55503］
■材質：真鍮（ハードクリア）
■花立：3.0寸　東用 価格   ¥72,000＋税

■線香差（別売）

■線香差（別売）

■線香差（別売）

価格（線香差）                     ¥9,000＋税 価格（線香差）                     ¥1,950＋税

価格（線香差）                     ¥1,950＋税

仏
具
・
位
牌


