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仏王 -ぶつおう- 25号

■25号・本黒丹

仏王

牡丹と孔雀をモチーフとした重厚感のある欄間は、本黒丹の
無垢材を使用しています。

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号：紫丹［11522］　本黒丹［10295］
上下台輪正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（四方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   44cm 
B：上棚中央の奥行き   21.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11.5cm 

紫　丹   ¥4,208,000＋税

本黒丹   ¥4,590,000＋税

■25号　高：174.5cm 幅：85.5cm 奥：74.5cm

職人のつぶやき
仏王はすべてにおいて高度な技術を必要とします。中でも特に難しいところは下台の
棲板でしょうね。一枚一枚手作業のため、手間と緊張感が要求されます。それとこれ
だけ贅沢に唐木を使用した仏壇は現在ではあまりありません。そういった意味でも造
りがいがあり我々職人の腕の見せ所でもあります。

徳島県優秀技能者表彰受賞　金原　良次

腰を上下にあしらった豪華な飾り組子。上は鳥、下は四君子の
彫刻。

高度な技術を要する下台の棲板は銘木を贅沢に使用し、大き
な曲線を描く優雅なシルエットは他に類を見ません。

唐
木
仏
壇



015

仏王 -ぶつおう- 22 / 20号

■20号・本欅

■22号・本黒丹

■材種：紫丹・本黒丹・シャム柿・本欅
■商品番号 22号　紫丹［10394］　本黒丹［10395］　シャム柿［10584］　本欅［10837］
 20号　紫丹［10270］　本黒丹［10269］　シャム柿［10804］　本欅［10881］
上下台輪正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）　大戸軸正面表面材＝※各材種（四方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

シャム柿   ¥3,759,000＋税

本　欅   ¥3,444,000＋税

シャム柿   ¥3,270,000＋税

本　欅   ¥3,019,000＋税

■内陣サイズ：22号
A：上棚から天板までの高さ   42cm 
B：上棚中央の奥行き   21cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   41cm 
B：上棚中央の奥行き  19cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

仏王

仏王を彩る彫刻類
彫刻には、多くの動植物がモチーフとして使われています。欄間には牡丹と孔雀、
障子の腰に四君子（梅・竹・菖蒲・菊）、須弥芯に龍、余間には阿吽の獅子、雲に
鳳凰、破風には恙（つつが）、唐草や松の意匠も見られます。あまり馴染みのない
ものは恙でしょうか。恙と龍はそれぞれ昼と夜の守り神と言われている架空の生
物です。仏壇の中から、家の、家族の守り神として見守っています。

紫　丹   ¥3,444,000＋税

本黒丹   ¥3,759,000＋税

紫　丹   ¥3,019,000＋税

本黒丹   ¥3,270,000＋税

■22号
高：173cm　幅：76.5cm　奥：70cm

■20号
高：167cm　幅：70.5cm　奥：64.5cm

須弥壇には立体彫りの龍、余間には取り外し式の獅子が配置さ
れています。今では珍しい昔ながらの造形を採用しています。

本黒丹の無垢材に豪華な彫刻を施した化粧柱は力強く、荘厳
なイメージを醸し出しています。
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仏王 -ぶつおう- 18号

■18号・本黒丹

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号：紫丹［10690］　本黒丹［10691］
上下台輪正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（四方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

仏王

風格を醸し出す技の集大成
40年以上お仏壇製作に携わり、培った感性と技術力で造り上げた
伝統的唐木仏壇の粋を集めた傑作です。
独創的な存在感は「仏王」というネーミングにふさわしい
荘厳さを醸し出しています。

紫　丹   ¥2,804,000＋税

本黒丹   ¥3,052,000＋税

■18号　高：160cm 幅：64.5cm 奥：59.5cm
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仏王 -ぶつおう- 20×43 / 18×43

■18×43・紫丹

■18×43・本黒丹

仏王

材料、面の取り方、
デザインなどすべてにおいて、
職人の経験と技が込められた逸品です。

■材種：紫丹・本黒丹・シャム柿・本欅
■商品番号 20×43　紫丹［11512］　本黒丹［11513］
 18×43　紫丹［11488］　本黒丹［11301］
上下台輪正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（四方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ：20×43
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き  18.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■内陣サイズ：18×43
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き  17cm
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

■20×43
高：131.5cm 幅：70.5cm 奥：59.5cm
紫　丹   ¥2,768,000＋税

本黒丹   ¥3,022,000＋税

■18×43
高：131.5cm 幅：64.5cm 奥：54.5cm
紫　丹   ¥2,550,000＋税

本黒丹   ¥2,781,000＋税

本黒丹の無垢材に豪華彫刻を施した化粧柱が力強く、荘厳な
イメージを醸し出しています。

取外し式の無垢ランマには牡丹と孔雀がモチーフの彫刻が施
され、高級感を醸し出しています。

蓮の花がモチーフのガラスを入れた膳引きは傷がつきにくく、熱
や水などからお仏壇を保護する役割を果たします。
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匠王 -しょうおう-

■20号・本黒丹

匠王

真にハイグレード。
40年以上仏壇製作に携わる熟練職人、山添正と金原良次が、これまで仏壇製作で培ってきた
技術の粋を集めて造りあげた渾身の唐木仏壇です。職人技が要求される印象的な下台の形状や、
独創的な笠・台輪の面形状に加え、細部にまでこだわった緻密な彫刻装飾は、重厚な中にも繊
細で華麗なる表情をしています。厳選された良質な本黒丹のムク材を、引出しの裏側に至るまで
贅沢に使用した、真にハイグレードと呼ぶにふさわしい、豪華なお仏壇です。

上下台輪のコーナーにはモッコ面、各段にもキチョウ面を取り
重厚感を醸し出します。

戸軸には紐かまぼこ面、戸板には紐出ホテ面を採用し、美しさ
にひと手間かけています。

横雲は唐草と牡丹の彫刻を本黒丹のムク板に彫り込んでい
ます。

八葉を紐乗せで表現し、上下に腰を備えた重厚な障子。
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障子下部腰には四君子の彫刻を施しています。

障子上部腰に瑞鳥を配しています。

019

匠王

雲には「鳳凰」破風に「つつが」香灯にはからくさと牡丹の彫
刻が施されています。

前桝の上に三方桝、その上に船底格天という豪華な仕様と
なっています。

上台背面にプレミアムナンバーを入れています。

本黒丹のムク材を使用し、豪華彫刻にした力強い化粧柱。

蓮の花をサンドブラスト加工で表現したガラス入りの膳引き。

加工が難しい本黒丹のムク材を贅沢に使用した紐乗八葉の障
子。

須弥壇・余間には立体彫りの牡丹が入っています。余間の彫
刻は取外し式。

本黒丹のムク板を貼り付けたフローリングが柔らかなカーブを
描く下台は職人技が光ります。

側面や裏側まで本黒丹のムク板を使用した桐箱入りの引出。
大容量の台輪大引出付。

側面まで本黒丹のムク板で造られた線香引出。膳引前のから
くさ彫刻もワンポイント。

南天や牡丹を繊細な立体彫りで表現した取外し式のランマ。

■材種：本黒丹
■商品番号：20号［11665］　18号［11667］
上下台輪正面表面材＝本黒丹（三方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝本黒丹（四方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝本黒丹（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   41cm 
B：上棚中央の奥行き  18.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き  17cm
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

■20号
高：167cm 幅：72cm 奥：65cm

本黒丹   ¥4,020,000＋税

■18号
高：160cm 幅：66cm 奥：60cm

本黒丹   ¥3,685,000＋税

唐
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華界 -けかい-

■33号・紫丹

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号：紫丹［11194］　本黒丹［11195］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（四方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   45.5cm 
B：上棚中央の奥行き   21cm 
C：位牌棚脇の奥行き   14cm 

華界

職人のつぶやき
大戸６枚、障子６枚が大きく羽を広げる様に開く本三方開きをお求
めの方に、私の技をすべて注ぎ込みました。どの部分を見ていただい
ても恥ずかしくない造りになっています。

徳島県優秀技能者表彰受賞 山添　正
■33号　高：175.5cm 幅：161.5cm 奥：82cm

紫　丹   ¥12,037,000＋税

本黒丹   ¥13,414,000＋税

豪華な宮殿は取外し式になっています。 下台中央部には登高座が収納されています。障子
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円空 -えんくう-

■30号・本黒丹

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［10648］　本黒丹［10649］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はパーロッサになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   47cm 
B：上棚中央の奥行き   25.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   13cm 

円空

荘厳さと華やかさを演出
鏡面塗装で荘厳さと華やかさを兼ね備えた30号タイプです。
緻密な彫刻装飾は、重厚ななかにも繊細で華麗なる表情をしています。

■30号　高：177.5cm 幅：152cm 奥：83.5cm

紫丹系   ¥5,387,000＋税

本黒丹   ¥6,201,000＋税

宮殿廻り収納機能
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武尊 -ぶそん-

■30号・本黒丹

■25号・紫丹系

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号 30号：紫丹系［10422］ 本黒丹［10421］
 25号：紫丹系［10476］ 本黒丹［10477］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はパーロッサになります。

武尊

唐木の重厚感が際立つ逸品
シンプルなゆえにごまかしの利かない職人技が活かされた仏壇です。
職人による組子細工や欄間の彫り細工の美しさは木肌の素晴らしさ
をより引き立てます。

紐乗せ障子宮殿廻り

■30号
高：177.5cm 幅：101cm 奥：78cm
紫丹系   ¥4,855,000＋税

本黒丹   ¥5,518,000＋税

■25号
高：174.5cm 幅：85.5cm 奥：74.5cm
紫丹系   ¥3,280,000＋税

本黒丹   ¥3,759,000＋税

■内陣サイズ：30号
A：上棚から天板までの高さ   42cm 
B：上棚中央の奥行き   22cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

■内陣サイズ：25号
A：上棚から天板までの高さ   40.5cm 
B：上棚中央の奥行き   20cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 
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左京 -さきょう-

■30号・本黒丹

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号　30号：紫丹［32902］ 本黒丹［32903］
　　　　　　25号：紫丹［32666］ 本黒丹［32639］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本　※各材種=紫丹はチンチャンになります

左京

本宮殿仕様の本格派
唐木仏壇の様式美を追及したハイクラスモデル。
紐のせ彫障子が重厚さを感じさせる本宮殿仕様となっています。

■30号
高：175cm 幅：101.5cm 奥：78cm
紫　丹   ¥3,799,000＋税

本黒丹   ¥3,943,000＋税

■25号
高：172.5cm 幅：85.5cm 奥：74cm
紫　丹   ¥2,590,000＋税

本黒丹   ¥2,691,000＋税

■内陣サイズ：30号
A：上棚から天板までの高さ   48cm 
B：上棚中央の奥行き   26cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12.5cm 

■内陣サイズ：25号
A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き   22.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11.5cm 

唐
木
仏
壇



024

右京 -うきょう-

■25号・本黒丹

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号　30号：紫丹［32726］　本黒丹［32725］
　　　　　　25号：紫丹［32754］　本黒丹［32755］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンになります。

右京

気品あふれる伝統的唐木仏壇
唐木仏壇の様式美を追及したハイクラスモデル。
機能面も台輪大引出が便利な伝統的唐木仏壇様式の気品
あふれるお仏壇です。

■30号
高：175cm 幅：101.5cm 奥：78cm
紫　丹   ¥3,374,000＋税

本黒丹   ¥3,501,000＋税

■25号
高：172.5cm 幅：85.5cm 奥：74cm
紫　丹   ¥2,235,000＋税

本黒丹   ¥2,322,000＋税

■内陣サイズ：30号
A：上棚から天板までの高さ   48cm 
B：上棚中央の奥行き   26cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12.5cm 

■内陣サイズ：25号
A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き   22.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11.5cm 
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■30号
高：175cm 幅：98.5cm 奥：77cm

各材種   ¥1,722,000＋税

■25号
高：175cm 幅：83.5cm 奥：73.5cm

各材種   ¥1,330,000＋税

■内陣サイズ：30号
A：上棚から天板までの高さ   47cm 
B：上棚中央の奥行き   25.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   15.5cm 

■内陣サイズ：25号
A：上棚から天板までの高さ   46cm 
B：上棚中央の奥行き   24cm 
C：位牌棚脇の奥行き   13cm 

毘沙 -びさ-

■25号・紫丹系

障子

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号　30号：紫丹系［22022］　本黒丹［22023］
　　　　　　25号：紫丹系［20246］　本黒丹［20247］
上下台輪正面表面材＝※各材種（薄板貼り）　上下台輪芯材料＝天然木
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（薄板貼り）　 大 戸 軸芯材料＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）   戸板（扉）芯材料＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）　生産地＝日本
※各材種=紫丹系はパーロッサになります。

毘沙

随所に散りばめられた彫刻美
高欄や障子、宮殿周りなど、
上品な彫刻装飾をふんだんに取り入れた迫力を感じさせる
お仏壇です。

唐
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大原 -おおはら-

大原

■27号　高：172cm 幅：82cm 奥：70cm

紫丹系   ¥1,190,000＋税

シャム柿   ¥1,344,000＋税

本　欅   ¥1,243,000＋税

■26号　高：172cm 幅：78cm 奥：70cm

紫丹系   ¥1,170,000＋税

シャム柿   ¥1,327,000＋税

本　欅   ¥1,223,000＋税

■内陣サイズ 26号
A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き   22cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

■内陣サイズ 27号

A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き   22cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

お祀りスペースゆったりの大型仏壇
現代的デザインで
スッキリとまとめ上げた仕込壇です。
扉は組子タイプと戸板タイプの２種類です。

■材種：紫丹系・シャム柿・本欅
■商品番号 27号（戸板）：紫丹系［11326］ シャム柿［11412］ 本欅［11411］
　　　　　 27号（組子）：紫丹系［11454］  シャム柿［11456］ 本欅［11455］
　　　　　 26号（戸板）：紫丹系［11350］ シャム柿［11432］ 本欅［11431］
　　　　　 26号（組子）：紫丹系［11450］  シャム柿［11452］ 本欅［11451］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■紫丹系27号（組子タイプ）

■本欅27号（戸板タイプ）

シャム柿27号（組子タイプ） LEDダウンライト２灯付き

唐
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新倉 -しんくら-

■紫丹系27号（組子タイプ）

■紫丹系27号（戸板タイプ）

新倉

■材種：紫丹系
■商品番号 27号：戸板［11612］ 組子［11608］
 26号：戸板［11648］ 組子［11650］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝グラナディロ（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■27号
高：172.5cm 幅：82.5cm 奥：72.5cm

紫丹系   ¥1,290,000＋税

■26号
高：172.5cm 幅：78.5cm 奥：72.5cm
紫丹系   ¥1,270,000＋税

■内陣サイズ：26号
A：上棚から天板までの高さ   43cm 
B：上棚中央の奥行き   18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■内陣サイズ：27号

A：上棚から天板までの高さ   47cm 
B：上棚中央の奥行き   21cm 
C：位牌棚脇の奥行き   14cm 

一番大きなBOXYスタイル仏壇
半間仏間向けの仕込壇に、
全開しても扉が本体幅に収まるＢＯＸＹスタイルを採用しまし
た。扉は組子タイプと戸板タイプの２種類です。

天井 棚部分にはあじろを使用

唐
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日本を代表する国宝をモチーフに日本人の根底に流れる美
意識を具現化していくという画期的な趣向のシリーズです。

平等院 栄花 -えいか-

法隆寺 夢殿 -ゆめどの-

ラインナップ

■18×43
紫丹・本黒丹   P.033

■18×43
シャム柿   P.037

■18号
紫丹・本黒丹   P.032
■16号
紫丹・本黒丹   P.032

■18号
紫丹・本黒丹・シャム柿   P.036

■22号
紫丹・本黒丹   P.031
■20号
紫丹・本黒丹   P.031

■22号
シャム柿   P.035
■20号
紫丹・本黒丹・シャム柿   P.035

■25号
紫丹・本黒丹   P.030

■25号
紫丹・本黒丹・シャム柿   P.034

■30号
紫丹・本黒丹   P.030

■30号
紫丹・本黒丹・シャム柿   P.034
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俵屋宗達 風神雷神 -ふうじんらいじん- 

正倉院 校倉 -あぜくら- 尾形光琳 燕子花 -かきつばた-

中尊寺 光堂 -ひかりどう- 風神雷神上置 燕子花上置

■18×23
紫丹・本黒丹   P.045
  P.202

■18×23
紫丹・本黒丹   P.041
  P.201

■18×23
紫丹・本黒丹   P.201

■20号
紫丹・本黒丹   P.044

■18×43
紫丹・本黒丹   P.040

■18号
紫丹・本黒丹   P.039

■22号・20号
紫丹・本黒丹   P.038

■22号・20号
紫丹・本黒丹   P.042

■18号・16号
紫丹・本黒丹   P.043
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日本を代表する国宝をモチーフに日本人の根底に流れる美意
識を具現化していくという画期的な趣向のシリーズです。

030

平等院 栄花 -えいか- 30号 / 25号

■30号・本黒丹

■25号・紫丹

栄花

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号　30号：紫丹［11562］　本黒丹［11563］
　　　　　　25号：紫丹［11534］　本黒丹［11535］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）　戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■30号
高：178.5cm 幅：100.5cm 奥：79.5cm

紫　丹   ¥4,617,000＋税

本黒丹   ¥5,159,000＋税

■25号
高：175.5cm 幅：85.5cm 奥：76.5cm

紫　丹   ¥3,019,000＋税

本黒丹   ¥3,391,000＋税

■内陣サイズ：30号
A：上棚から天板までの高さ   46cm 
B：上棚中央の奥行き   25.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

■内陣サイズ：25号
A：上棚から天板までの高さ   44cm 
B：上棚中央の奥行き   24cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

宮殿廻り 30号・ランマ

平等院　鳳凰堂
世界遺産にも登録されている宇治の「平等院」は、
十円硬貨の表の絵柄としても有名な京都の文化財です。西方極楽浄土をこの世に
現したような「鳳凰堂」をモチーフに、「国宝」の名に見合う美しい唐木を豊富に
用いて、細部まで丹念に仕上げられています。ダイナミックで優雅な平等院のイメー
ジを損なうことなくお仏壇に再現した秀作となっています。

唐
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■22号・本黒丹

栄花

仏壇全体には平等院ゆかりの藤の花を配し、華やかな印象を演出しています。

余間

前雲

栄耀栄華を継ぐ枝垂れ藤
平等院のシンボルともいえる藤の花を随所に散りばめています。また
この仏壇のもっとも大きな特徴は、平等院の鳳凰堂を仏壇の内部に
表現したこと。美しい唐木と受け継がれた技術を用いた国宝の名に
見合う逸品となっています。

平等院 栄花 -えいか- 22号 / 20号
■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号　22号：紫丹［30386］　本黒丹［30387］
　　　　　　20号：紫丹［30356］　本黒丹［30357］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■22号
高：172cm 幅：76cm 奥：71.5cm
紫　丹   ¥1,917,000＋税

本黒丹   ¥2,168,000＋税

■20号
高：171.5cm 幅：69.5cm 奥：69.5cm
紫　丹   ¥1,652,000＋税

本黒丹   ¥1,880,000＋税

■内陣サイズ：22号
A：上棚から天板までの高さ   43cm 
B：上棚中央の奥行き   22cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10.5cm 

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   40cm 
B：上棚中央の奥行き   20cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 
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平等院 栄花 -えいか- 18号 / 16号

■18号・紫丹

栄花

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号 18号：紫丹［11384］　本黒丹［11385］
　　　　　 16号：紫丹［11770］　本黒丹［11771］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）　戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本
※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■18号
高：161cm 幅：62.5cm 奥：62cm
紫　丹   ¥1,491,000＋税

本黒丹   ¥1,696,000＋税

■16号
高：144cm 幅：56.5cm 奥：54cm
紫　丹   ¥1,170,000＋税

本黒丹   ¥1,364,000＋税

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   33cm 
B：上棚中央の奥行き   18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

宮殿廻り 18号・須弥壇お部屋に優しい雰囲気を漂わす本体前面の穏やかな曲面はこ
のお仏壇から生まれました。

職人のつぶやき
美しい唐木を豊富に用い「国宝」の名に見合う三方ネリやフローリング加
工など細部にわたる仕上げはもちろんのこと、仏壇の前面に穏やかなRを
つけるという新しい技術にもチャレンジしました。他には見られない優雅さ
で平等院の名に恥じない仏壇となっています。

唐
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■18×43・本黒丹

■18×43・紫丹

栄花

宮殿廻り

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号：紫丹［11386］ 本黒丹［11387］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■18×43　高：131.5cm 幅：61cm 奥：55cm

紫　丹   ¥1,347,000＋税

本黒丹   ¥1,511,000＋税

栄耀栄華を継ぐ枝垂れ藤
極楽の風景を世に表した平等院。浄土への願いは今も生きつづける。お仏
壇のなかにその世界を作り出したら…。美しい唐木と受け継がれた技術を
用いた栄花は、国宝の名に見合う逸品となっています。

