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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。
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光堂・風神雷神上置

国宝金色堂の内陣を再現
世界文化遺産に登録された国宝金色堂のきらびやかな内陣を唐木装
飾に再現しています。工芸美に包まれた落ち着きある荘厳空間です。

俵屋宗達の豪華な世界
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。

■紫丹

■紫丹

中尊寺 光堂 -ひかりどう-

俵屋宗達 風神雷神上置 -ふうじんらいじん-

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

本黒丹   ¥1,052,000＋税

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

本黒丹   ¥1,052,000＋税