平等院 栄花 -えいか- 18×43
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法隆寺 夢殿 -ゆめどの- 30号 / 25号

■30号・シャム柿

■25号・紫丹

夢殿

■材種：紫丹・本黒丹・シャム柿
■商品番号 30号：紫丹［11564］ 本黒丹［11565］ シャム柿［11567］
 25号：紫丹［11530］ 本黒丹［11531］ シャム柿［11532］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■30号
高：178.5cm 幅：100.5cm 奥：79.5cm
紫　丹   ¥4,794,000＋税

本黒丹   ¥5,344,000＋税

シャム柿   ¥5,344,000＋税

■25号
高：175.5cm 幅：85.5cm 奥：76.5cm
紫　丹   ¥3,196,000＋税

本黒丹   ¥3,575,000＋税

シャム柿  ¥3,575,000＋税

■内陣サイズ：30号
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■内陣サイズ：25号
A：上棚から天板までの高さ   42cm 
B：上棚中央の奥行き   24cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

障子 宮殿廻り 地袋戸の奥は小物の収納がし易い桐引出しが2杯と桐盆が付
いています。

法隆寺　夢殿
ユネスコの世界文化遺産にも登録される
世界最古の木造建築物群「法隆寺」。聖徳太子を偲び、供養するために建てられ
た「夢殿」の八角円堂を宮殿部に再現しました。彫刻図案は有名な夢殿の枝垂桜
をイメージした華やかな意匠を一面に配しています。
夢殿をモチーフにお仏壇全体を余すことなく表現した逸品です。
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法隆寺 夢殿 -ゆめどの- 22号 / 20号

■22号・シャム柿

■20号・シャム柿

夢殿

■22号
高：172cm 幅：76cm 奥：71.5cm
シャム柿   ¥2,175,000＋税

■20号
高：170cm 幅：69.5cm 奥：69.5cm
紫　丹   ¥1,776,000＋税

本黒丹   ¥2,004,000＋税

シャム柿  ¥2,004,000＋税

欄間 趣のあるお仏壇の本尊部宮殿は八角円堂の造形からデザイン
され、彫刻類の枝垂桜はお仏壇の中で永遠に咲き続けます。

下台収納

■材種：紫丹・本黒丹・シャム柿
■商品番号 22号：シャム柿［32344］
　　　　　 20号：紫丹［11494］　本黒丹［11495］　シャム柿［30629］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本　
※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ：22号
A：上棚から天板までの高さ   40cm 
B：上棚中央の奥行き   22cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10.5cm 

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   40cm 
B：上棚中央の奥行き   20.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11.5cm 

永遠に咲き誇る枝垂れ桜
春の彼岸に行われる聖徳太子の命日法要「小会式」。この時期、法隆寺
境内の桜が一斉に咲き誇ります。なかでも夢殿の傍らで咲き誇る枝垂桜は
美しく、その風情あふれる情景を障子や欄間など仏壇の至るところで表現
しています。
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法隆寺 夢殿 -ゆめどの- 18号

■18号・本黒丹

■18号・紫丹

夢殿

■18号
高：161cm 幅：62.5cm 奥：62cm
紫　丹   ¥1,562,000＋税

本黒丹   ¥1,769,000＋税

シャム柿   ¥1,769,000＋税

障子 趣のあるお仏壇の本尊部宮殿は八角円堂の造形からデザイン
され、彫刻類のしだれ桜はお仏壇の中で永遠に咲き続けます。

欄間

■材種：紫丹・本黒丹・シャム柿
■商品番号 ：紫丹［11496］ 本黒丹［11497］ シャム柿［32348］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）　戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   20cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

職人のつぶやき
聖徳太子を偲び供養するための殿堂として建てられた「夢殿」。そんな想
いをお仏壇に取り入れてみました。技術面はもちろんのこと、下台の収納
スペースを大きくし、故人の想い出をいつまでも大切に保管できるよう桐の
BOＸを内蔵するなど、機能面を充実させています。
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法隆寺 夢殿 -ゆめどの- 18×43

■18×43・シャム柿

■18×43・シャム柿

夢殿

■18×43　高：131.5cm 幅：61cm 奥：55cm
シャム柿   ¥1,622,000＋税

趣のあるお仏壇の本尊部宮殿は八角円堂の造形からデザイン
され、彫刻類の枝垂桜はお仏壇の中で永遠に咲き続けます。

■材種：シャム柿
■商品番号 ［11468］
上下台輪正面表面材＝シャム柿（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝シャム柿（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝シャム柿（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   37cm 
B：上棚中央の奥行き   19cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

永遠に咲き誇る枝垂れ桜
聖徳太子を偲び供養するための殿堂「夢殿」をモチーフにしたお仏
壇。美しい唐木と受け継がれた技術を用いた夢殿は、国宝の名に見
合う逸品となっています。

唐
木
仏
壇
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俵屋宗達 風神雷神 -ふうじんらいじん- 22号 / 20号

■22号・本黒丹

■20号・紫丹

風神雷神

内棲の蒔絵 宮殿廻

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号 22号：紫丹［10894］ 黒丹［10895］
 20号：紫丹［11090］ 本黒丹［11091］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）　戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■22号
高：173cm 幅：74.5cm 奥：69cm
紫　丹   ¥2,386,000＋税

本黒丹   ¥2,714,000＋税

■20号
高：166.5cm 幅：68.5cm 奥：63.5cm
紫　丹   ¥2,161,000＋税

本黒丹   ¥2,473,000＋税

■内陣サイズ：22号
A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き   21cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12.5cm 

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き   20cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

俵屋宗達の豪華な世界
江戸時代の絵師「俵屋宗達」の代表作「風神雷神図屏風」
の他、著名な作品からインスピレーションを得た彫刻装飾を
随所に配した豪華な世界をご堪能ください。

唐
木
仏
壇
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俵屋宗達 風神雷神 -ふうじんらいじん- 18号

■18号・本黒丹

■18号・紫丹

風神雷神

■18号　高：160.5cm 幅：62.5cm 奥：58.5cm
紫　丹   ¥1,893,000＋税

本黒丹   ¥2,077,000＋税

内棲の蒔絵 内棲の蒔絵

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号：紫丹［11778］　本黒丹［11779］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   42cm 
B：上棚中央の奥行き   19cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

臨場感あふれる、その姿
内棲内に施された迫力のある風神・雷神。今にも動き出しそうな臨
場感あふれるその姿は、見るものを魅了するチカラがあります。

唐
木
仏
壇
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俵屋宗達 風神雷神 -ふうじんらいじん- 18×43

■18×43 紫丹

■18×43 本黒丹

風神雷神

■18×43　高：130.5cm 幅：62cm 奥：50cm
紫　丹   ¥1,491,000＋税

本黒丹   ¥1,659,000＋税

内棲の蒔絵 宮殿廻

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号：紫丹［11556］　本黒丹［11557］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   37cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

芸術と伝統技術の融合
風神雷神図屏風だけでなく、須弥壇や腰部分などお仏壇の至る所に
俵屋宗達の作品の彫刻を散りばめています。俵屋宗達の世界観とお
仏壇だからこそ生み出せる伝統技術の融合をぜひご堪能ください。

唐
木
仏
壇
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俵屋宗達 風神雷神上置 -ふうじんらいじん- 18×23

■18×23・紫丹

風神雷神

■18×23　高：70cm 幅：59cm 奥：46cm
紫　丹   ¥928,000＋税

本黒丹   ¥1,052,000＋税

ムクランマ（四季草花・竹・梅・ツツジ・蔦） 内棲板

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号：紫丹［11086］　本黒丹［11087］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   29.5cm 
B：上棚中央の奥行き   15.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

国宝に囲まれた美の空間
内棲板の風神雷神図は唐木地彫技法により立体的で迫力のあるもの
に生まれ変わりました。国宝に包まれた美の空間でご供養いただけます。

唐
木
仏
壇
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正倉院 校倉 -あぜくら- 22号 / 20号

■20号・本黒丹

■20号・本黒丹

校倉

線香などの小物を収納する引出しが4杯と掛軸などの大きなも
のまで収納が可能な台輪大引出しが付いています。
※画像は18号の校倉です。

校倉と呼ばれる聖徳太子の御遺愛品や、宝物品を守り続ける
宝庫をモチーフにしています。

宮殿廻

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号　22号：紫丹［10870］　本黒丹［10871］
　　　　　　20号：紫丹［10842］　本黒丹［10843］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）　戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■22号
高：173cm 幅：74.5cm 奥：69cm
紫　丹   ¥1,954,000＋税

本黒丹   ¥2,188,000＋税

■20号
高：166.5cm 幅：68.5cm 奥：63.5cm
紫　丹   ¥1,675,000＋税

本黒丹   ¥1,887,000＋税

■内陣サイズ：22号
A：上棚から天板までの高さ   44cm 
B：上棚中央の奥行き   24cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   41cm 
B：上棚中央の奥行き   23cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

大切な思い出をいつまでも
正倉院は、東大寺の中で聖徳太子の御遺愛品や宝物を守り
続けた宝庫です。故人の大切な思い出を守り続ける思いを込
めて「正倉院」をモチーフとしたデザインを配しています。

唐
木
仏
壇



■16号・本黒丹

043

正倉院 校倉 -あぜくら- 18号 / 16号

■18号・紫丹

校倉

宮殿廻り棚や欄間・障子の腰等お仏壇の彫刻装飾部となる随所に、校
倉のデザインを落とし込みスッキリと仕上げています。

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号 18号：紫丹［11346］　本黒丹［11347］
　　　　　 16号：紫丹［11542］　本黒丹［11543］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）　戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■18号
高：160.5cm 幅：62.5cm 奥：58.5cm
紫　丹   ¥1,491,000＋税

本黒丹   ¥1,696,000＋税

■16号
高：146cm 幅：56.5cm 奥：54.5cm
紫　丹   ¥1,170,000＋税

本黒丹   ¥1,364,000＋税

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   40cm 
B：上棚中央の奥行き   19cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   35cm 
B：上棚中央の奥行き   18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

古代の倉を忠実に再現
校木（あぜき）と呼ばれる材を組み重ね建造されている校倉
造り。特徴である三角形の木材や格子のモチーフを仏壇で
再現しています。

唐
木
仏
壇
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■20号・紫丹

尾形光琳 燕子花 -かきつばた- 20号

■20号　高：167cm 幅：68.5cm 奥：63.5cm
紫　丹   ¥1,464,000＋税

本黒丹   ¥1,662,000＋税

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号：紫丹［10848］　本黒丹［10849］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   46cm 
B：上棚中央の奥行き   20cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

校倉

ランマ（燕子花） 内陣（波擣図屏風・燕子花）

尾形光琳の圧倒的な世界観
現代デザインの中に今なお影響を残す琳派の始祖
「尾形光琳」の代表作「燕子花図・波擣図屏風」を仏壇装飾に引用
しています。

唐
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■18×23・紫丹

風神雷神

■18×23　高：70cm 幅：59cm 奥：46cm
紫丹   ¥895,000＋税

本黒丹   ¥1,012,000＋税

障子

■材種：紫丹・本黒丹
■商品番号：紫丹［11084］　本黒丹［11085］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹はチンチャンまたはホンジュラスローズになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   29.5cm 
B：上棚中央の奥行き   15.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

尾形光琳 燕子花上置 -かきつばた- 18×23

根底に流れる美意識に共鳴
西洋の印象派に大きく影響を与えた琳派デザイン。
この意匠美は我々日本人の根底に流れる美意識に共鳴し、空間に精
神的な広がりを与えてくれます。

唐
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桜浪漫 -さくらろまん- 22号 / 20号

■22号・紫丹系

桜浪漫

■材種：紫丹系・本黒丹・本欅
■商品番号 22号：紫丹系［11716］ 本黒丹［11717］ 本欅［11715］
 20号：紫丹系［11068］ 本黒丹［11069］ 本欅［11606］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■22号
高：173cm 幅：74.5cm 奥：69cm
紫丹系   ¥1,411,000＋税

本黒丹   ¥1,602,000＋税

本　欅   ¥1,481,000＋税

■20号
高：167cm 幅：68.5cm 奥：63.5cm
紫丹系   ¥1,267,000＋税

本黒丹   ¥1,458,000＋税

本　欅   ¥1,337,000＋税

■内陣サイズ：22号
A：上棚から天板までの高さ   48cm 
B：上棚中央の奥行き   21cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   46cm 
B：上棚中央の奥行き   21cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

LEDライト搭載円窓を備えた障子にも桜の紗を使用。

桜に包まれた純国産唐木仏壇  
そのすべてを国内の匠が作り上げる上質な純国産の唐木仏壇です。彫刻装飾、障
子の沙、裏金には桜の意匠を散りばめ、重厚な中にも可憐で華やかな雰囲気を醸
し出しています。紫丹系、本黒丹、本欅の３つの材種からお選びいただけます。

唐
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桜浪漫 -さくらろまん- 18号 / 16号

■18号・本欅

■16号・紫丹系 ※16号に線香引き出しはございません

桜浪漫

■材種：紫丹系・本黒丹・本欅
■商品番号 18号：紫丹系［11198］ 本黒丹［11199］ 本欅［11570］
 16号：紫丹系［11196］ 本黒丹［11197］ 本欅［11630］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■18号
高：160.5cm 幅：61.5cm 奥：58cm
紫丹系   ¥1,126,000＋税

本黒丹   ¥1,284,000＋税

本　欅   ¥1,180,000＋税

■16号
高：140cm 幅：55cm 奥：51.5cm
紫丹系   ¥959000＋税

本黒丹   ¥1,143,000＋税

本　欅   ¥1,005,000＋税

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   43cm 
B：上棚中央の奥行き   18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   35cm 
B：上棚中央の奥行き   17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

桜の彫刻を施した欄間部 桜の意匠を散りばめた裏金

お仏壇に咲く満開の桜 
そのすべてを国内の匠が作り上げる上質な純国産の唐木仏壇です。彫刻
装飾、障子の沙、裏金には桜を散りばめ、重厚な中にも可憐で華やかな雰
囲気を醸し出しています。紫丹系、本黒丹、本欅の３つの材種からお選び
いただけます。

18号のみ

唐
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■18×43・紫丹系 収納に便利な三杯引出と台輪大引出

障子

048

桜浪漫 -さくらろまん- 18×43

桜浪漫

可憐で華やかな雰囲気
そのすべてを国内の匠が作り上げる上質な純国産の唐木仏壇です。彫
刻装飾、障子の沙、裏金には桜を散りばめ、重厚な中にも可憐で華や
かな雰囲気を醸し出しています。

■18×43　高：130.5cm 幅：61.5cm 奥：50cm
紫丹系   ¥1,022,000＋税

本黒丹   ¥1,196,000＋税

本　欅   ¥1,072,000＋税

■材種：紫丹系・本黒丹・本欅
■商品番号：紫丹系［11104］　本黒丹［11105］　本欅［11605］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

唐
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桜浪漫上置 -さくらろまん- 16×23 / 15×20

■16×23・紫丹系 ■16×23・紫丹系

桜浪漫

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号　16×23：紫丹系［11674］　本黒丹［11675］
　　　　　　15×20：紫丹系［11672］　本黒丹［11673］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■16×23

高：70cm 幅：53cm 奥：39.5cm
紫丹系   ¥614,000＋税

本黒丹   ¥681,000＋税

■15×20

高：61cm 幅：50cm 奥：37.5cm
紫丹系   ¥580,000＋税

本黒丹   ¥647,000＋税

■内陣サイズ：15×20

A：上棚から天板までの高さ   25cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■内陣サイズ：16×23

A：上棚から天板までの高さ   29.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

LEDライト搭載台輪大引出

すべてが純国産上置仏壇
彫刻類を含むすべてを国内の匠が作り上げた
純国産唐木上置仏壇です。可憐な桜の彫刻意匠が人気です。

唐
木
仏
壇
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夏月 -なつき- 20号 / 18号

夏月

■20号
高：170.5cm 幅：67.5cm 奥：58cm

紫丹系   ¥1,384,000＋税

■18号
高：160.5cm 幅：61.5cm 奥：50cm
紫丹系   ¥1,243,000＋税

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   43cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ：20号

A：上棚から天板までの高さ   46cm 
B：上棚中央の奥行き   19cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

違いが判る優れもの
欄間や障子には
花言葉で「福をなす」「良い家庭」などの意味を持つ南天の木を彫刻や
スカシ彫りで表現。家庭の繁栄を願って製作された純国産のお仏壇です。

■20号・紫丹系

宮殿廻り 障子 :伝統技法のスカシ彫りを採用しています。

■材種：紫丹系
■商品番号　20号［11250］　18号 ［11248］
上下台輪正面表面材＝紫丹系（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝紫丹系（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝紫丹系（ムク板）　主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　紫丹系はグラナディロになります。

唐
木
仏
壇
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夏月 -なつき- 20×43 / 18×43

■18×43・紫丹系 南天柄スカシ彫り障子

夏月

■材種：紫丹系
■商品番号：20×43　［11328］　18×43［11288］　
上下台輪正面表面材＝紫丹系（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝紫丹系（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝紫丹系（ムク板）　主芯材＝天然木　
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本　紫丹系はグラナディロになります：

■20×43

高：130.5cm 幅：67.5cm 奥：55cm
紫丹系   ¥1,190,000＋税

■18×43

高：130.5cm 幅：61.5cm 奥：50cm
紫丹系   ¥1,066,000＋税

■内陣サイズ：18×43

A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ：20×43

A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

線香などの小物を収納する引出しが3杯と掛軸などの大きなも
のまで収納が可能な台輪大引出しが付いています。

タイコ棚がスライドするので、お祀りの幅が広がります。

南天の木を彫刻やスカシ彫りで表現
欄間や障子は花言葉で「福をなす」「良い家庭」などの意味を持つ
南天の木を彫刻やスカシ彫りで表現しました。家庭の繁栄を願っ
て製作された純国産のお仏壇です。

唐
木
仏
壇
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華街道 -はなかいどう- 20号 / 18号

華街道

■20号
高：170.5cm 幅：67.5cm 奥：58cm

紫丹系   ¥1,846,000＋税

本黒丹   ¥2,027,000＋税

■18号
高：160.5cm 幅：61.5cm 奥：50cm
紫丹系   ¥1,632,000＋税

本黒丹   ¥1,806,000＋税

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   43cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ：20号

A：上棚から天板までの高さ   43cm 
B：上棚中央の奥行き   18.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

桜・梅・山茶花の織り成す美しい風景
欄間・障子の円窓部分には匠の技術「みかげ塗り」で装飾し
た桜・梅・山茶花の織り成す美しい風景が浮かび上がります。

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号 20号：紫丹系［11546］ 本黒丹［11547］
 18号：紫丹系［20416］　 本黒丹［20417］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■20号・本黒丹

大戸板（ムク板）の他
障子板（前・後）にもムク板を仕様しています。

円窓の内側に３種の花を絶妙なバランスで構成し、匠の技術
「みかげ塗り」で装飾した芸術的な障子部分。

天井

唐
木
仏
壇
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華街道 -はなかいどう- 18×43

■18×43・紫丹系 ■18×43・本黒丹

華街道

タイコ棚がスライドするので、お祀りの幅が広がります。

■18×43　高：130.5cm 幅：61.5cm 奥：50cm
紫丹系   ¥1,491,000＋税

本黒丹   ¥1,659,000＋税

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［20414］　本黒丹［20415］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   40cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

みかげが彩る永遠の輝き
欄間、障子部の「みかげ塗り」は約20工程、日数にして1ヶ月
以上の製作期間を経て出来上がります。その永遠の輝きの中
には桜・梅・山茶花の織り成す美しい風景が広がっています。

大戸板（ムク板）の他
障子板（前・後）にもムク板を仕様しています。

「みかげ塗り」と伝統技法のスカシ彫りを採用した四枚の障子
は裏側までこだわっています。

唐
木
仏
壇
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● 新からたち 20号 / 18号

新からたち

■20号
高：171cm 幅：68.5cm 奥：63.5cm

紫丹系   ¥1,170,000＋税

本黒丹   ¥1,327,000＋税

■18号
高：161cm 幅：62.5cm 奥：58.5cm
紫丹系   ¥1,066,000＋税

本黒丹   ¥1,217,000＋税

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   43cm 
B：上棚中央の奥行き   18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■内陣サイズ：20号

A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き   21cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

魅せる技術と映える技
二方厚板張り・角丸・ムクランマ・台輪大引出を搭載した満足仕
様のお仏壇です。伝統技術と職人技。双方を融合させた伝統的
な唐木仏壇の様式を追及しました。

線香などの小物を収納する引出しが4杯と掛軸などの大きな
ものまで収納が可能な台輪大引出しが付いています。

■材種：紫丹系・本黒丹　■商品番号　20号：紫丹系［11360］　本黒丹［11361］
　　　　　　　　　　　　　　　　　  18号：紫丹系［11356］　本黒丹［11357］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■20号・紫丹系 障子

■20号・紫丹系

唐
木
仏
壇



055

● 新からたち 18×43

■18×43・紫丹系

新からたち

■18×43　高：131cm 幅：61.5cm 奥：49.5cm
紫丹系   ¥992,000＋税

■材種：紫丹系
■商品番号［11394］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝グラナディロ（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

重厚感あふれる伝統型唐木仏壇
欄間、障子、内殿に彫刻を施した重厚感あふれるお仏壇です。

障子

収納に便利な三杯引出と台輪大引出

唐
木
仏
壇



新組子障子
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新てっせん 20号 / 18号

新てっせん

■20号
高：171cm 幅：68.5cm 奥：63.5cm

紫丹系   ¥1,170,000＋税

本黒丹   ¥1,327,000＋税

■18号
高：161cm 幅：62.5cm 奥：58.5cm
紫丹系   ¥1,066,000＋税

本黒丹   ¥1,217,000＋税

■内陣サイズ：18号

A：上棚から天板までの高さ   43cm 
B：上棚中央の奥行き   18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■内陣サイズ：20号

A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き   21cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

魅せる技術と映える技
二方厚板張り・角丸・透かし彫りムクランマ・台輪大引出を
搭載した満足仕様のお仏壇です。伝統技術と職人技。双方
を融合させた伝統的な唐木仏壇の様式を追及しました。

■20号・紫丹系

線香などの小物を収納する引出しが4杯と掛軸などの大きな
ものまで収納が可能な台輪大引出しが付いています。

■材種：紫丹系・本黒丹　■商品番号 20号：紫丹系［11362］ 本黒丹［11363］
　　　　　　　　　　　　　　　　  18号：紫丹系［11358］ 本黒丹［11359］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

唐
木
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新てっせん 20×43

■20×43・本黒丹

■20×43・紫丹系

新てっせん

■20×43　高：131cm 幅：67.5cm 奥：59cm
紫丹系   ¥1,066,000＋税

本黒丹   ¥1,217,000＋税

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［11482］　本黒丹［11483］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   20cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

魅せる技術と映える技
スッキリとしたデザインが魅力の従来型国産唐木仏壇です。

収納に便利な
三杯引出と台輪大引出

唐
木
仏
壇
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十六夜 -いざよい-

十六夜

お寺のモジュールから端を発し、永きに渡り構築された従来の唐木仏壇。そ
のデザインのそこかしこに日本独特の造形があります。十六夜は全てを家具
調化するのではなく、一部に伝統的組子の技法を残したり、あえて障子や
宮殿柱の名残を残す事で仏壇の持つ独特の「格式と尊厳さ」を保ちつつも、
現代の住空間にも充分溶け込めるデザインを意識しました。

伝
統
と
現
代
の
格
式
あ
る
共
存

■20号・紫丹系

唐
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十六夜

■20号　高：163.5cm 幅：65cm 奥：55cm
紫丹系   ¥1,391,000＋税

■材種：紫丹系
■商品番号［11856］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝グラナディロ（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   52cm 
B：上棚中央の奥行き   17.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   5.5cm 

LEDライトを搭載 障子

唐
木
仏
壇
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希望NEO -きぼうネオ-

希望 NEO

■20号
高：173cm 幅：68.5cm 奥：61.5cm

各材種   ¥835,000＋税

■18号
高：161cm 幅：61.5cm 奥：53cm
各材種   ¥781,000＋税

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   44cm 
B：上棚中央の奥行き   17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

■内陣サイズ：20号

A：上棚から天板までの高さ   46cm 
B：上棚中央の奥行き   19cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

LED搭載の唐木モデル
LEDライト、台輪大引出など
使い勝手を考慮した国産仏壇です。

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号 20号 紫丹系［32816］ 本黒丹［32817］
 18号 紫丹系［32818］ 本黒丹［32819］
上下台輪正面表面材＝※各材種（薄板貼り）＿主芯材＝天然木
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（薄板貼り）＿主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）＿主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）　生産地＝日本
※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■20号・紫丹系

天井 下台収納

唐
木
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花灯 -はなあかり-

■20号・紫丹系

■16号・紫丹系

花灯

■20号　高：170cm 幅：69cm 奥：58cm

紫丹系   ¥603,000＋税
■18号　高：154.5cm 幅：63cm 奥：54cm

紫丹系   ¥536,000＋税
■16号　高：142.5cm 幅：58cm 奥：46cm

紫丹系   ¥486,000＋税

■材種：紫丹系
■商品番号：20号［32914］　18号［32938］　16号［32936］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）　主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ラッカー仕上（厚塗り塗装）　生産地＝中国

■内陣サイズ：1６号
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   46cm 
B：上棚中央の奥行き   19cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   44cm 
B：上棚中央の奥行き   17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

スタンダード＋高機能
LED照明と可動式経机を備えた
胴長様式のスタンダードな唐木仏壇です。

障子 天井

唐
木
仏
壇
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彩花 -さいか- 18号 / 16号

彩花

■18号
高：160.5cm 幅：62cm 奥：58cm

紫丹系   ¥1,243,000＋税

本黒丹   ¥1,418,000＋税

■16号
高：139.5cm 幅：56cm 奥：52cm
紫丹系   ¥1,039,000＋税

本黒丹   ¥1,173,000＋税

■内陣サイズ：16号

A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   16cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

■内陣サイズ：18号

A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き   16cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

沈金が彩る艶やかな花
他にはない毛彫りの沈金を欄間や余間
ネコ戸、障子の腰等に配し、立体的に表現した豪華な純国
産仏壇が誕生しました。

下台収納が充実しています。ネコ戸

■材種：紫丹系・本黒丹　■商品番号　18号　紫丹系［11688］ 本黒丹［11689］
　　　　　　　　　　　　　　　　　  16号　紫丹系［11786］ 本黒丹［11787］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■18号・紫丹系 筋彫りや独自の沈金技法で加飾された障子。

唐
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彩花 -さいか- 18×43

■18×43・紫丹系 ■18×43・本黒丹

彩花

■18×43　高：130.5cm 幅：62cm 奥：50cm
紫丹系   ¥1,106,000＋税

本黒丹   ¥1,273,000＋税

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［11700］　本黒丹［11701］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

立体沈金が彩る上置別台
他にはない毛彫りの沈金を欄間や余間
ネコ戸、障子の腰等に配し、立体的に表現した豪華な純国
産仏壇が誕生しました。

障子 天井

唐
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長安Ⅱ

■18号・紫丹系

障子腰網代入り

長安 ll -ちょうあんツー -
■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［10944］ 　本黒丹［10945］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   42cm 
B：上棚中央の奥行き   17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10.5cm 

■18号　高：160.5cm 幅：62.5cm 奥：58.5cm
紫丹系   ¥1,153,000＋税

本黒丹   ¥1,314,000＋税

下台経机式で機能面も充実
下台はお祀りに便利な経机式になっています。
また、収納機能も充実していますので
使い勝手がいいお仏壇です。

経机式

唐
木
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清里

地袋奥引出は18号・16号のみ ■16×40

■16号・紫丹系

「てっせん」と「からくさ」がモチーフ
人気の桜浪漫をベースに
「リ・デザイン」したのが清里です。
彫刻は「てっせん」と「からくさ」をモチーフにしています。

清里 -きよさと-

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号　18号　紫丹系［11728］　本黒丹［11729］　16号　紫丹系［11726］　本黒丹［11727］
　　　　　　16×40紫丹系［11752］　本黒丹［11753］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■18号
高：160.5cm 幅：61.5cm 奥：58cm
紫丹系   ¥1,026,000＋税

本黒丹   ¥1,139,000＋税

■16号
高：139.5cm 幅：55cm 奥：51.5cm
紫丹系   ¥838,000＋税

本黒丹   ¥972,000＋税

■16×40・紫丹系

■内陣サイズ：16×40
A：上棚から天板までの高さ   35cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■16×40
高：120cm 幅：55cm 奥：49.5cm
紫丹系   ¥821,000＋税

本黒丹   ¥955,000＋税

18号
16号のみ

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き  18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   40cm 
B：上棚中央の奥行き  17cm
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

唐
木
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神楽

■16号・紫丹系
宮殿廻り

神楽 -かぐら- 

「しゃくなげ」と「松葉」がモチーフ
裏金と紗には「しゃくなげ」を、
彫刻類には「しゃくなげ」と「松葉」を
モチーフに製作しています。

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   45cm 
B：上棚中央の奥行き  18cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   40cm 
B：上棚中央の奥行き  17cm
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号 18号 紫丹系［11732］  本黒丹［11733］
 16号 紫丹系［11730］ 本黒丹［11731］
 16×40 紫丹系［11750］ 本黒丹［11751］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■18号
高：160.5cm 幅：61.5cm 奥：58cm
紫丹系   ¥1,026,000＋税

本黒丹   ¥1,139,000＋税

■16号
高：139.5cm 幅：55cm 奥：51.5cm
紫丹系   ¥838,000＋税

本黒丹   ¥972,000＋税

地袋奥引出は18号・16号のみ ■16×40

■16×40・本黒丹

■内陣サイズ：16×40

A：上棚から天板までの高さ   35cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■16×40
高：120cm 幅：55cm 奥：49.5cm
紫丹系   ¥821,000＋税

本黒丹   ¥955,000＋税

18号
16号のみ

唐
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布施・星影

■紫丹系

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号
18×40　紫丹系［11550］ 　本黒丹［11551］　18×37　紫丹系［11216］　 本黒丹［11217］
18×35　紫丹系［11548］ 　本黒丹［11549］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

魅力的な機能搭載の上置別台モデル
唐木ムク材の立体彫り欄間やタイコ可動・台輪大引出などの魅力的
な機能を備えています。三種類の高さよりお選び下さい。

■18×40
高：121.5cm 幅：60.5cm 奥：48.5cm

■18×37
高：112.5cm 幅：60.5cm 奥：48.5cm

■18×35
高：106.5cm 幅：60.5cm 奥：48.5cm

紫丹系   ¥905,000＋税
本黒丹   ¥1,012,000＋税

紫丹系   ¥835,000＋税
本黒丹   ¥938,000＋税

紫丹系   ¥781,000＋税
本黒丹   ¥885,000＋税

■内陣サイズ ：18×40
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ：18×37
A：上棚から天板までの高さ   37cm 
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ：18×35
A：上棚から天板までの高さ   36cm 
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

布施 -ふせ -

星影 -ほしかげ -

■材種：紫丹系
■商品番号 ［32872］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ表面仕上＝ラッカー仕上（厚塗り塗装）
生産地＝中国

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   28.5cm 
B：上棚中央の奥行き   15.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■20×35　高：107cm 幅：67cm 奥：49cm

紫丹系   ¥386,000＋税

障子をなくした上置別台モデル
障子をなくし
すっきりとした従来型の上置別台モデルです。

■紫丹系

唐
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伝統的唐木仏壇の寸法、装飾、彫刻を
最近の住宅事情に合わせてリ・デザイン
し、ダウンライトやスライド式といった新
しい機能をプラスしたモデルです。仏間・
和室・リビングなど、すべての部屋にマッ
チするをコンセプトに作り上げています。
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うつせ

うつせ

■18号・本黒丹 ■18号・本黒丹

■材種：紫丹系・本黒丹・シャム柿
■商品番号 20号 :紫丹系［11310］ 本黒丹［11311］ シャム柿［11312］
 18号：紫丹系［11274］ 本黒丹［11281］ シャム柿［11309］
 16号：紫丹系［11306］ 本黒丹［11307］ シャム柿［11308］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

大切な品々の整理保管も可能
現代の生活様式に適した
お祀り空間と、大切な品々の整理保管に
役立つ機能が充実しています。

■20号
高：170cm 幅：65.5cm 奥：55cm

■18号
高：156.5cm 幅：59.5cm 奥：49cm

■16号
高：148cm 幅：53.5cm 奥：45cm

天井 下台の桐三連引出しはロウソクや線香などの小さな備品の収納に
優れています。

紫丹系   ¥1,206,000＋税
本黒丹   ¥1,364,000＋税
シャム柿   ¥1,364,000＋税

紫丹系   ¥1,029,000＋税
本黒丹   ¥1,180,000＋税
シャム柿   ¥1,180,000＋税

紫丹系   ¥922,000＋税
本黒丹   ¥1,032,000＋税
シャム柿   ¥1,032,000＋税

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   42cm 
B：上棚中央の奥行き   16.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   37cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 
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■18号
高：160.5cm 幅：57.5cm 奥：49.5cm

■16号
高：151cm 幅：51.5cm 奥：45.5cm

天井

紫丹系   ¥1,029,000＋税
本黒丹   ¥1,180,000＋税
シャム柿   ¥1,180,000＋税

紫丹系   ¥922,000＋税
本黒丹   ¥1,032,000＋税
シャム柿   ¥1,032,000＋税

おぐら

おぐら

■18号・紫丹系 ■16号・シャム柿

■材種：紫丹系・本黒丹・シャム柿
■商品番号 18号 紫丹系［11282］ 本黒丹［11283］ シャム柿［11313］
 16号 紫丹系［11314］ 本黒丹［11315］ シャム柿［11316］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。西陣織が織り成す優しい空間

前面のＲ曲線や
美しい西陣織が優しい祈りの場を演出します。唐木の持つ
質感と気品あふれる表情で多くの人気を集めています。

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き  14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   37cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 
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あらた

■18×43・紫丹系

天井

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［11584］　本黒丹［11585］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   40cm 
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

伝統的な加飾技法の金具装飾を採用
前面にＲ曲線を施した
現代様式の唐木仏壇に、伝統的な加飾技法の金具装飾を採用して
います。ゴールドに輝く装飾はモダンな祈りの場を生みだします。

■18×43　高：130cm 幅：59cm 奥：50cm

紫丹系   ¥955,000＋税

本黒丹   ¥1,022,000＋税

あらた
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天井

そよぎ

■18×43・紫丹系 ■18×43・シャム柿

そよぎ ■材種：紫丹系・本黒丹・シャム柿
■商品番号：紫丹系［11340］　本黒丹［11341］　シャム柿［11342］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）　戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   40cm 
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

前面R曲線と西陣織装飾が人気
地袋付き仏間に対応した
新様式の唐木仏壇です。障子扉を有する格式高い仕様に前面Ｒ曲線
と華麗な西陣織装飾で優しい表情が人気のお仏壇です。

■18×43　高：130cm 幅：59cm 奥：50cm
紫丹系   ¥922,000＋税

本黒丹   ¥1,032,000＋税

シャム柿   ¥1,032,000＋税
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幸星

■材種：カリン
■商品番号 ［32672］
上下台輪正面表面材＝カリン（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝カリン（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央：33.5cm 脇：36cm 
B：上棚中央の奥行き   14cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

【３Ｄスライド機能】を搭載した
高さ120ｃｍの直座スタイルのお仏壇です。
収納機能も充実したシャープな雰囲気を醸す
現代デザインの唐木仏壇です。

■18×40　高：120cm 幅：55cm 奥：48cm

カリン   ¥691,000＋税

幸星 -こうせい-

■18×40・紫丹系

実用新案登録済 [登録第3161075号 ]

お仏壇で法要などを行う際に、内殿全体
がスライドし、斜めの列席者からも無理
なく中が見えます。毎日のお供えやお掃除
も楽々行える便利な機能です。

［３Ｄスライド機能］

    

N
E

W

と
ら
っ
ど
唐
木



074

新
風
K
A
R
A
K
I

伝統的唐木仏壇と都市型新仏壇
との中間に位置するのが「新風
KARAKI」です。和風の部屋、洋風
の部屋、どちらの部屋にも違和感な
く安置できるデザイン性と機能性を
兼ね備えた好評のジャンルとなります。

新
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引出の外枠が経机の役割を兼ねます。レリーフガラス
の天板は熱にも安心です。

伝統的唐木仏壇から障子や彫刻などの装飾を省き、
現代的かつシンプルなデザインでありながら、従来の唐木仏
壇のように正式なお祀りができます。
この風皇は「技術と時間と上質な素材を集めて、
最高の仏壇を創りあげる」をコンセプトとして完成させたプ
レミアムと呼ぶにふさわしいお仏壇です。

阿波の名工による独自技法「みかげ塗り」で装飾され
た須弥壇・ケゴミ部分が、内陣に高級感を醸し出して
います。

最も特徴的である扉は「さねはぎ技法」と呼ばれる工法で、狭幅唐木材を連
結させてフローリングを作っているので、溝を掘っただけのものとは異なる風
格を生み出しています。

上下・台輪は幾重にも重ねることで広がりを持たせたバランス感のあるシャー
プなデザインです。

時
代
と
と
も
に
進
化
す
る
荘
厳
。

■16号・本黒丹

078

風皇 -ふうおう- 18号/16号

風皇

■材種：紫丹系・本黒丹・シャム柿・本欅
■商品番号
18号：紫丹系［11504］ 本黒丹［11507］ シャム柿［11506］ 本欅［11524］
16号：紫丹系［11508］ 本黒丹［11509］ シャム柿［11510］ 本欅［11525］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）_主芯材＝天然木
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   39cm
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■18号
高：159.5cm 幅：62cm 奥：56.5cm

紫丹系   ¥1,314,000＋税

本黒丹   ¥1,474,000＋税

紫丹系   ¥1,136,000＋税

本黒丹   ¥1,290,000＋税

■16号
高：145.5cm 幅：56cm 奥：46.5cm

シャム柿   ¥1,474,000＋税

本　欅   ¥1,367,000＋税

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   31cm 
B：上棚中央の奥行き  12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

シャム柿   ¥1,290,000＋税

本　欅   ¥1,190,000＋税

断
面
図

「さねはぎ技法」とはこのように狭幅唐木材を1枚1枚連結させる工法です。
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プレミアムセレクション“風皇”
エグゼクティブをテーマに
デザイン・機能性すべてにおいてハイグレードな要素を取り入れたお仏壇。
オリジナリティあふれる逸品に仕上げています。

079

風皇 -ふうおう- 18×43

■18×43・紫丹系

風皇

■材種：紫丹系・本黒丹　
■商品番号 ：紫丹系［11526］ 　本黒丹［11527］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）_主芯材＝天然木
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

オープン
塗装

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

紫丹系   ¥1,190,000 ＋税
本黒丹   ¥1,344,000 ＋税

■18×43　高：130.5cm 幅：60cm 奥：48cm

前面
ラウンド

壁面
ピッタリ

国産 安心仕様LED
ライト

ランマ中央部に桜柄のレーザー彫り、須弥芯。
ネコ部に独自技法の「みかげ塗り」が装飾された高級感漂う
上置仏壇です。

■材種：本黒丹
■商品番号［11529］
上下台輪正面表面材＝本黒丹（一方厚板貼り） 主芯材＝天然木
大 戸 軸正面表面材＝本黒丹（三方厚板貼り） 主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝※本黒丹（一方厚板貼り） 主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■16×20　高：61cm 幅：52cm 奥：44.5cm
本黒丹   ¥701,000＋税

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   26cm 
B：上棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

風皇上置 -ふうおう-
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扉のフローリングはこのように狭幅唐木材を1枚1枚手間をかけて連結させ
て作っています。

引出の外枠が経机の役割を兼ねます。
レリーフガラスの天板は熱にも安心です。

細部にまで非常に緻密な面装飾を施し、重
厚でありながらエレガントな印象を醸し出し
ています。

プレミアムセレクション“華皇”
エグゼクティブをテーマにデザイン・機能性
すべてにおいてハイグレードな要素を取り入れたお仏壇。
重厚な面持ちとエレガントな意匠が魅力です。

■18号・本黒丹

LED
ライト

壁面
ピッタリ
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■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   37cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

紫丹系   ¥1,314,000＋税

本黒丹   ¥1,474,000＋税

■18号　高：158cm 幅：57.5cm 奥：55.5cm

■16号　高：144cm 幅：51.5cm 奥：45.5cm

紫丹系   ¥1,136,000＋税

本黒丹   ¥1,290,000＋税

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   30.5cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

華皇 -かおう- 

■20号・紫丹系

華皇

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号
20号：紫丹系［11610］ 本黒丹［11611］
18号：紫丹系［11536］ 本黒丹［11541］
16号：紫丹系［11614］  本黒丹［11615］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   41cm 
B：上棚中央の奥行き   16.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

紫丹系   ¥1,491,000＋税

本黒丹   ¥1,659,000＋税

■20号　高：169.5cm 幅：63.5cm 奥：60.5cm
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■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm （R型）
C：位牌棚脇の奥行き   13.5cm 

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   36cm 
B：上棚中央の奥行き   11cm （R型）
C：位牌棚脇の奥行き   13cm 

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号 20号：紫丹系［11722］ 本黒丹［11723］ 18号 紫丹系［11692］ 本黒丹［11693］
 16号：紫丹系［11690］ 本黒丹［11691］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ   40cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm（R型） 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

紫丹系   ¥1,139,000＋税

本黒丹   ¥1,257,000＋税

■20号
高：170cm 幅：64cm 奥：60.5cm

紫丹系   ¥1,056,000＋税

本黒丹   ¥1,156,000＋税

紫丹系   ¥905,000＋税

本黒丹   ¥1,005,000＋税

■18号
高：151cm 幅：58cm 奥：50cm

■16号
高：142cm 幅：52cm 奥：45.5cm

20号下台収納

081

永遠桜

■20号・紫丹系

棚部分が取り外せますので、お掃除
がしやすくなっています。棚を取り外
した奥のスペースは隠し収納としてご
利用いただけます。

永遠桜 -とわざくら-

華麗に舞い散る永遠の華。
ランマ、背板中央部、棚部分に沈金加工法を用いて、

立体的に表現した意匠を備えています。ハイグレードな面形状ながら、段

差なしの大戸や、須弥壇、棚部分を取外し式にすることでメンテナンスが

大変しやすくなっています。

■16号・本黒丹

毛彫りの沈金を立体的に表現したデザイ
ンは他にはない美しさを醸し出します。
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紫丹系   ¥972,000＋税

本黒丹   ¥1,072,000＋税

082

永遠桜

永遠桜 -とわざくら- 18×42
■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［11718］　本黒丹［11719］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm
C：位牌棚脇の奥行き   13.5cm 

■18×42　高：126.5cm 幅：61.5cm 奥：51.5cm

毛彫りの沈金を立体的に表現した意匠は他にはない美しさを醸し
出します。

引出の外枠が経机の役割を兼ねます。

垣間見える職人の技と心。
その気風と品格ある姿から名づけられた「永遠桜」。熟練した職人の

技術をお仏壇の随所で垣間見ることができます。

■18×42・本黒丹 ■18×42・本黒丹
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上置・紫丹系

棚
部
分
が
取
り
外
せ
ま
す
。

奥
の
ス
ペ
ー
ス
を
隠
し
収
納
と
し
て
使
え
ま
す
。
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下台には供物棚使用時にも自由に使え
る一体型の引出が２杯付いています。

永遠桜

永遠桜 -とわざくら- 17×40

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号 17×40　紫丹系［11720］ 本黒丹［11721］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■17×40　高：120cm 幅：55cm 奥：47.5cm
紫丹系   ¥922,000＋税

直座スタイルの永遠桜。
床に直接正座してお祀りする直座タイプの永遠桜。
下台部は経机式になっており、広いお祀りスペース
を確保しています。

本黒丹   ¥1,022,000＋税

オープン
塗装

LED
ライト

国産

■17×40・紫丹系

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   21cm 
B：上棚中央の奥行き   11cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

永遠桜上置 -とわざくら-
■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［11724］　本黒丹［11725］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木　生産地＝日本
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  20cm 
B：上棚中央の奥行き  11cm 
C：位牌棚脇の奥行き  9cm 

■20号上置　高：60cm 幅：54cm 奥：41.5cm
紫丹系   ¥536,000＋税

上置タイプの永遠桜。
他にはない毛彫りの沈金を
立体的に表現した意匠がお仏壇を彩ります。

本黒丹   ¥587,000＋税
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新風KARAKIの代表モデル
数多くの支持をいただいている
代表的な新風ＫＡＲＡＫＩです。
シンプルな中にも仏壇本来の荘厳さが活かされています。

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ    38cm 
B：上棚中央の奥行き  15.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ    42cm 
B：上棚中央の奥行き  17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

余間にみかげ塗り

084

■18号　高：151cm 幅：56.5cm 奥：55cm

紫丹系   ¥949,000＋税

本黒丹   ¥1,056,000＋税

■18号・黒丹

香華 -こうげ- 20号 / 18号

■20号・紫丹系

香華

紫丹系   ¥1,012,000＋税

本黒丹   ¥1,143,000＋税

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号　20号：紫丹系［11114］　本黒丹［11467］
　　　　　　18号：紫丹系［10982］ 　本黒丹［11391］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■20号　高：170cm 幅：62.5cm 奥：61cm

ケゴミが引き出しになっているので小物の収納が可能です。

壁
面
ピ
ッ
タ
リ
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広いお祀りスペースが特長
20号は高さが170cmのため、半間仏間でも上方が空き
すぎることはありません。従来型の仏壇に匹敵する広い
お祀りスペースが大きな魅力です。

085

華月 -かげつ- 20号 / 18号

■20号・紫丹系

華月

■内陣サイズ：20号
A：上棚から天板までの高さ  41cm 
B：上棚中央の奥行き   17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

紫丹系   ¥1,012,000＋税

本黒丹   ¥1,143,000＋税

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号 20号：紫丹系［11172］ 本黒丹［11441］
 18号：紫丹系［11144］ 本黒丹［11393］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■20号　高：170cm 幅：64cm 奥：60.5cm

上台の引出し（A）や下台扉内のスライド式供物棚（B）など
使いやすさを追求しています。
更に、LED証明の採用でメンテナンスが少なくなりました。

紫丹系   ¥949,000＋税

本黒丹   ¥1,056,000＋税

■18号　高：151.5cm 幅：58cm 奥：55.5cm

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   36cm 
B：上棚中央の奥行き  15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

A

B
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上台の引出し（A）や下台扉内のスライド式供物棚（B）など使
いやすさを追求しています。

A

B

086

明雲

明雲 -めいうん-
■材種：シャム柿・本欅・槐
■商品番号：シャム柿［11505］　本欅［11302］　槐［11303］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）_主芯材＝天然木
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本
■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   41cm 
B：上棚中央の奥行き   17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

3タイプの色ものモデル
20号の色もの（銘木）機種です。
３種類からお選びいただけます。

■20号　高：170cm 幅：64cm 奥：60.5cm

ＬＥＤダウンライト

シャム柿     ¥1,160,000 ＋税
本　欅   ¥1,083,000 ＋税
槐   ¥1,083,000 ＋税

■20号・本欅

■20号・シャム柿

■20号・槐
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伝統型モデルも楽々の内殿空間
棚の奥行をそれぞれたっぷり取り、伝統型の仏具もフルセッ
トでお祀りできます。マルチ膳棚や、下台引き出し付きの供物
台でお祀りの多様性に対応しました。

087

揚羽

■20×53・紫丹系

マルチ膳棚を採用。
下台には経机として使用時でも自由に使える引き出しも付いています

棚の奥にはたっぷりとモノが入る収納空間を備え付けています。

揚羽 -あげは- 20×53 / 16号

■内陣サイズ：20×53
A：中央（仏像台　有：47　無：49.5）　脇：55.5
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

紫丹系   ¥955,000＋税

■材種：紫丹系
■商品番号　20×53：紫丹系［11830］　16号：紫丹系［11836］ 
上下台輪正面表面材＝※グラナディロ（一方厚板貼り）　主芯材＝天然木
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）　主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝※グラナディロ薄板貼り　主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■20×53　高：160.5cm 幅：63cm 奥：54.5cm

紫丹系   ¥761,000＋税
■16号　高：140cm 幅：51cm 奥：45cm

■内陣サイズ：16号
A：中央（仏像台　有：35　無：37.5）　脇：42.5
B：上棚中央の奥行き  11cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 
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槐の花言葉は“幸福”と“上品”
槐（エンジュ）はその読み方から
延寿に通ずるとも言われお守りにもされる銘木です。
前面のゆるやかな曲面と懐古的な色合いがとてもマッチしています。

（A）棚飾りに採用した「みかげ塗り」は末永く輝きを保ちます。
（B）スライド式供物棚

A

B
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■18号・槐

彩院  -さいいん- 18号 / 16号

■18号・槐

彩院

■内陣サイズ：18号
A：上棚から天板までの高さ   36cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

槐   ¥982,000＋税

■18号　高：152cm 幅：56.5cm 奥：49.5cm

■材種：槐
■商品番号：18号 ［11183］　16号 ［11219］
上下台輪正面表面材＝槐（一方厚板貼り）_主芯材＝天然木
大 戸 軸正面表面材＝槐（二方厚板貼り）_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝槐（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■16号　高：137.5cm 幅：50.5cm 奥：45cm
槐   ¥888,000＋税

■内陣サイズ：16号
A：上棚から天板までの高さ   30cm 
B：上棚中央の奥行き  12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 
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秀華

秀華 -しゅうか- 16号

秀華 -しゅうか- 18×42 / 16×35

■16号・紫丹系

■16×35・紫丹系

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［11160］　本黒丹［11389］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号
18×42：紫丹系［11170］  本黒丹［11501］　16×35：紫丹系［11410］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）　主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本
※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   33cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

■内陣サイズ：18×42

A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ：16×35

A：上棚から天板までの高さ   33cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

併せ持つ従来と新風の持ち味
すっきりしたデザインの中に
従来唐木の持ち味を活かして
多くの方々のご支持をうけている推奨品です。

人気モデルの別台上置モデル
多くの方に選ばれている
「秀華」の別台上置タイプです。
地袋付仏間におすすめのサイズです。

■16号　高：142cm 幅：50.5cm 奥：45cm

紫丹系   ¥761,000＋税

本黒丹   ¥865,000＋税

紫丹系   ¥798,000＋税

本黒丹   ¥902,000＋税

■18×42　高：126.5cm 幅：59cm 奥：50.5cm

紫丹系   ¥711,000＋税

■16×35　高：106.5cm 幅：53cm 奥：46cm
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■16号・本黒丹

090

尽誠 -じんせい-

■16号・紫丹系

■16号・シャム柿

■材種：紫丹系・本黒丹・シャム柿
■商品番号：紫丹系［20336］　本黒丹［20363］ 　シャム柿［20364］
上下台輪正面表面材＝※各材種（薄板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   34cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10.5cm 

光輝く天空をイメージ
発売以来多くの方に選ばれている大ヒット仏壇です。
光り輝く天空をイメージさせるオーバル天井を採用し、
下台にお供え時に便利なスライド式供物棚を備えてい
ます。

■16号　高：140cm 幅：48cm 奥：43cm

オーバル天井

紫丹系   ¥620,000＋税

本黒丹   ¥657,000＋税

シャム柿   ¥657,000＋税

福月・尽誠

■16号・紫丹系

上台の引出しや下台扉内のスライド式供物棚な
ど使いやすさを追求しています。更に、ＬＥＤ照
明の採用でメンテナンスが少なくなりました。

福月 -ふくげつ-

■材種：紫丹系・本黒丹　
■商品番号：紫丹系［11166］ 　本黒［11439］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種= 紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   31cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

シンプルかつ機能的仏壇
伝統的な表情のお仏壇に、
お客さまの声を活かして機能性を追加
した伝統と機能性を合わせ持つ新風ＫＡＲＡＫＩです。

■16号　高：142cm 幅：50.5cm 奥：45cm

紫丹系   ¥761,000＋税

本黒丹   ¥865,000＋税
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091

都慕情 -みやこぼじょう- あじさいの夢

■材種：本黒丹
■商品番号［20381］
上下台輪正面表面材＝本黒丹（一方厚板貼り）　主芯材＝天然木
大 戸 軸正面表面材＝本黒丹（二方厚板貼り）　主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝本黒丹（ムク板）
表面仕上＝ウレタン仕上げ（厚塗り塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   33.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

古典的な図案を現代技法で表現
「アジサイと垣根」という古典的な図案を
現代技法で表現しています。
時空を超えて枯れることのない花たちです。

■16号　高：140cm 幅：51cm 奥：45cm

本黒丹   ¥975,000＋税
下台収納

都慕情 -みやこぼじょう- 館の庭

■材種：紫丹系
■商品番号 16号　紫丹系［32460］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ（一方厚板貼り）　主芯材＝天然木
大 戸 軸正面表面材＝グラナディロ（二方厚板貼り）　主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（ムク板）
表面仕上＝ウレタン仕上げ（厚塗り塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   33.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

みかげ塗りと西陣織の競演
京都古来の伝統産業である
西陣織の金糸や、金箔類を使用し、
京都独特の技法にてデザインしました。

■16号　高：140cm 幅：51cm 奥：45cm

紫丹系   ¥888,000＋税

都慕情

下台収納
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千本格子を巧みにデザイン
モダンな千本格子の意匠が室内で落ち着いた空間を創
ります。下台内部の機能性が特徴です。

下台引出し1杯
お供え時に便利なスライド棚を備えています。
※下台有効収納スペース
（Ａ）高：16cm 幅：37cm 奥：25.5cm
（Ｂ）高：21cm 幅：42cm 奥：37cm

A

B

ストッパーを外し供物棚を引出せば奥に
隠しＢＯＸが付いています。

092

千本堂（紫丹系） -せんぼんどう-

■16号・紫丹系

■材種：紫丹系
■商品番号［11754］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝グラナディロ（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央36.5cm 脇34.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

紫丹系   ¥704,000＋税

■16号　高：140cm 幅：50cm 奥：44.5cm

WEB
掲載禁止商品WEB

織姫・千本堂

織姫 -おりひめ-

■17号・カリン

■材種：カリン
■商品番号 ［36219］
上下台輪正面表面材＝紫丹調着色_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝カリン（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   有39cm 無41.5cm 
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

シャープさ演出するVライン
Ｖラインの装飾や
引き手に用いた金色がアクセントになり
スッキリしたスタイルでロングセラーとなっています。

■17号　高：150cm 幅：50cm 奥：42.5cm

下台収納
カリン   ¥555,000＋税
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江戸小紋柄が刻まれた銘品
桜の小紋柄を戸板に大胆に配置したデザインで人気の
和モダンモデルに、紫丹系の唐木材グラナディロを使用した
ニューモデル。

扉や背板に刻まれた優雅な
桜の江戸小紋柄

下台引出し1杯
下台内にはお供え時に便利なスライド棚
を備えています。
※下台有効収納スペース
（A） 高：14cm 幅：36.5cm 奥：26cm
（B） 高：16.5cm 幅：42cm 奥：34cm

093

千本堂（紫丹系） -せんぼんどう- 回向 -えこう-

■15号・ニレ (けやき色）

■材種：紫丹系・ニレ（ケヤキ色）
■商品番号：紫丹系［32562］ 　ニレ（ケヤキ色）［32563］
上下台輪正面表面材＝※各材種 (薄板貼り）
戸板 (扉）正面表面材＝※各材種 (薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ラッカー仕上 (厚塗り塗装）
生産地＝中国　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   35.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

シンプルでお部屋になじみやすい仏壇
お求めやすい価格で、
高級品に引けをとらない新機能や
安心を実現したベストヒット仏壇です。

■15号・紫丹系

マルチ膳棚
棚板が前後にスライドすることで段
差を無くし広いお祀りスペースを確保
しています。

各材種   ¥364,000＋税

■15号　高：130cm 幅：49cm 奥：42cm

おぼろ桜・回向

おぼろ桜（紫丹系） -おぼろざくら-

■16号・紫丹系

■材種：紫丹系
■商品番号 ［11756］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝グラナディロ（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   33cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

紫丹系   ¥838,000＋税

■16号　高：140cm 幅：48cm 奥：44cm

A

B
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094

春月・雅弦

雅弦 -がげん-

■15号・紫丹系

■材種：紫丹系・ニレ（ケヤキ色）
■商品番号：紫丹系［32256］ ニレ（ケヤキ色）［32257］
上下台輪正面表面材＝※各材種 (薄板貼り）
戸板 (扉）正面表面材＝※各材種 (薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ラッカー仕上 (厚塗り塗装）
生産地＝中国　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：33cm　無：36cm
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

大型引出し付の便利モノ
厨子型本体に使い勝手の良い
大型外引出しを備えています。シンプルながら仏壇本来
の気品を感じさせます。

■15号・ニレ (ケヤキ色）

各材種   ¥317,000＋税

■15号　高：130cm 幅：46.5cm 奥：44cm

春月 -しゅんげつ-

■15号・紫丹系

■15号・ニレ (ケヤキ色）

■材種：紫丹系・ニレ（ケヤキ色）
■商品番号：紫丹系［33010］　ニレ（ケヤキ色）［33011］
上下台輪正面表面材＝※各材種 (薄板貼り）
戸板 (扉）正面表面材＝※各材種 (薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ラッカー仕上 (厚塗り塗装）
生産地＝中国　※各材種＝紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   35.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11.5cm 

下台にスツール付の便利モノ
下台内部に収納可能なスツール付で、
足腰の弱い方のお祀りに適したお仏壇です。
紫丹系とニレ（ケヤキ色）から選べます。

■15号　高：130cm 幅：46cm 奥：43.5cm下台内に収納可能なスツールが付いています
※下台有効収納スペース
高：42cm 幅：41.5cm 奥：37.5cm 各材種   ¥354,000＋税
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095

かすみ草 -かすみそう-

■13×36・カリン

■13×36・黒丹

■材種：カリン　■商品番号［32716］
上下台輪正面表面材＝紫丹調着色_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝カリン (薄板貼り）+ガラス _主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (厚塗り塗装）　生産地＝日本

■材種：黒丹　　■商品番号［32717］
上下台輪正面表面材＝黒丹調プリント（印刷）_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝マルク黒丹 (薄板貼り）+ガラス _主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (厚塗り塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   24.5cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

ガラス戸がワンアクセント！
扉のブロンズガラスと
下台内部のスライド式供物棚が多彩なお祀りシーンを
演出する、コンパクトなお仏壇です。

■13×36　高：110cm 幅：39.5cm 奥：33cm
※下台有効収納スペース
 (A）高：16.5cm 幅：30.5cm 奥：24cm
 (B）高：25.5cm 幅：34.5cm 奥：29cm 各材種   ¥401,000＋税

A

B

花あざみ・かすみ草

花あざみ -はなあざみ-

■14×41・黒丹

■14×41・カリン

■材種：カリン　■商品番号［32718］
上下台輪正面表面材＝紫丹調着色_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝カリン (薄板貼り）+ガラス _主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (厚塗り塗装）　生産地＝日本

■材種：黒丹　　■商品番号［32719］
上下台輪正面表面材＝黒丹調プリント（印刷）_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝マルク黒丹 (薄板貼り）+ガラス_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (厚塗り塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   29.5cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

和洋問わず、どんな部屋にも調和
シャープなカットのガラスと
下台内部のスライド式供物棚が
多彩なお祀りシーンを演出します。

■14×41　高：125cm 幅：42.5cm 奥：34cm下台引出し1杯
※下台有効収納スペース
 (A）高：16.5cm 幅：33.5cm 奥：24cm
 (B）高：28cm 幅：37.5cm 奥：29cm

各材種   ¥491,000＋税

A

B

お
祀
り
に
便
利
な
ス
ラ
イ
ド
式
供
物
棚

お
祀
り
に
便
利
な
ス
ラ
イ
ド
式
供
物
棚
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高さは低めの１２０ｃｍですが、

床に直接設置し、正座してお祀りするのに最適です。

目線の高さや使い勝手を追求して開口部を大きくした

祀り映えのするお仏壇です。

■ 悟光
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承和 -しょうわ- 一路 -いちろ- 永遠桜 -とわざくら-

■18×40
紫丹系・本黒丹   P.098

■17×40
紫丹系・本黒丹   P.083

■18×40
紫丹系・本黒丹   P.099

幸星 -こうせい-

■18×40
カリン   P.073

雲水 -うんすい-悟光 -ごこう- ヴェトロ若菜 -わかな-

■17×40
紫丹系   P.099

■16×40
紫丹系   P.100

■16×40
紫丹系・ウォールナット   P.101

■17×40
紫丹系 /ニレ（ケヤキ色）   P.100

ラインナップ
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福月 -ふくげつ-

■18×42・紫丹系

■材種：紫丹系・本黒丹　
■商品番号：紫丹系［11168］ 本黒丹［11511］
上下台輪正面表面材＝※各材種 (一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種 (二方厚板貼り）
戸板 (扉）正面表面材＝※各材種 (ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   36cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

シンプルかつ機能的仏壇
伝統的な仏壇装飾と
最新の機能性を兼ね備えた別台上置仏壇です。

■18×42　高：126.5cm 幅：59cm 奥：50.5cm
紫丹系   ¥798,000＋税

本黒丹   ¥902,000＋税

下台収納

承和・福月

■18×40・紫丹系

天井

承和 -しょうわ-

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号　紫丹系［11616］　本黒丹［11617］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   37cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

■18×40　高：121cm 幅：59cm 奥：49cm

紫丹系   ¥972,000＋税

本黒丹   ¥1,039,000＋税

ハイグレード直座スタイル
大胆なライン意匠に
高級唐木材を贅沢に用い、
モダンと重厚さを兼ね備えた荘厳空間を生み出す
直座スタイルのハイグレード仏壇です。
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■17×40・紫丹系

棚部分、奥に収納スペースがあります

悟光 -ごこう-

■材種：紫丹系
■商品番号［11260］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   31.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   5.5cm 

■17×40　高：120cm 幅：54cm 奥：45cm

紫丹系   ¥657,000＋税

使いやすさを追求したお仏壇
高さは低めの１２０ｃｍですが、
床に直接設置し、正座してお祀りするのに最適です。
目線の高さや使い勝手を追求して開口部を大きくした
祀り映えのするお仏壇です。

オーバル天井

一路・悟光

■18×40・紫丹系

■18×40・本黒丹

オーバル天井の直座モデル
少しワイドな直座スタイルです。
金色の天井から降り注ぐ光が荘厳な雰囲気を作り出し
ます。

一路 -いちろ-

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号： 紫丹系［20362］　本黒丹［20425］
上下台輪正面表面材＝※各材種（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   34cm 
B：上棚中央の奥行き   14cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■18×40　高：120cm 幅：55cm 奥：47cm

各材種   ¥620,000＋税
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下台収納

■材種：紫丹系　
■商品番号［11224］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝グラナディロ（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   35cm 
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

高級唐木材仕様の直座スタイル
高級唐木材仕様の直座スタイル仏壇です。
やさしい表情のラウンドデザインでコンパクトな上質空
間となります。

■16×40　高：122cm 幅：50.5cm 奥：45cm

紫丹系   ¥744,000＋税

若菜 -わかな-

■16×40・紫丹系

ニレ（ケヤキ色）天井

雲水・若菜

■17×40・紫丹系

■17×40・ニレ

■材種：紫丹系・ニレ（ケヤキ色）
■商品番号：紫丹系［32876］　ニレ（ケヤキ色）［32886］
上下台輪正面表面材＝※各材種（薄板貼り）_主芯材=MDF
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）_主芯材=MDF
表面仕上＝ラッカー仕上（厚塗り塗装）
生産地＝中国　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：36cm 無：38cm 
B：上棚中央の奥行き   台あり12 台なし12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

大容量の引き出しを完備
下台に引出一体型の供物棚と
大容量の引出を備えた新風ＫＡＲＡＫＩの直座スタイル
です。材種は紫丹系、ニレ（ケヤキ色）の2種類からお選
びいただけます。

■17×40　高：120cm 幅：53cm 奥：45cm

各材種   ¥411,000＋税

雲水 -うんすい-
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③裏返して差し込むことで、下台天板がフラット
になります。

④小物の収納や飾台にお使いいただけます。

101

■15×40・紫丹系

①天板がダボの役割を果たし、上台がズレ落ち
るのを防ぎます。

②後部のビスを２本外し、天板を引き抜くことが
できます。

ひびき

■材種：紫丹系
■商品番号 15×40 紫丹系［20478］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   31cm 仏壇台無34cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   19cm 

上置としても使える2WAY STYLE
将来上置仏壇として使えるだけでなく、
下台も有効活用できるように考えられたお仏壇です。

■15×40　高：120cm 幅：48cm 奥：38.5cm
上台　高：60cm   幅：48cm 奥：38.5cm

紫丹系   ¥493,000＋税

■下台の秘密

ひびき・ヴェトロ

下台収納

■1050・紫丹系

■1050・ウォールナット

■材種：紫丹系・ウォールナット
■商品番号：紫丹系［32964］ 　ウォールナット［32909］
上下台輪正面表面材＝※各材種（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）+ガラス
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ラッカー仕上（厚塗り塗装）
生産地＝中国　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。
■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ 上段 有：32 無：38cm 
B：上棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

経机内蔵・上段取り外し式モデル
ボリュームを感じさせるフォルムの
デザイナーズモデルです。上段が取り外せますので
様々なお祀りに対応できます。下台内に収納可能な
経机を装備しています。

■1050　高：105cm 幅：46.5cm 奥：43cm

各材種   ¥344,000＋税

ヴェトロ
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森正でも特に人気のある「新風KARAKI」と「都
市型新仏壇」。このふたつのジャンルの魅力を融
合させたのが2017年発表の最新スタイル「ハイ
ブリッドKARAKI」です。まさに革新とも呼べる
ハイブリッドKARAKIは、唐木が持つ荘厳さ、新
仏壇が持つ華やかさの両方を併せ持っています。
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想光

想光 -そうこう-

■18×50・紫丹系

■材種：紫丹系　
■商品番号［11814］ 
上下台輪正面表面材＝グラナディロ (三方厚板貼り）
戸板 (扉）正面表面材＝グラナディロ (薄板貼り）　主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）
生産地＝日本　　

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   40.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

コンセプトはぶれない「一本道」
間接照明で浮かび上がる螺鈿の縦ラインは「七つの布施」を意味して
います。細部のR面以外は一切の曲面を排除し、直線的なラインのみ
で構成した、素材と繊細な技術が引き立つ仏壇です。

■18×50　高：150cm 幅：55cm 奥：50cm

下台内スライド式供物棚 天井欄間部分はアクリルをサンドし、ダウンライトが灯るデザインで
す。

紫丹系   ¥922,000＋税
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桜吹雪

桜吹雪 -さくらふぶき-

■16×46・紫丹系 ■18号上置・紫丹系

■材種：紫丹系　
■商品番号：16×46［11826］　18号上置［11844］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ (薄板貼り）_主芯材＝MDF
戸板 (扉）正面表面材＝グラナディロ (薄板貼り）_主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上 (厚塗り塗装）
生産地＝日本　　
■内陣サイズ：16×46
A：上棚から天板までの高さ   仏座有38cm　無：41cm

B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

いつも春爛漫の桜吹雪劇場
間接満開の桜を愛でるたび、誰しもがその生命観と美しさに圧
倒され心の原風景を再認識します。その美しさははかなくも短く、
散り行けどまた次の年には見事に咲き誇る「桜の命の普遍性」に
自然界の「輪廻転生」を感じ桜吹雪をテーマにデザインしました。

照明効果で桜が咲き誇るシーンを仏壇内部に演出できます。 下台内には便利な引出が付いています。

■内陣サイズ：18号上置
A：上棚から天板までの高さ   25cm 
B：上棚中央の奥行き   9cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■16×46　高：140.5cm 幅：43cm 奥：43.5cm
紫丹系   ¥871,000＋税

紫丹系   ¥553,000＋税
■18号上置　高：55cm 幅：44cm 奥：36cm
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七歌

七歌 -ななか-

■15号・紫丹系　お祀り仏具（しょうみょう舟立阿弥陀・詩仙型）

■材種：紫丹系　
■商品番号：15号［33024］　20号上置［33021］　18号上置［33108］　16号上置［33107］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ (薄板貼り）　戸板 (扉）正面表面材＝グラナディロ (薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ：15号
A：上棚から天板までの高さ   41.5cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■内陣サイズ：18号上置
A：上棚から天板までの高さ   26cm 
B：上棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■内陣サイズ：20号上置
A：上棚から天板までの高さ   24cm 
B：上棚中央の奥行き    10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

■内陣サイズ：16号上置
A：上棚から天板までの高さ   23.2cm 
B：上棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

後光が射し込む美しい演出
都市型仏壇のデザイン要素と
新風ＫＡＲＡＫＩの荘厳さを合わせ持ったハイブリッドモデルです。
背板のアクリルに波型の加工が施されており、照明効果でご本尊
様に後光が差したような美しい演出ができます。

■20号上置　お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸・シンシア）

下台引出は間仕切りがされており、
故人の想い出や小物などを収納することができます。
※下台有効収納スペース　高：36.5cm 幅：40cm 奥：38cm

天井

後
光
が
輝
く

都
市
型
新
風
モ
デ
ル

■15号

■18号上置　高：55cm 幅：41cm 奥：37.5cm

紫丹系   ¥332,000＋税

■20号上置　高：61.5cm 幅：45cm 奥：37.5cm

紫丹系   ¥342,000＋税

■16号上置　高：50cm 幅：37cm 奥：34cm

紫丹系   ¥322,000＋税

■15号　高：140.5cm 幅：45cm 奥：42.5cm

紫丹系   ¥727,000＋税
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蘭月

蘭月 -らんげつ-

■16号・紫丹系　お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸・惺心） ■16号・本黒丹

■材種：紫丹系・本黒丹・槐・本欅　
■商品番号：紫丹系［11780］ 　本黒丹［11781］　槐［11798］　本欅［11799］
上下台輪正面表面材＝※各材種 (一方厚板貼り）_主芯材＝天然木
戸板 (扉）正面表面材＝※各材種 (薄板貼り）_主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。
■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   37.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

月面を照らす月明りがモチーフ
面形状を工夫することで反射するハイライト効果をはじめ、
随所にデザイナーの工夫が詰まったハイブリッドモデルです。

■16号　高：137.5cm 幅：49cm 奥：43.5cm

月面を照らす月明かりをモチーフにした須弥壇の光がご本尊様を
優しく照らします。

下台引出し1杯 /棚一枚
※下台有効収納スペース　高：37.5cm 幅：44cm 奥：37cm

ＬＥＤダウンライト

紫丹系   ¥828,000＋税

本黒丹   ¥895,000＋税

槐・本欅   ¥861,000＋税
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夢境

夢境 -むきょう-

■15号・本黒丹　お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸・惺心） ■15号・紫丹系

■材種：紫丹系・本黒丹・槐・本欅
■商品番号：紫丹系［11782］　本黒丹［11783］　槐［11800］　本欅［11801］
上下台輪正面表面材＝※各材種 (一方厚板貼り）_主芯材＝天然木
戸板 (扉）正面表面材＝※各材種 (薄板貼り）_主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）
生産地＝日本　　※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   35cm 
B：上棚中央の奥行き   11cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

極楽浄土へと続く光道
須弥壇から天井へと続く直線のラインは、
故人を極楽浄土へと導く光道をイメージしてデザインしています。

■15号　高：130cm 幅：46.5cm 奥：43.5cm

ネコ部が取外せますので、そこからＬＥＤライトの交換が行えます。 下台引出し1杯 /棚一枚
※下台有効収納スペース　高：33cm 幅：41cm 奥：37.5cm

ＬＥＤダウンライト

紫丹系   ¥774,000＋税

本黒丹   ¥841,000＋税

槐・本欅   ¥808,000＋税
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華蓮

華蓮 -かれん-

■16×43・紫丹系 ■18号上置・紫丹系

■材種：紫丹系　
■商品番号：16×43［11828］ 　18号上置［11846］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ (薄板貼り）
戸板 (扉）正面表面材＝グラナディロ (薄板貼り）_主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上 (厚塗り塗装）　生産地＝日本　　

■内陣サイズ：16×43
A：上棚から天板までの高さ   

　　中央 (仏像台 有）：36.5cm脇：39cm
B：上棚中央の奥行き   11cm
C：位牌棚脇の奥行き   ９cm  

浮かび上がる清楚な空間
間接照明により浮かび上がらせた背板中央部は清潔感と清らかさを
演出し、唐木仏壇においてとかく暗く重たくなりがちな印象を払拭す
るデザインです。下台引出しは、膳引き使用時の出し入れに干渉しな
いよう、あえて下部に設置しました。

背板と天井の2種類の照明を使い分けられます。 下台内には便利な引出が付いています。

■内陣サイズ：18号上置
A：上棚から天板までの高さ   25.5cm 
B：上棚中央の奥行き   10cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

■16×43　高：130cm 幅：49cm 奥：42.5cm
紫丹系   ¥788,000＋税

紫丹系   ¥520,000＋税
■18号上置　高：55cm 幅：43cm 奥：37cm

16x43のみ
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明徳

明徳 -めいとく-

■15×43・紫丹系

■材種：紫丹系　
■商品番号［20518］ 
上下台輪正面表面材＝グラナディロ (薄板貼り）
戸板 (扉）正面表面材＝グラナディロ (薄板貼り）　主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上 (厚塗り塗装）
生産地＝日本　　

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   14cm R型 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm R型

今風の「尽誠」ハイブリットモデル
ロングセラーで実績のある「尽誠」を一回り小さくし、更にスタイリッ
シュな祈りの静寂空間を創造する為にアルミやアクリルなど異素材と
融合させることでハイブリット化しました。

■15×43　高：130cm 幅：46cm 奥：42.5cm

下台内スライド式供物棚
引出一杯付

ＬＥＤダウンライト

紫丹系   ¥587,000＋税
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ＬＥＤダウンライト

照栄

照栄 -しょうえい-

■17×40・紫丹系

■材種：紫丹系　
■商品番号 ［11832］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット (紫丹調着色） 主芯材＝ムク板
戸板 (扉）正面表面材＝グラナディロ (薄板貼り）_主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上 (厚塗り塗装）
生産地＝日本　　アップデートした大ヒットモデル

新風大ヒット「悟光」のDNAを継承したハイブリットKARAKIモデル
です。異素材と光の透過を利用して、明るいデザインに仕上げました。
多様なお祀りに対応できるマルチ膳棚を採用し、機能面でも大きな進
化を遂げています。

背板の下部と天井の2種類の照明を使い分けられます。 膳引きと引出しが一体型。使用時に引出しが使いやすいのが特徴
です。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   36cm 
B：上棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

■17×40　高：120cm 幅：54cm 奥：46cm

紫丹系   ¥687,000＋税
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現代の住まいにマッチしたお仏壇。それが森
正の都市型新仏壇です。デザイン性はもちろ
ん、機能性・耐久性に優れ、さまざまなライ
フスタイルに柔軟に対応できます。また直座
スタイル、BOXYスタイルなどジャンルも多く、
幅広いご要望にお応えできるシリーズです。
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光彩ティアラ

光彩ティアラ
極力加飾を除いたシンプルモダンなデザインですが、
景色が映り込むほど磨き上げられた本体は艶やかで透明度が高く、
宝石の様な輝きを放ちます。
極上の祈りの場を求める方にふさわしい価値あるお仏壇です。

■材種：メープル
■商品番号［20524］
上下台輪正面表面材＝バーズアイメープル（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝ 中央：シカモア（薄板貼り）
 脇：バーズアイメープル（薄板貼り）+ガラス
主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ポリエステルみがき仕上　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  36cm 
B：上棚中央の奥行き  14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き  9.5cm 

■1500　高：150cm 幅：52cm 奥：46cm

メープル    ¥2,747,000 ＋税
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光彩ティアラ

オプションで下台内に収納できる供物棚（経机）とスツールもご用意しています。 ※供物棚（経机）とスツールは別売となります。

供
物
棚
（
経
机
）

ス
ツ
ー
ル



【オープンフェイス機能＆本体外部膳引仕様】
扉を閉じた状態でもご本尊様を拝むことができる
オープンフェイス機能に加え、本体外部膳引仕様
によってさらに広いお祀りスペースを確保していま
す。見た目もスッキリとシンプルです。
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マジュール

マジュール 

ボクシースタイル最大サイズ
特大サイズですが、工夫された扉のアイデアで開いても場所をとりま
せん。穏やかなウォールナットの質感を活かし、風格を持つ空間に
まとめています。

■材種：ウォールナット　
■商品番号［32848］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  仏座有：51cm　無：53cm 
B：上棚中央の奥行き  11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き  7.5cm 

■1670　高：167cm 幅：70cm 奥：50cm

ウォールナット    ¥1,017,000＋税

下台引出1杯 /棚2枚 ※下台有効収納スペース　
（左）高：42cm 幅：32cm　間口：20.5cm 奥：46cm
（右）高：42cm 幅：32cm　間口：20.5cm 奥：46cm

灯りランマ
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ナラ    ¥816,000＋税

メガロ

■材種：ナラ
■商品番号［33091］
上下台輪正面表面材＝ナラ（一方厚板張り）　主芯材＝MDF
戸板（扉）正面表面材＝ナラ（薄板貼り）　主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ     中央：37cm　脇：40.8cm
B：上棚中央の奥行き   9.8cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10.5cm 

お祀りしやすいBiggySeries
大きな内陣は本格的なお祀りにも十分対応し、祀り映え間違
いなし。随所に使用された無垢材は、デザインの完成度を高
めると同時に木材の温もりを伝えます。

■1600　高：160cm 幅：70cm 奥：51cm

LEDライト搭載

メガロ 
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おぼろ桜

おぼろ桜  -おぼろざくら- 18 / 16号

■18号 ウォールナット

■18号 ウォールナット

■材種：ウォールナット
■商品番号：18号［11539］　16号［11569］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
大 戸 軸正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材＝※ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝天然木表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■材種：紫丹系
■商品番号：16号［11756］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝グラナディロ（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

江戸小紋柄が光る和テイスト
ウォールナットの六角厨子型本体に江戸小紋が刻まれた
和の表情のお仏壇です。３サイズからお選びいただけます。

オーバル天井
ＬＥＤライト搭載

扉や背板には桜の江戸小紋柄が刻まれています。

下台引出し1杯 供物棚スライド
 ※18号 下台有効収納スペース
（A） 高：14cm 幅：43.5cm 奥：30cm

（B） 高：21.5cm 幅：49cm 奥：38cm

※16号 下台有効収納スペース
（A） 高：14cm 幅：36.5cm 奥：26cm

（B） 高：16.5cm 幅：42cm 奥：34cm

ウォールナット 　 ¥938,000＋税

■18号　
高：150cm　幅：55cm　奥：48.5cm

ウォールナット   ¥838,000＋税

紫丹系   ¥838,000＋税

■16号
高：140cm　幅：48cm　奥：44cm

■内陣サイズ 18号
A：上棚から天板までの高さ   35.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ 16号
A：上棚から天板までの高さ   33cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

A

B
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おぼろ桜の上置モデル
人気のおぼろ桜の上置モデルです。

おぼろ桜上置  -おぼろざくら- 
■材種：ウォールナット
■商品番号  ［11592］ 
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
大 戸 軸正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

おぼろ桜

■20号上置 ウォールナット

■16号・紫丹系

■20号上置 ウォールナット 正面閉じ

扉や背板に刻まれた優雅な桜の江戸小紋柄。

■内陣サイズ 20号上置
A：上棚から天板までの高さ   25cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

ウォールナット   ¥469,000＋税

■20号上置　高：60cm 幅：48cm 奥：35.5cm
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あうん堂

あうん堂 ■材種：本欅　
■商品番号 ［11537］
上下台輪正面表面材＝本欅（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝本欅（二方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝本欅（ムク板）＋ウォールナット（ムク板）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   14cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■18号　高：151cm 幅：56.5cm 奥：49.5cm

下台引出し1杯
※下台有効収納スペース
高：29cm　幅：48cm　奥：43cm

ＬＥＤライト搭載

本欅   ¥1,005,000＋税

本格派和モダン仏壇
日本人の生活になじみ深い銘木「欅」を、
和風の意匠に活かした本格派の和モダン仏壇です。
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六角厨子を現代風にリ・デザインした和モダン仏壇です。
時代金具や唐木彫刻など伝統意匠が随所に光ります。



A

B

専
用
経
机
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みたま堂

みたま堂

■18×50・16×45
■18×50　■16×45　下台収納部 下台内両側のストッパーを外し供物棚を引

き出せば奥に隠しＢＯＸが付いています。

■専用経机　商品番号［56445］
高：28cm 幅：42cm 奥：28cm

チーク   ¥27,000＋税 

六角厨子を現代風にリ・デザインした和モダン仏壇です。
時代金具や唐木彫刻など伝統意匠が随所に光ります。



A

B
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■材種：チーク
■商品番号 18×50［32367］　16×45［32365］　18×45［32366］　16×40［32364］
上下台輪正面表面材＝オバンコール（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝チーク（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ 18×50

A：上棚から天板までの高さ  彫りまで： 37cm 天まで：40.5cm 
B：上棚中央の奥行き  15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

■内陣サイズ 18×45

A：上棚から天板までの高さ 彫りまで：37cm 天まで：40.5cm 
B：上棚中央の奥行き 15cm 
C：位牌棚脇の奥行き 11cm 

■内陣サイズ 16×45

A：上棚から天板までの高さ 彫りまで：33.5cm 天まで：37cm 
B：上棚中央の奥行き 14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き 12cm 

■内陣サイズ 16×40

A：上棚から天板までの高さ 彫りまで：33.5cm 天まで：37cm 
B：上棚中央の奥行き  14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き 12cm 

チーク   ¥634,000＋税

■18×50
高：150cm 幅：56cm 奥：46cm

チーク   ¥567,000＋税

■16×45
高：135cm 幅：48cm 奥：42.5cm

みたま堂

■18×45・16×40

■18×45　■16×40　下台収納部

下台内両側のストッパーを外し供物棚を引き出せば奥に隠
しＢＯＸが付いています。 チーク   ¥600,000＋税

■18×45
高：135cm 幅：56cm 奥：46cm

チーク   ¥533,000＋税

■16×40
高：120cm 幅：48cm 奥：42.5cm

■下台有効収納スペース
18×50 （Ａ）高：16.5cm 幅：44cm 奥：26.5cm （Ｂ）高：22cm 幅：50cm 奥：38cm
16×45 （Ａ）高：16.5cm 幅：36cm 奥：23.5cm （Ｂ）高：19.5cm 幅：42cm 奥：35cm
18×45 （Ａ）高：16.5cm 幅：44cm 奥：26.5cm （Ｂ）高：18.5cm 幅：50cm 奥：38cm
16×40 （Ａ）高：16.5cm 幅：36cm 奥：23.5cm （Ｂ）高：14cm 幅：42cm 奥：35cm
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みたま堂

みたま堂ネクスト

内殿全体がスライドして出てくるで、毎日のお供えや日頃のお
掃除がとても楽にできます。
実用新案登録済［登録第3161075］

引出し2杯　※下台有効収納スペース
高：27cm　幅：29cm　奥：41cm

3Dスライド機能搭載のみたま堂
内殿が前方にスライドすることで、ご本尊様がぐっと近づき、
これまでにない多彩なお祀りシーンを実現します。

■材種：チーク
■商品番号 ［32693］
上下台輪正面表面材＝オバンコール（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝チーク（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  中央部＝桟まで：34.5cm　天まで：39cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

■18×40　高：120cm 幅：56cm 奥：49.5cm

チーク   ¥634,000＋税
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チーク   ¥357,000＋税

みたま殿・みたま座

みたま殿 ■材種：チーク　■商品番号 ［32525］
上下台輪正面表面材＝オバンコール（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝チーク（薄板貼り）　主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央：26cm　脇：28cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

みたま堂シリーズ上置タイプ
昔からあったような懐かしさを感じる…
そんなデザインが選ばれている理由です。

■20号上置　高：61cm 幅：46cm 奥：38cm

みたま座
高級感を醸し出すチーク杢とウォールナット
聖なる空間をがっちりと守り続けるがごとく
堅牢な表情を持っています。

■材種：チーク　■商品番号 ［32715］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝チーク（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  仏座有：21cm　無：24cm 
B：上棚中央の奥行き   6cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■16号上置　高：48.5cm 幅：60.5cm 奥：36.5cm

チーク   ¥391,000＋税
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千本堂

千本堂 -せんぼんどう- 55号

ビッグサイズの千本堂！
大きなサイズのＢＩＧ千本堂です。
ゆったりとした本格的なお祀りができます。

■材種：ウォールナット
■商品番号 ［20339］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
大 戸 軸正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  41.5cm 
B：上棚中央の奥行き  13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

■55号　高：165cm 幅：72.5cm 奥：52cm

ウォールナット    ¥922,000＋税

引出し2杯 /棚1枚
※下台有効収納スペース
高：43cm　幅：66cm　奥：47cm

ＬＥＤライト搭載２灯

■55号
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ウォールナット    ¥888,000＋税

千本堂

千本堂 -せんぼんどう- 45号
■材種：ウォールナット
■商品番号 ［20338］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
大 戸 軸正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   41.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

高さが137cmでワイド型
高さを137ｃｍに抑えた幅広サイズのお仏壇です。
モダンで落ち着いた雰囲気の中、本格的なお祀りができます。

■45号　高：137cm 幅：72.5cm 奥：52cm

下台引出し2杯
※下台有効収納スペース
高：15.5cm　幅：66cm　奥：45cm

ＬＥＤライト搭載２灯

■45号
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千本堂

千本堂 -せんぼんどう- 16号

千本格子を巧みにデザイン
モダンな千本格子の意匠が室内で落ち着いた空間を創ります。
下台内部の機能性が特徴です。

■材種：ウォールナット
■商品番号 ［20354］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
大 戸 軸正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ        中央：36.5cm 脇：34.5cm 
B：上棚中央の奥行き  12.5cm
C：位牌棚脇の奥行き   9cm

■16号　高：140cm 幅：50cm 奥：44.5cm

ウォールナット    ¥704,000＋税

ストッパーを外し供物棚を引出せば奥に隠しＢＯＸが付い
ています。

下台引出し1杯 供物棚スライド式
※下台有効収納スペース
（Ａ） 高：16cm 幅：37cm 奥：25.5cm
（Ｂ） 高：21cm 幅：42.5cm 奥：37cm

■16号
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■材種：ウォールナット　■商品番号 18×40 ［20444］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
大 戸 軸正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  39.5cm 
B：上棚中央の奥行き  13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き  9.5cm 

■18×40　高：120cm 幅：57cm 奥：45cm

ウォールナット    ¥754,000＋税

ウォールナット    ¥627,000＋税

千本堂

千本堂 -せんぼんどう- 13×36

■材種：ウォールナット　■商品番号 ［20525］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
大 戸 軸正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝MDF　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  中央：26.5cm　脇：26.5
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm（R型） 

2WAY STYLEの千本堂
小ぶりの可愛いらしいサイズで、将来上台を上置きとし
て使用した際に下台を有効活用できるよう天板をフラッ
トにできる工夫をした２WAYスタイル。

直座タイプの千本堂
高さ120cmで床に座してお祀りしやすく設置された千
本堂です。少し広めの幅で楽々お祀りができます。

■13×36　高：110cm 幅：41cm 奥：36cm

下台引出し1杯
※下台有効収納スペース
高：21.5cm　幅：50cm　奥：37cm

引出一体型のスライド式供物棚を外
せば、７寸までの骨壺が収納できます。

■18×40

■13×36

新
仏
壇
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門

門 -もん-
■材種：ウォールナット
■商品番号［30306］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：36cm　無：40cm  
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

落ち着きのある高級仏壇
ウォールナット無垢材の質感と唐木の装飾により
落ち着きのある高級な祈り空間となります。

家具の産地旭川でオーダー家具を中心に、
北欧スタイルのインテリア家具を作ってきた
経験豊かなクラフトマンシップによって、木
の温もりと手触りの良さを活かして造り上げ
られた温かくスタイリッシュなお仏壇です。

■1500　高：150cm 幅：56cm 奥：46cm

下台引出し2杯 /棚1枚
※下台有効収納スペース
高 :42.5cm 幅 :45.5cm 奥 :38cm

ウォールナット　  ¥1,017,000 ＋税
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セピア

セピア 

■扉を閉じてもご本尊様が見守ってくれます。

■材種：ナラ
■商品番号 ［30368］ 
上下台輪正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本伝統的な装飾技法を採用

極楽浄土に通ずる伝統的な装飾技法を
随所に採用した都市型モデルです。

■1500　高：150cm 幅：50cm 奥：42.5cm

下台引出し2杯 /棚2枚
※下台有効収納スペース
高 :58cm 幅 :43.5cm 奥 :38cm

須弥芯に極楽浄土の象徴である蓮の花の杢画をはめ込みました。 ダウンライト搭載

ナラ  ¥632,000＋税

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   天まで：41.5cm　ライト枠まで：35cm 
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 
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モート

モート 
■材種：ウォールナット
■商品番号 ［32850］　
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   39.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

異なる光の表情が魅力
生活シーンの中で厳かな祈りの空間を演出する次世代３Ｄ仏壇です。
通常時と３Ｄスライド時では異なる光の表情となるデザイン処理が魅力です。

【３Ｄスライド機能】
お祀り空間の内殿全体が前に出てきます。モートは３Ｄスライド時にダウンライトが背板
裏側からご本尊様を照らし荘厳な空間を演出します。
実用新案登録済［登録第3161075号］

下台引出2杯 /棚1枚
※下台有効収納スペース
高 :34cm 幅 :45.5cm 奥 :39cm

■1500　高：150cm 幅：50.5cm 奥：50cm
ウォールナット 　  ¥699,000＋税    
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ラグラス

ラグラス ■材種：オーク
■商品番号［32852］
上台輪正面表面材＝オーク（一方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
下台輪正面表面材＝オーク（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝オーク（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：32.5cm 　無：34.5cm 
B：上棚中央の奥行き   仏座有：10cm 無：12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

ゆとりのボクシースタイル
コンパクトさとは一線を画したゆとりのお祀りスペースを有する都市型
仏壇です。オークの明るい色合いの中にウォールナットのアクセントで
室内を明るい雰囲気にします。

下台引出1杯 /棚1枚
※下台有効収納スペース
　高 :46cm 幅 :55.5cm
　間口：39cm 奥 :38cm

【オープンフェイス機能＆本体外部膳引仕様】
扉を閉じた状態でもご本尊様を拝むことができるオープンフェイ
ス機能に加え、本体外部膳引仕様によってさらに広いお祀りスペー
スを確保しています。見た目もスッキリとシンプルです。

ＬＥＤライト搭載

■1500　高：150cm 幅：60cm 奥：44.5cm
オーク　  ¥716,000 ＋税
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憩 NEO

憩ＮＥＯ -いこいネオ -

■1500・ダーク色 ■1500・ライト色

■材種：ナラ　
■商品番号 ダーク色［32768］　ライト色［32769］
上下台輪正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   38.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

ダークとライト。明暗そろった新仏壇
大きめのサイズと使い勝手の良い４分割の外部引出が
魅力の都市型仏壇です。ダーク色とライト色からお選びいただけます。

■1500　高：150.5cm 幅：51cm 奥：47cm

下台引出し4杯　棚1枚
※下台有効収納スペース　高 :37cm 幅 :46cm 奥 :41cm

ＬＥＤライト搭載

各色   ¥448,000＋税
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■1500・ブラウン色 ■1500・ライト色

■材種：オーク（ブラウン色・ライト色）　
■商品番号 ブラウン色［33173］　ライト色［33174］
上下台輪正面表面材＝オーク（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝オーク（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝カンボジア

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：40㎝　無43.5㎝
B：上棚中央の奥行き   15㎝ 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5㎝

ゆとりのボクシースタイル
下台に経机を収納できる新型都市仏壇です。
ワイド型のため本格的なお祀りにも十分対応します。
色はオーク（ライト色・ブラウン色）の２種からお選びいただけます。

下台に経机が内蔵されています。　
経机寸法高：32cm　幅：40cm　奥：28cm

天井

■1500　高：150cm 幅：60cm 奥：45cm

各色   ¥352,000＋税

ジュリアン

ジュリアン

ネ
コ
部
収
納



【オープンフェイス方式】
扉を閉じた状態でもご本尊様を拝むことが可能な機能で
す。時に応じて異なるお祀り空間を演出します。

■ガラスとLEDライトによる背板演出照明付

ネコ部を裏返すとメモリーボックスになっています。 ●下台引出し1杯 /棚2枚
※下台有効収納スペース
高 :39cm 幅 :41cm 奥 :34cm
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ラティス 

■材種：ウォールナット　■商品番号［30441］
上　台輪正面表面材＝ウォールナット（一方厚板貼り）_主芯材＝天然合板
下　台輪正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装 )　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   38cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

高い技術と創作工夫により完成
工房の高い技術と創意工夫により完成されています。
ウォールナットのムク材を多用した高級仕様です。

■1400　高：140cm 幅：47cm 奥：45cm

ウォールナット 　  ¥799,000 ＋税

ラティス 



下台の上部引出には間仕切りがされていますので、故人の思い出や小
物の収納に便利です。

【３Ｄスライド機能】
お祈り空間である内殿全体がスライドし、前に出てきます。毎日のお供えやお掃除も楽々行える便利な機能です。
実用新案登録済 [登録第3161075号 ]
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■材種：ウォールナット
■商品番号［32849］
上台輪正面表面材＝ウォールナット （一方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
下台輪正面表面材＝ウォールナット （薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   39cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

独創性と高いクオリティ
デザイナーの独創性と
高いクオリティが新たな荘厳さを生みだした３Ｄ仏壇です。
随所に使いやすさへの配慮が施されています。

■1400　高：140cm 幅：50.5cm 奥：47cm

ウォールナット 　  ¥716,000＋税

フレッタ 

フレッタ

    



LEDライト搭載 灯りランマ 引出1杯 /棚1枚
下台有効収納スペース
高：41.5cm 幅：55.5cm 間口：37cm 奥：38cm
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レント 

■ウォールナット　
■商品番号 [32721]
上下台輪正面表面材＝ウォールナット(薄板貼り)_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット(薄板貼り)_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装 )　生産地＝日本 

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：39cm　無：41.5cm 

B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

ボクシースタイルのフロアモデル
ウォールナットの落ち着きのある表情の中に
シャープなアルミラインと鮮烈な光のラインが現代的な
荘厳さを演出するＢＯＸＹです。

■1400　高：140cm 幅：60cm 奥：43cm

ウォールナット 　  ¥716,000＋税

レント 
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Photo：レント



■1400・オークブラック色

下台引出しは間仕切りがされており、故人の想い出や小物などを
収納することが出来ます。

ガ
ラ
ス
棚
下
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ＲＩＮＮＥ

ＲＩＮＮＥ -リンネ-

■1400・オークホワイト色

■材種：オーク（ブラック色・ホワイト色）
■商品番号 ：ブラック色［32577］　ホワイト色［32578］
上下台輪正面表面材＝オーク（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝オーク（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   37.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

光が生み出す静寂空間
祈りの静寂空間を
スタイリッシュに創造します。

■1400　高：140cm 幅：45cm 奥：42.5cm

下台引出し2杯　供物棚スライド式
※下台有効収納スペース
（Ａ）高 :15.5cm 幅 :33cm 奥 :32cm
（Ｂ）高 :14.5cm 幅 :40.5cm 奥 :37.5cm

ＬＥＤライト搭載

各色　  ¥732,000 ＋税
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アダージョ

アダージョ

■1400・オークブラック色

■1400・オークホワイト色

■材種：オーク（ブラック色・ホワイト色）
■商品番号：ブラック色［32575］　ホワイト色［32576］
上下台輪正面表面材＝オーク（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝オーク（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   37.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

光が生み出す静寂空間
祈りの静寂空間をスタイリッシュに創造します。

■1400　高：140cm 幅：45cm 奥：42.5cm

須弥壇部分が取外せますのでそこから電球の交換が可能です。 下台引出し2杯　供物棚スライド式
※下台有効収納スペース
（Ａ）高 :15.5cm 幅 :33cm 奥 :32cm
（Ｂ）高 :14.5cm 幅 :40.5cm 奥 :37.5cm

ＬＥＤライト搭載

各色   ¥699,000 ＋税

下台引出しは間仕切りがされており、故人の想い
出や小物などを収納することが出来ます。
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美琴

■材種：ウォールナット
■商品番号：15号［33025］　20号上置［33023］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ：20号上置
A：上棚から天板までの高さ  24cm
B：上棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

仏匠の指物技術が魅せるモダンスタイル
シンプルな外観でありながら、
指物の技術により緻密で美しい造りこみが魅力
のお仏壇です。

下台引出は間仕切りがされており、故人の想い出や小物などを収
　納することができます。
※下台有効収納スペース
高：36.5cm 　幅：40cm　奥：38cm

■15号　お祀り仏具（しょうみょう舟立阿弥陀・詩仙型） ■20号上置

ＬＥＤライト搭載

美琴 -みこと- 

■20号上置　高：61.5cm 幅：45cm 奥：37.5cm

■15号　高：140.5cm 幅：45cm奥：42.5cm

ウォールナット   ¥325,000＋税

ウォールナット  ¥677,000＋税

■内陣サイズ：15号
A：上棚から天板までの高さ  41.5cm
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 



下台引出し2杯 /棚1枚
※下台有効収納スペース（棚取り外し時）
高 :32.5cm 幅 :40.5cm 奥 :37.5cm

ＬＥＤライト搭載内殿内のライト交換時、須弥壇部が取外せます。
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タイム

■天然木矢羽根模様

■材種：タモ
■商品番号［32407］
上下台輪正面表面材＝タモ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝タモ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：33.5cm 無：36.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

個性的な祈り空間を実現
ＷＯＯＤＹな表情と、内殿の創意的な光の用い方や
本尊ガラスステージで個性的な祈りの空間を実現しています。

■1400　高：140cm 幅：45cm 奥：43.5cm

タモ　  ¥632,000＋税

ＴＩＭＥ -タイム-



下台引出し2杯 /棚1枚
※下台有効収納スペース（棚取り外し時）
高 :32.5cm 幅 :40.5cm 奥 :37.5cm

ＬＥＤライト搭載【アダージョ】【ＴＩМＥ】とこのページに掲載のお仏壇
【梵（ＢＯＮ）】は須弥壇部分が外れますので、そこから電球の交
換が可能になります。電球は市販のものをご利用頂けます。
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梵

■扉中央部ウォールナットムク板

■材種：ホワイトオーク
■商品番号［30596］
上下台輪正面表面材＝ホワイトオーク（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ホワイトオーク（薄板貼り）・ウォールナット部（ムク板）
主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   36.5cm 
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

灯が生み出す癒しの表情
キーワードは「灯り」。
暖かい灯りの持つ癒しの表情を仏壇に取り入れ
和室・洋室いずれにも調和します。

■1400　高：140cm 幅：45cm 奥：43.5cm

ホワイトオーク   ¥598,000 ＋税

梵（ＢＯＮ） -ボン-
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ガーベラ

■1400・ウォールナット

■1400・カーリーメープル
ネコ部引出付

■材種：ウォールナット・カーリーメープル
■商品番号：ウォールナット［33181］　カーリーメープル［33182］
上下台輪正面表面材＝各材種 (薄板貼り)
戸板（扉）正面表面材＝各材種 (薄板貼り)
主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装 )　生産地＝カンボジア

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：36㎝　無：38㎝
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

戸板に象嵌が入ったＨ 1 4 0 0の都市型仏壇です。
価格以上の魅力を持つコストパフォーマンスに優れたタイプで、
ウォールナット・カーリーメープルの２種類からお選びいただけます。

■1400　高：140cm 幅：48.5cm 奥：45cm

各材種   ¥312,000＋税

ガーベラ

上段（棚）取外した状態 天井
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ルーナ

ルーナ 16号

多才なモダンデザイン
スリム、スモールでスタイリッシュがコンセプトのSシリーズで登場し、
大ヒット記録を樹立した「ルーナ」の１６号サイズです。

■材種：ウォールナット・タモ
■商品番号 ウォールナット［11804］　タモ［11817］
上下台輪正面表面材＝各材種（一方厚板貼り）　主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝各材種（薄板貼り）＋ガラス　主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：37cm　無：40cm 
B：上棚中央の奥行き  13.5cm　Ｒ型 
C：位牌棚脇の奥行き  11.5cm　Ｒ型 

■16号　高：139.5cm 幅：49cm 奥：43.5cm

各色    ¥687,000＋税

下台引出し1杯
※下台有効収納スペース
高：41cm　幅：43.5cm　奥：38cm

上段はネコ部分に収納できます。 ＬＥＤライト搭載



■14×40 タモ（アッシュ）

■14×40 ウォールナット
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仏座を仏器膳としても使用可能
ガラス入りの格子扉がモダンな印象を醸し出します。取外し式の仏座
は仏器膳としても使用することができます。

各色    ¥627,000＋税

ルーナ

ルーナ 14×40

■材種：ウォールナット・タモ
■商品番号：ウォールナット［11789］　タモ［11802］
上下台輪正面表面材＝各材種（一方厚板張り）　主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝各材種（薄板貼り）＋ガラス　主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ 
A：上棚から天板までの高さ  仏座有：27cm　無：30cm
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

多才なモダンデザイン
ガラス入りの格子扉がモダンな印象を醸し出します。
取外し式の仏座は仏器膳としても使用することができ
ます。上段は取り外してネコ部分奥へ収納が可能で、
置き場所に困りません。

■14×40　高：120cm 幅：43cm 奥：35cm

上段は取り外し式となっており、ネコ部
分奥に収納することができます。

下台有効収納スペース
高：36cm　幅：37.5cm　奥29.5cm

ＬＥＤライト搭載

ルーナ 18号上置
■材種：ウォールナット
■商品番号 ［11788］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（一方厚板貼り）　主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）+ガラス　主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：27cm　無：30cm 
B：上棚中央の奥行き  14cm 

■18号上置　高：54cm 幅：43cm 奥：35cm

ウォールナット    ¥433,000＋税

新
仏
壇



下台引出し1杯 /棚1枚
※下台有効収納スペース（棚取り外し時）
高 :37.5cm 幅 :42cm 奥 :39.5cm

ＬＥＤライト搭載３Ｄスライド機能

スラ
イド
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ラ・フォーレ

■1350・ローズ＋サペリ

■材種：ローズ＋サペリ　■商品番号［32694］ 
上下台輪正面表面材＝ローズ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝サペリ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装） 　生産地＝日本

■材種：ブラックチェリー＋ナラ　■商品番号［32742］
上下台輪正面表面材＝ブラックチェリー（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装） 　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   33cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

3D機能＋コンパクト
コンパクトなフロアタイプに初めて３Ｄスライド機能を採用しました。
一台二役のお値打ちモデルです。

■1350　高：135.5cm 幅：47cm 奥：44cm

各材種   ¥498,000＋税

ラ・フォーレ 

■1350・ブラックチェリー＋ナラ

    



広いお祀りスペースを確保するマルチ膳棚使用時にも使える
便利な一体型の引出。

ＬＥＤライト搭載下台引出し1杯　供物棚スライド式
※下台有効収納スペース
（A）高 :16.5cm 幅 :37cm 奥 :27cm
（B）高 :13cm 幅 :42cm 奥 :37cm
供物棚の奥に隠しBOX付

A

B
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ベロニカ

■材種：ウォールナット　
■商品番号［32918］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（三方厚板貼り）_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（ムク板）
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   32.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm（脇）

■1300　高：130cm 幅：46.5cm 奥：44.5cm

ウォールナット   ¥799,000 ＋税

ベロニカ
無垢ならではの温かみ
デザイナーのこだわりを高い技術力によって表現した
面形状は、無垢材ならではの温かみとボリュームを感
じさせます。



150

新
仏
壇

ヴィスナー

ヴィスナー 1300

■お祀り仏具（天妙2.5寸・光明3.5寸）

■材種：ウォールナット　
■商品番号 ［33166］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   44cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■1300　高：130.5cm 幅：55.5cm 奥：42.5cm

下台部分にもたっぷりの収納スペースがあります。

ウォールナット   ¥637,000＋税

桜満開人気の1300シリーズ
戸板や欄間に桜が咲き誇る1300サイズの新仏壇です。
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アイリス

アイリス ■材種：ウォールナット
■商品番号［32669］
上　台輪正面表面材＝ウォールナット（三方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
下　台輪正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央：34cm 脇：37cm
B：棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

■1300　高：130cm 幅：44.5cm 奥：42cm

下台引出し1杯＋隠し引出し付き棚1枚
※下台有効収納スペース（棚取り外し時）
高 :35.5cm 幅 :40cm 奥 :35.5cm

ＬＥＤライト搭載

ウォールナット   ¥500,000＋税

厨子型デザインのコンパクトモデル
コンパクトかつスタイリッシュにこだわりました。
ウォールナットとカーリーメープルによる明暗のツートンで全体を引締め、
天井や棚は六角形状で統一し、アール形状では出せないフォルムに仕上
げました。
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ヴェール

ヴェール 1300
■材種：ウォールナット
■商品番号［33019］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り)
戸板（扉 )正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り)
主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装 )
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   38.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■1300　高：130cm 幅：45cm 奥：43cm

ウォールナット   ¥498,000＋税

上台扉中央部にガラスを使用しており、
扉を閉じてもご本尊様が感じられます。
背板・棚部分に配した杢象嵌は目の錯覚により
立体的に見える効果を持っています。

■1300・ウォールナット

扉を閉じてもご本尊様を感じることができます 下台引出し１杯、棚１枚
※下台有効収納スペース
　高：41cm 幅：39.5cm 奥：37cm

ＬＥＤライト搭載
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ルプスII

■1300

■材種：ナラ
■商品番号［32981］
上下台輪正面表面材＝タモ（三方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　
生産地＝日本

■1300　高：130cm 幅：48cm 奥：43cm

下台引出し1杯
棚1枚
※下台有効収納スペース（棚取り外し時）
高 :29cm 幅 :42cm 奥 :37.5cm

仏座が取り外せます。

ＬＥＤライト搭載
ランマ・背板は一部ウォールナット

ナラ  ¥448,000＋税

色目も優しいスタンダードモデル
曲面扉が優しく、使いやすい外引出し仕様の
スタンダードモデルです。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：38.5cm　無：36.5cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

ルプス II・ハマナス

ハマナス

■材種：ナラ
■商品番号［36172］
上下台輪正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   32cm
B：棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

■1300　高：130cm 幅：46.5cm 奥：43.5cm
引出し2杯 /棚1枚
※下部有効収納スペース（棚取り外し時）
高 :34cm 幅 :39.5cm 奥 :39cm

ナラ   ¥431,000＋税

扉のボリューム感がインパクト大
扉のボリューム感と収納部の機能性で
高い人気を続けています。

新
仏
壇
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ヴィート

ヴィート 1300 / 18号上置

■1300・アイボリーホワイト　お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸）

下台には取り外し式の供物棚を採用。穴の位置を変更
することで3段階の高さに調節することができます。

ＬＥＤライト搭載

白の意を持つホワイトニューモデル
笠部分を薄く重ねることでスッキリとスマートな印象
に仕上げました。艶やかなアイボリーホワイト色は、
高級感を表現するとともに、白壁を主体とした現代
の住空間にも、ベストマッチです。

■材種：アイボリーホワイト　■商品番号：1300［33131］　18号上置［33122］
上下台輪正面表面材＝アイボリーホワイト
戸板（扉）正面表面材＝アイボリーホワイト（薄板貼り）　主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（クリア塗装）　生産地＝ベトナム

■内陣サイズ：1300
A：上棚から天板までの高さ   中央（仏座 有：29.5cm 無：31.5cm） 脇：34.5cm
B：上棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き       7cm 

■内陣サイズ：18号上置
A：上棚から天板までの高さ      中央（仏座 有：28cm 無：29cm） 脇：32cm
B： 上棚中央の奥行き  13.5cm 

■18号・アイボリーホワイト　お祀り仏具（天妙舟立阿弥陀4.5寸光明2.5寸）

■1300　高：130cm 幅：48cm 奥：41cm

■18号上置　高：53.5cm 幅：45cm 奥：34.5cm

アイボリーホワイト   ¥411,000＋税

アイボリーホワイト   ¥207,000＋税

1300のみ
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1300のみ

■内陣サイズ：1300
A：上棚から天板までの高さ   中央（仏座 有：29.5cm 無：31.5cm） 脇：34.5cm
B：上棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き       7cm 

■内陣サイズ：18号上置
A：上棚から天板までの高さ      中央（仏座 有：28cm 無：29cm） 脇：32cm
B： 上棚中央の奥行き  13.5cm 

メラン

メラン 1300 / 18号上置

■1300・お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸）

下台には取り外し式の供物棚を採用。穴の位置を変更す
ることで3段階の高さに調節することができます。

ＬＥＤライト搭載

価格以上の価値があります。
ギリシャ語で「黒」の意味をさすメランは幅広のカーリーメープル
1枚杢を使用し、杢の美しさを最大限に引き出したブラック塗装
で、価格以上の価値を感じられるお仏壇に仕上げました。

■材種：カーリーメープル　■商品番号：1300［33132］　18号上置［33123］　
上下台輪正面表面材＝カーリーメープル（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝カーリーメープル（薄板貼り）主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（クリア塗装）　生産地＝ベトナム

■1300　高：130cm 幅：48cm 奥：41cm

■18号上置　高：53.5cm 幅：45cm 奥：34.5cm

■18号・お祀り仏具（天妙舟立阿弥陀4.5寸光明2.5寸）

カーリーメープル  ¥471,000＋税

カーリーメープル  ¥237,000＋税



A

B

C
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プリエ

プリエ

■1300・ウォールナット

■材種：ウォールナット　■商品番号［32968］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ラッカー仕上（厚塗り塗装）　
生産地＝中国

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央：35.5cm 脇：38.5cm
B：棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■1300　高：130cm 幅：49cm 奥：42cm

下台引出し2杯 /棚1枚
※下台有効収納スペース
（Ａ）高 :6.5cm 幅 :41.5cm 奥 :25cm
（Ｂ）高 :17.5cm 幅 :37cm 奥 :32.5cm
（Ｂ）高 :6.5cm 幅 :31cm 奥 :25.5cm

クリアー塗装で輝くバーズアイメープル杢の背板中央部。 ＬＥＤライト搭載

ウォールナット   ¥364,000＋税

落ち着いた雰囲気で包み込む
背板、棚部分にクリア塗装のバーズアイメープル杢を用い落
着いた雰囲気を醸し出しています。お祀りに便利なマルチ膳
棚や下台内供物棚スライドなど機能面でも充実しています。
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シャルム

シャルム

■1300・パーズアイメープル ■1300・ウォールナット

■材種：ウォールナット・パーズアイメープル
■商品番号：ウォールナット［33082］　パーズアイメープル［33083］
上下台輪正面表面材＝※各材種（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（クリアー塗装） ※本体部（オープン塗装）
生産地＝カンポジア

■1300　高：128cm 幅：43cm 奥：40cm

下台内には引出1杯と可動棚が1枚付いています。 ＬＥＤライト搭載

各材種   ¥300,000＋税

コストパフォーマンスに優れたニューモデル
扉を天然杢の薄板貼りクリアー塗装で仕上げ、価格以上の魅
力を持つコストパフォーマンスに優れたH1300の都市型仏壇
です。パーズアイメープルとウォールナットの2種類からお選び
いただけます。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央：33cm 脇：36.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

下部有効収納スペース（棚取り外し時）
高 :42cm 幅 :38cm 奥 :27.5cm



■1300・ウォールナット
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フラン

フラン

■1300・オーク　お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸・光明3.5寸）

■材種：ウォールナット・オーク
■商品番号：ウォールナット［33144］　オーク［33145］
上下台輪正面表面材＝各材種（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝各材種（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝カンボジア

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   34.5cm
B棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

■1300　高：130cm 幅：46cm 奥：39.5cm

上段と中段を取外せるため、大きな仏象もお祀りすることが出来
ます。

ＬＥＤライト搭載

各材種   ¥275,000＋税

ストライクゾーンの具現化
シンプルなデザインの中に機能面では上段と中段が取り外せ、さら
に下台にスライド式の供物棚を装備しており、お祀りの幅を広げま
す。背板中央部の矢羽柄もワンポイントとなっています。



■1300・ウォールナット調
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タント

タント

■1300・紫丹調

■材種：ウォールナット調・紫丹調
■商品番号：ウォールナット調［33084］　紫丹調［33085］
上下台輪正面表面材＝調プリント（シート貼り）
戸板（扉）正面表面材＝調プリント（シート貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝カンポジア

■1300　高：130cm 幅：46cm 奥：39cm

ダウンライト

各材種   ¥217,000＋税

シンプルかつスタイリッシュ！
コストパフォーマンスに優れたお仏壇です。
ウォールナット調と紫丹調の２色からお選びいただけます。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央：35cm 脇：36cm 
B：上棚中央の奥行き   11cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 
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カルミア

カルミア

■1200・タモ（ダーク色）

■材種：タモ（ダーク色）
■商品番号［32908］
上下台輪正面表面材＝タモ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝タモ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ラッカー仕上（厚塗り塗装）　生産地＝中国

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   39.5cm
B棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

■1200　高：120cm 幅：48.5cm 奥：44cm

下台棚1枚
下台有効収納スペース（棚取り外し時）
高 :33.5cm 幅 :42cm 奥 :38.5cm

モダンな存在感を醸し出すニレ杢のモザイク。 ＬＥＤライト搭載

タモ   ¥310,000＋税

モダンな雰囲気でどんな部屋にも調和
シンプルなデザインですが、背板にはニレのモザイクを施し
モダンな存在感を醸し出しています。
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アザレア

■1200・タモ（ブラウン色）

下台に可動棚1枚
下台有効収納スペース（棚取り外し時）
A 高：12.5cm 幅：38cm 奥：26cm
B 高：27cm 幅：38cm 奥：31cm

天井

■材種：タモ（ブラウン色）
■商品番号［33180］
上下台輪正面表面材＝タモ(薄板貼り)
戸板（扉）正面表面材＝タモ(薄板貼り)
主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装 )
生産地＝カンボジア

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央：32.5㎝　脇：32.5㎝
B棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

■1200　高：120cm 幅：42cm 奥：35cm

タモ   ¥215,000＋税

シンプルなデザインでありながら
上台にマルチ膳棚を搭載するなど、使い勝手を考慮した
お仏壇です。

アザレア

A

B
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DAN

ＤＡＮ-だん-  

都市空間に馴染む仏壇にデザイン
天然記念物の屋久杉を
モダンに仕上げています。
都市型仏壇の中では大きいサイズの仏壇です。

■材種：屋久杉
■商品番号 ［30439］
上下台輪正面表面材＝屋久杉（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝屋久杉（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  44.5cm 
B：上棚中央の奥行き  13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き  7cm 

■20号　高：160cm 幅：61.5cm 奥：47.5cm

屋久杉    ¥1,089,000＋税

ＬＥＤライト1灯下台引出し2杯 /棚1枚
※下台有効収納スペース
高：30.5cm 幅：54cm 奥：41.5cm
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天霊

■材種：屋久杉
■商品番号 ［20335］
上下台輪正面表面材＝屋久杉（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝屋久杉（薄板貼り）　主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝日本現代的な六角厨子デザイン

屋久杉素材を現代的な
六角厨子デザインにまとめ上げました。
オープンフェイスやたいせつ箱など嬉しい機能が満載です。

下台引出し1杯 /棚1枚＋大切箱
※下台有効収納スペース
高：33cm 幅：42cm 奥：37cm

お祀り仏具（しょうみょう舟立阿弥陀・詩仙型）

み
か
げ
塗
り

ＬＥＤライト1灯

天霊 -てんれい- 

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  仏座有：33cm　無：35.5cm
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■1400　高：140.5cm 幅：47cm 奥：43.5cm

屋久杉    ¥955,000＋税

大
事
な
も
の
を
蓋
つ
き
の
箱
で

保
管
で
き
る
た
い
せ
つ
箱
付
。
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ひびき

ひびき  
■材種：屋久杉　
■商品番号［20482］
上下台輪正面表面材＝屋久杉（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝屋久杉（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗塗装）
生産地＝日本屋久杉で唯一の2WAY STYLE

将来上置仏壇として使えるだけでなく、
下台も有効活用できるように考えられたお仏壇です。

下台引出し ＬＥＤライト1灯

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ      仏座有：31cm 無：34cm
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   19cm 

■15×40　高：120cm 幅：48cm 奥：38.5cm

屋久杉    ¥603,000＋税
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あだし野

あだし野・心根

■材種：屋久杉
■商品番号［20350］
上下台輪正面表面材＝屋久杉（薄板貼り）　主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝屋久杉（薄板貼り）　主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）
生産地＝日本みかげ塗り使用の渾身の逸品

希少な屋久杉を現代的な表情にまとめ上げた
デザイナー渾身の逸品です。

ＬＥＤライト1灯

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  31.5cm
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

■23号上置　高：70cm 幅：43cm 奥：37cm

屋久杉    ¥553,000＋税

心根 -こころね-  

世界遺産に登録される
屋久島の超希少銘木屋久杉を
使用したお仏壇です。

■材種：屋久杉
■商品番号 ［20500］
上下台輪正面表面材＝屋久杉（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝屋久杉（薄板貼り）　主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ    28cm
B：上棚中央の奥行き   9cm
C：位牌棚脇の奥行き    8cm

■18号上置　高：54cm 幅：41cm 奥：34.5cm

屋久杉    ¥536,000＋税

下台引出し

ＬＥＤライト1灯

■お祀り仏具（垂敷蓮華座2.5寸・惺心）
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Photo：みたま座ネクスト
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直座（じかざ）スタイルとはリビングや和室の床に座ってお祀りする
シーンに合わせて設計されたお仏壇です。

みたま堂ネクスト
■18×40
チーク   P.175

みたま堂
■18×40
チーク   P.123

千本堂
■18×40
ウォールナット   P.174

照光堂
■17×42
ウォールナット   P.176

ドルチェ
■1200
ウォールナット   P.168

シリウス
■1200
ウォールナット   P.169

カシオペアDX
■1200
ウォールナット   P.170

アルドラ
■1200
ナラ   P.173

アイリス1200
■1200
ウォールナット   P.172

ノーヴァ
■1200
ウォールナット・チェリー   P.171

ラインナップ
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ドルチェ

ドルチェ ■材種：ウォールナット
■商品番号 ［32771］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット (薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット (薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）　生産地＝日本

ボクシースタイルの直座モデル
広がりのあるＢＯＸＹの内部で光を巧みに使い、印象的な祈りのステー
ジを創り出しています。
床に座して祈るのに適したサイズです。

※下台有効収納スペース
 (A）高：8.5cm 幅：32cm 奥 :30cm
 (B）高：20cm 幅：55.5cm 間口：39cm 奥 :39cm

■内陣サイズ　
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：41cm  無：44cm
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■1200　高：120.5cm 幅：60cm 奥：44cm

ウォールナット   ¥716,000＋税

ＬＥＤライト搭載

A

B
供
物
棚
ス
ラ
イ
ド
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シリウス

シリウス ■材種：ウォールナット
■商品番号 ［32811］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット (三方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット (薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）　生産地＝日本

一目でわかる丁寧な作り込み
床に座してお祀りしやすく設計された直座スタイルです。やさしい曲面
と丁寧な表情の作りこみで高級感あふれるお仏壇です。

柔らかなカーブを描くお祀り空間 下台引出し1杯　供物棚スライド式
※下台有効収納スペース　高：21cm 幅：45.5cm 奥：40cm

■内陣サイズ　
A：上棚から天板までの高さ  39.5cm
B：上棚中央の奥行き    12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き  最大：10cm 　最小：5.5cm 

■1200　高：120cm 幅：52cm 奥：46cm

ウォールナット   ¥567,000＋税

ＬＥＤライト搭載

町田 光
デーシーエスデザイン研究所代表
数々の国内家具コンテストにて受賞

designer
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カシオペア DX

カシオペアDX ■材種：ウォールナット
■商品番号 ［33155］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット (三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット (薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）　生産地＝日本ロングセラーをリモデル！

ロングセラーカシオペアのDNAを引き継ぎ、上下分離式にアップデー
トされています。下台にはスライド式の供物棚を装備し、膳引きと合
わせて多様なお祀りに対応しています。

下台部分にスライド式の供物棚を採用、膳引きと合わせて多様な
お祀りに対応しています。

■内陣サイズ　
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：30cm　無：31.5cm
B：上棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■1200　高：120cm 幅：56cm 奥：46.5cm

ウォールナット   ¥570,000＋税

■初代カシオペアと違い、上台と下台が分離型となっています
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ノーヴァ

■材種：ウォールナット　■商品番号［32598］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット (三方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット (薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）　生産地＝日本
■材種：チェリー　■商品番号［32599］
上下台輪正面表面材＝アルダー (三方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝チェリー (薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）　生産地＝日本

直座＋3D機能
直座スタイルと３Ｄ機能を兼ね備えた都市型仏壇です。
シックなウォールナットと明るいチェリーを揃えました。

■1200　高：120cm 幅：56cm 奥：48.5cm

各材種   ¥582,000＋税

ＬＥＤライト搭載下台引出し2杯
※下台有効収納スペース　高 :18.5cm 幅 :50cm 奥 :42cm

ノーヴァ

■チェリー ■ウォールナット

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   37cm
B：上棚中央の奥行き   11cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm
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アイリス 1200

アイリス1200
■材種：ウォールナット
■商品番号［32977］
上台輪正面表面材＝ウォールナット (一方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
下台輪正面表面材＝ウォールナット (薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット (薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  中央：33.5cm 脇：36.5cm
B：上棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

和洋を選ばないスタンダードデザイン
内壁を明るいカーリーメープル杢で仕上げた、おしゃれな都市型仏壇
です。下台内に収納可能な経机付。現代の生活様式に適した直座ス
タイルが祈りのシーンをより上質に引き立てます。

■1200　高：120cm 幅：54.5cm 奥：42cm
ウォールナット   ¥550,000＋税

下台内に収納可能な経机付。
下台引出1杯
下台有効収納スペース　高 :29cm  幅 :50cm 奥 :35cm

ＬＥＤライト搭載。内壁は明るいカーリーメープル杢仕上
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アルドラ

アルドラ ■材種：ナラ
■商品番号［32880］
上下台輪正面表面材＝ナラ (三方厚板貼り）_主芯材＝天然合板
戸板（扉）正面表面材＝ナラ (薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  中央：36.5cm 　脇：38cm
B：上棚中央の奥行き   14cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

革新的なデザインで包む木のぬくもり
ナラのナチュラルな表情と木工意匠であたたかさを感じさせるお仏壇です。
現代の生活様式に適した直座スタイルが祈りのシーンをより上質に引き立てます。

■1200　高：120cm 幅：54.5cm 奥：46cm

ナラ   ¥732,000＋税

マルチ膳棚使用時にも使える　便利な一体型の引出付 下台引出し2杯
※下台有効収納スペース　高 :32cm 幅 :29.5cm 奥 :38cm
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千本堂

千本堂 -せんぼんどう-
■材種：ウォールナット
■商品番号［20444］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット (ムク板）
大 戸 軸正面表面材＝ウォールナット (ムク板）
戸板 (扉）正面表面材＝ウォールナット (薄板貼り）
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   39.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

直座タイプの千本堂
高さ120ｃｍで床に座してお祀りしやすく設計された千本堂です。
少し広めの幅で楽々お祀りが出来ます。

■18×40　高：120cm 幅：57cm 奥：45cm

ウォールナット   ¥754,000＋税

下台引出し1杯
※下台有効収納スペース　高 :21.5cm 幅 :50cm 奥 :37cm

片岡 克仁
ICFFニューヨーク国際現代家具
見本市クラフトマンシップ賞受賞

ＬＥＤライト搭載

designer



175

新
仏
壇

みたま堂ネクスト

■材種：チーク
■商品番号 ［32693］
上下台輪正面表面材＝オバンコール (三方厚板貼り）
戸板 (扉）正面表面材＝チーク (薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  中央部 (桟まで：34.5cm  天まで：39cm）
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12cm 

3Dスライド機能搭載のみたま堂
内殿が前方にスライドすることで、ご本尊様がぐっと近づき、これ
までにない多彩なお祀りシーンを実現します。現代の生活様式に
適した直座スタイルが祈りのシーンをより上質に引き立てます。

■18×40　高：120cm 幅：56cm 奥：49.5cm

チーク   ¥634,000＋税

下台引出し2杯
※下台有効収納スペース
高：27cm 幅：29cm 奥：41cm

みたま堂ネクスト

    



照光堂 -しょうこうどう-  
■材種：ウォールナット
■商品番号 17×42［11762］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（一方厚板貼り）
大 戸 軸正面表面材＝ウォールナット（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝本黒丹（一方厚板貼り）
主芯材＝天然木（扉はＭＤＦ）
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏像台　有：32.5cm　無：35cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

■17×42　高：125cm 幅：52cm 奥：45.5cm

ウォールナット   ¥845,000＋税

匠の技が活きる趣深い造形美
狭幅唐木材を連結するさねはぎ技法により、杢の作る唯一無二の杢
目モザイクが風格を醸し出します。天井廻りの豪華さや、使い勝手の
良い外部引出も魅力です。
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■17×42・ウォールナット・お祀り仏具（吉祥華台座2.5寸・詩仙型）

照光堂

ＬＥＤライト搭載お祀りに便利な引出付のスライド式供物棚。



さらにスモールでスタイリッシュ！
スリムでスモールなサイズ、スマートなスタイル、シンプルでスタイリッシュな
デザインをコンセプトに、これらの５つのキーワードの頭文字がすべてSとな
ることから「S-シリーズと名付けました。

S-シリーズのお仏壇は上台を上置仏壇として、下台は収納家具としてそれぞ
れ違った用途で使用できたり、骨壷が収納できるようスペースを確保したも
のや、パーツをセレクトしてお好みに応じてアレンジすることができるなどの
機能的なデザインを取り入れ、視覚的な満足感とともに充実した使用感を得
られる現代のライフスタイルに適合した個性的なラインナップとなっています。
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昇華

昇華 -しょうか-  

■14×40・紫丹系・お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸・惺心）

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［11794］　本黒丹［11795］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）_主芯材＝天然木
大戸軸正面表面材=※各材種（一方厚板貼り）_主芯材＝天然木
戸板 (扉 )正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）_主芯材＝MDF
※紫丹系はグラナディロとなります。
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   31cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm（六角形） 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm（六角形） 

 

■14×40　高：120.5cm 幅：45cm 奥：39cm

欄間や棚中央部にはみかげ塗りを施し豪華なお祀り空間を演出
します。

ＬＥＤライト搭載下台部にはレリーフガラスを使ったスライド式の供物棚を備え機
能面でも優れています。7寸までの骨壺が収納できます。

紫丹系   ¥895,000＋税

本黒丹   ¥1,005,000＋税

さねはぎ技法とみかげ塗りの豪華モデル
狭幅唐木材を連結して作られる（さねはぎ技法）扉が高級感を生み出し
ています。欄間や棚中央部にはみかげ塗りを施し豪華なお祀り空間を
演出します。下台部にはレリーフガラスを使ったスライド式の供物棚を
備え機能面でも優れています。



179

新
仏
壇

花祭

花祭 -はなまつり-  

■14×40・本黒丹・お祀り仏具（天空座釈迦2.5寸・光明2.5寸）

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［11852］　本黒丹［11853］　
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
大戸軸（扉）正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝各材種（ムク板）　主芯材＝天然木
※紫丹系はグラナディロとなります。
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   27cm 
B：上棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■14×40　高：121cm 幅：45cm 奥：40cm

ＬＥＤライト搭載

本黒丹   ¥888,000＋税

紫丹系   ¥788,000＋税

伝統型2WAY-STYLE
伝統型唐木の壮厳感をそのままにコンパクトなサイズで製作しました。
背板中央部には様々な種類のブローチをあしらい華やかさを演出して
います。将来的に上台は上置仏壇として、下台は収納家具として使用
できるように下台天板をフラットにできる工夫ををしています。



■紫丹系
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若草

若草 -わかくさ-

■本黒丹

■材種：紫丹系・本黒丹
■商品番号：紫丹系［11792］　本黒丹［11793］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）_主芯材＝MDF
※紫丹系はグラナディロとなります。
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   31.5cm
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm  

■14×40　高：120cm 幅：43cm 奥：37.5cm

前面からLED照明の交換が可能です。下台にはお祀りに便利な引出一体型のスライド式供物棚が付いて
います。7寸までの骨壺が収納できます。

ＬＥＤライト搭載
背板中央部のダイノックシートがアクセントとなっています。

紫丹系   ¥687,000＋税

本黒丹   ¥754,000＋税

棚周りから漏れるやさしい光がポイント
背板中央部には独特の光沢感が魅力の耐久性に優れるダイ
ノックシートで加飾し、棚周りから漏れるやさしい光がお祀り
の空間を演出します。下台にはお祀りに便利な引出一体型の
スライド式供物棚を備えています。



■14×40・ウォールナット
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ルーナ

ルーナ 14×40

■14×40・タモ

■材種：ウォールナット・タモ
■商品番号：ウォールナット［11789］　タモ［11802］
上下台輪正面表面材＝各材種（一方厚板張り）　主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝各材種（薄板貼り）＋ガラス　主芯材＝天然木
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：27cm　無：30cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm
C：位牌棚脇の奥行き   7cm

■14×40　高：120cm 幅：43cm 奥：35cm

下台内には7寸までの骨壺を収納できます。上段は取外し式となっており、ネコ部分奥に収納することができ
ます。

ＬＥＤライト搭載

各材種  ¥627,000＋税

モダンデザイン
ガラス入りの格子扉がモダンな印象を醸し出します。取り外し
式の仏座は仏器膳としても使用することができます。上段は取
り外してネコ部分奥へ収納が可能で、置き場所に困りません。
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ユニオン

ユニオン

■お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸・光明2.5寸）

■材種：ウォールナット
■商品番号［33076］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝MDF
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央：27cm　脇：29cm
B：棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■14×40　高：120cm 幅：44.5cm 奥：38cm

思い出を大切にできるメモリアルスペース付。 ＬＥＤライト搭載

ウォールナット   ¥562,000＋税

メモリアルスペース+2WAY
思い出を大切にできるメモリアルスペースを設けた
スタイリッシュなお仏壇です。
将来的に上台は20号サイズの上置、下台はキャビネットとして
使用可能な汎用性にも優れたお仏壇です。
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ハイデ

ハイデ ■材種：ウォールナット
■商品番号［11796］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（一方厚板貼り）_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝天然木
 表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■13×36　高：110cm 幅：41cm 奥：35cm

上段は取外し式となっており大きなサイズの仏像、位牌にも対応
できます。上段は、隠し収納としても使用できるネコ部分奥に収
納することができます。

膳引き使用時にも使える便利な一体型引出。 ＬＥＤライト搭載

ウォールナット  ¥523,000＋税

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：26.5cm 無：29.5cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm（R型） 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm（R型）  

将来的に下台はフラップ扉収納家具
下台は飾り棚付フラップ扉収納家具としてお使いいただけます。
取外し式の仏座は仏器膳としても使用することができます。
上段は取外し式になっており、さらにそれを収納するスペース
も設けています。
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ラメット

ラメット

■お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸・シンシア）

■材種：ブラックチェリー
■商品番号［33075］
上下台輪正面表面材＝ブラックチェリー（薄板貼り）_主芯材＝MDF
戸板（扉）正面表面材＝ブラックチェリー（薄板貼り）_主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   22cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9.5cm 

■13×38　高：115cm 幅：42cm 奥：36cm

下台内にはお祀りに便利な引出一体型のスライド式供物棚が付い
ています。

ブラックチェリー   ¥461,000＋税

引出一体型スライド式供物棚付
イタリア語で小枝の意味を持つSシリーズモデルです。下台内
にはお祀りに便利な引出一体型のスライド式供物棚を備えて
います。
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暁

暁 -あかつき-
■材種：紫丹系　■商品番号［20508］
上下台輪正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
主芯材＝MDF　表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）　生産地＝日本

■材種：黒丹　■商品番号［20509］
上下台輪正面表面材＝マルク黒丹（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝マルク黒丹（薄板貼り）
主芯材＝MDF　表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）　生産地＝日本

■13×36　高：110cm 幅：41cm 奥：35.5cm

下台内に7寸までの骨壺を収納出来ます。 ＬＥＤライト搭載

各材種   ¥453,000＋税

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：27cm　無：30cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm

Sシリーズで2WAYの新風モデル
取外し式の仏座は仏器膳としても使用することができる新風
モデルです。将来的に上台は18号サイズの上置、下台は収納
家具として使用可能な汎用性にも優れたお仏壇です。
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千本堂

千本堂 13×36
■材種：ウォールナット
■商品番号 ［20525］
上下台輪正面表面材=ウォールナット（ムク板）
大 戸 軸正面表面材=ウォールナット（ムク板）
戸板（扉）正面表面材=ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■13×36　高：110cm 幅：41cm 奥：36cm

引出一体型のスライド式供物棚を外し下せば、７寸までの骨壺が
収納できます。

天井

ウォールナット   ¥627,000＋税

大ヒットモデルのSシリーズ化
モダンな千本格子の意匠が室内で落ち着いた空間を創る和モダンシ
リーズの大ヒット商品「千本堂」がSシリーズに登場です。小ぶりで可
愛らしいサイズで、将来上台を上置として使用した際に下台を有効活
用できるよう天板をフラットにできる工夫をした2WAYスタイル。

■13×36・ウォールナット

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  中央：26.5cm　脇：26.5
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm（R型） 



■13×36・ウォールナット

187

新
仏
壇

セレッソ

セレッソ ■材種：ウォールナット・タモ
■商品番号：ウォールナット［33104］　タモ［33105］
上下台輪正面表面材＝※各材種（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）
主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央：23.5cm 脇：25cm 
B：上棚中央の奥行き   11cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

■13×36　高：106cm 幅：40cm 奥：34cm

下台内に7寸までの骨壺を収納出来ます。 ＬＥＤライト搭載

各材種  ¥476,000＋税

Slim SmallでSakuraのS
スリム、スモール、スタイリッシュがコンセプトのS-Seriesに
可憐な桜の象嵌がチャーミングなニューフェイスの登場です。
セレッソとはスペイン語で桜の意味です。

■13×36・タモ
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スタット

スタット

■1200・ウォールナット・お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸・光明2.5寸） ■1200・メープル

■材種：ウォールナット・メープル
■商品番号：ウォールナット［33169］　メープル［33170］
上下台輪正面表面材＝※各材種（ムク）
大戸軸＝各材種（ムク）
戸板（扉）正面表面材＝ガラス
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■1270　高：127.5cm 幅：38cm 奥：35.5cm

ＬＥＤライト搭載

各材種   ¥402,000＋税

イタリア語で小枝の意味を持つ都市型モデルです。
■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   28cm
B：上棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   19cm 



引出1杯

H.14.5cm
W.26cm
D.26cm

H.34cm
W.26cm
D.26cm
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サンクチュアリ

サンクチュアリ ■材種：ウォールナット
■商品番号［33104］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝MDF
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）_主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装 )　生産地＝日本

■1200　高：120cm 幅：38cm 奥：38cm

下部内に7寸までの骨壺を収納出来ます。 ＬＥＤライト搭載

ウォールナット  ¥552,000＋税

近未来型仏壇が登場！
町田デザイナーによる近未来型の祈りの提案です。
扉の内側にお祀りできる棚を配し、中央部には上部の本尊ス
ペースよりダウンライトの灯りがもれるしくみになっています。

H.25cm
W.26cm
D.14cm

H.22cm
W.26cm
D.16cm



■1100・ウォールナット

中
央
部
跳
ね
上
げ
扉
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ソフィア

ソフィア

■1100・タモ・お祀り仏具（天空2.0寸・光明3.0寸）

■材種：ウォールナット・タモ
■商品番号：ウォールナット［33164］　タモ［33165］
上下台輪正面表面材＝※各材種（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（薄板貼り）
主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   25.5cm
B：棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■1100　高：110cm 幅：30cm 奥：32.5cm

オープンフェイス方式をとり入れお祀りの時に扉がはみ出さず、
スッキリとした佇まいでインテリアにマッチします。

ＬＥＤライト搭載

各材種   ¥563,000＋税

スモールサイズのプレタポルテ
コンパクトサイズで、オープンフェイス方式をとり入れお祀りの時に扉がはみ出さ
ず、スッキリとした佇まいでインテリアにマッチします。全体的にシンプルにまとめ
ていますが、中央部跳ね上げ式の扉を開けると、引き出し付きのスライド式供物
棚を備え小さいながらも機能的にお祀りが出来るようになっています。
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■1100・ウォールナット・お祀り仏具（天空2.0寸・光明3.0寸） ■1100・オーク（ライト色）

フィーネ

フィーネ ■材種：ウォールナット・オーク（ライト色）
■商品番号：ウォールナット［33160］　オーク［33161］
上下台輪正面表面材＝※各素材（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝※各素材（薄板貼り）
主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝カンボジア

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：23.5cm　無24.5cm 
B：上棚中央の奥行き   11cm 
C：位牌棚脇の奥行き   5cm 

■1100　高：110cm 幅：31cm 奥：30cm

上段取外しで多様なお祀りに対応できます。 ＬＥＤライト搭載

各材種  ¥225,000＋税

コスパに優れたスリムスタイル
安置場所を選ばないスリムなスタイルです。
上段取外し式で多用なお祀りに対応できます。
ウォールナットとタモの2種類からお選びいただけます。
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テーネ

テーネ

■1200・ナラ

■材種：ナラ
■商品番号［32951］
上下台輪正面表面材＝タモ（三方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
台　天板　正面表面材＝タモ（三方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
足部分　正面表面材＝タモ（ムク板）
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：30.5cm　無32.5cm
B：棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■1300 高：130cm 幅：60cm 奥：48.5cm
　仏壇本体 高：70cm 幅：47cm 奥：44.5cm

ＬＥＤライト搭載仏壇置台引出部には天板が付いていますので、供物棚としてもお
使いいただけます。

ナラ   ¥515,000＋税

仏壇＋台＋椅子
クラシックな意匠をリ・デザインし、存在感のあるモダンな表情に
仕上げました。仏壇本体と仏壇置台、椅子のセットです。
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プラド

プラド ■材種：ウォールナット＋カリン
■商品番号［32689］
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（三方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝カリン（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
台天板＝ウォールナット（三方厚板張り）＿主芯材＝MDF
足部分＝ウォールナット（ムク板）
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■1250 高：126.5cm 幅：60cm 奥：40cm
　仏壇寸法 高：52cm 幅：40cm 奥：30.5cm

専用台（棚・LEDライト付）台輪引出し1杯 ＬＥＤライト搭載

ウォールナット+カリン  ¥481,000＋税

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   27.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10.5cm 

仏壇＋台
クラシックな意匠をリ・デザインし、存在感のあるモダンな表
情に仕上げました。仏壇本体と仏壇置台のセットです。
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エーデル

エーデル

■材種：タモ
■商品番号［11875］
上台輪正面表面材＝グラナディロ(三方厚板貼り)
下台輪正面表面材＝タモ(薄板貼り)
戸板（扉）正面表面材＝タモ(薄板貼り)
主芯材＝MDF
表面仕上＝ウレタン仕上 (オープン塗装 )　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：23.5cm 　無：25cm
B：棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■1350　高：135cm 幅：62cm 奥：43.5cm

2WAY分離後、下台もお位牌や具足を買い足す事で第二の仏壇
としても使用できます。

タモ   ¥637,000＋税

将来的には2台の仏壇へ
実家からの独立や引っ越しを機会に台付きから上置に買い替えるケースが
増えてきました。エーデルは2 WAY分離後も下台をお仏壇として使用可能。
1台で2台のお仏壇へと使い分けることができます。

背板にダイノックシート使用 上台サイズ　高：56cm　幅59cm　奥39.5cm
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サルビア

サルビア ■材種：ナラ
■商品番号［36174］
上下台輪正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ナラ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   32cm
B：棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10.5cm 

■950　高：95cm 幅：46.5cm 奥：43.5cm

下部引出し2杯
※引出し内寸
上 高 :6cm 　幅 :37cm 奥 :29cm
下 高 :9.5cm 幅 :37cm 奥 :29cm

ナラ   ¥377,000＋税

存在感あふれる大きな扉
高さが95cmと小柄サイズですが、厚めの大きな扉で
ボリュームあふれる存在感のあるお仏壇です。

ダウンライト搭載
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高さ90ｃｍの仏間にピッタリ収まるサイズです。
本体下部には経机使用時にも引出が使える引
出一体型スライド式経机を内蔵し、お祀りに便
利な機能性を持っています。
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アローネ ■材種：オーク
■商品番号［32989］
上下台輪正面表面材＝オーク（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝オーク（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   36cm
B：棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■880　高：88cm 幅：54.5cm 奥：46cm

本体下部が経机式になっています。
経机使用時でも自由に使う事の出来る引出しがついています。

ＬＥＤライト搭載
背板にカーリーメープルを使用

オーク   ¥463,000＋税

すっきりとした杢目がインテリアに調和
巧みに使用された
内部照明がご本尊様を引き立てます。

小
物
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に
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■タモ（ライト色 ) ■タモ（ダーク色 )

ディール・アローネ

ディール ■材種：タモ（ライト色・ダーク色）
■商品番号：ライト色［32894］　ダーク色［32895］
上下台輪正面表面材＝タモ（三方厚板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝タモ（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   34.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■880　高：88cm 幅：56cm 奥：45cm

本体下部が経机式になっています。経机使用時でも自由に使う
事の出来る引出しがついています。

ＬＥＤライト搭載

各色  ¥496,000＋税

シンプルなアルミラインがアクセント
シャープなアルミラインが現代的な荘厳さを演出します。
カラーも明るい木質感のライト色と高級感のあるダーク色か
ら選べます。

下部引出し1杯
※引出し内寸 高 :8cm 幅 :41cm 奥 :29cm

下部引出内寸　高 :8cm 幅 :41.5cm 奥 :31.5cm

小
物
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に
便
利
な
小
引
出
し
付
き
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リブラ・ドマーニ

リブラ ■材種：ブラックチェリー
■商品番号［32244］　
上下台輪正面表面材＝ブラックチェリー（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝ブラックチェリー（薄板貼り）_主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   33cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■880　高：88cm 幅：53.5cm 奥：44cm
ブラックチェリー   ¥379,000＋税

明るい木質感がお部屋にマッチ
高さ３尺（90ｃｍ）の仏間にピッタリ収まるサイズです。
明るい木質感と便利な機能でベストセラー仏壇です。

■下部引出し1杯
※引出し内寸高：8cm 幅：39cm 奥：27.5cm

本体下部が経机式になっています。経机使用時でも自
由に使う事の出来る引出しがついています。

ダウンライト

ドマーニ ■材種：ウォールナット
■商品番号［32447］
上下台輪正面表面材＝くるみ（三方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   32.5cm
B：棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■880　高：88cm 幅：56.5cm 奥：45.5cm

ウォールナット   ¥446,000＋税

無駄のないシンプルなデザイン
高さ３尺（90ｃｍ）の仏間にピッタリ収まるサイズです。
幅が広めでゆったりとしたお祀りが出来ます。

ＬＥＤライト搭載

本体下部が経机式になっています。
経机使用時でも自由に使う事の出来る引出しがついてい
ます。
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■材種：紫丹系
■商品番号：紫丹系［32892］　
上下台輪正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝グラナディロ（薄板貼り）
主芯材＝ＭＤＦ
表面仕上＝ラッカー仕上（厚塗り塗装）　生産地＝中国

■材種：紫丹系・本黒丹　■商品番号：紫丹系［11878］　本黒丹［11879］　
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）_主芯材=天然木
戸板（扉）正面表面材＝※各材種（ムク板）
大 戸 軸正面表面材＝※各材種（二方厚板貼り）_主芯材=天然木
主芯材＝天然木　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）　生産地＝日本
※各材種=紫丹系はグラナディロになります。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   36.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10.5cm 

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   33cm  
B：上棚中央の奥行き   15cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■880　高：88cm 幅：54cm 奥：45cm

■880　高：88cm 幅：56cm 奥：46.5cm

紫丹系   ¥327,000＋税

紫丹系   ¥754,000＋税

本黒丹   ¥871,000＋税

唐木タイプの880サイズ
グラナディロ材を使用した唐木のお仏壇です。
シンプルなデザインながら、荘厳さを醸し出しています。

小ぶりながらも機能性抜群
人気の880サイズの唐木仏壇です。お祀りに便利な供物棚ス
ライド式を兼ね備えたハイグレードタイプとなります。

朝 日 -あさひ -

明香 -みょうこう -

本体下部が経机式になっています。経机使用時でも自由
に使う事の出来る引出しがついています。

本体下部が経机式になっています。経机使用時でも自
由に使う事の出来る引出しがついています。

ＬＥＤライト搭載
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仏壇が小型化してきている近年、上置仏壇の需
要も年々高まってきています。マンションのリビ
ングなどの棚の上やテレビボードなど、森正では
多種多様なスペースに合わせて使っていただける
よう、豊富なデザインとサイズ展開しています。

上
置
仏
壇


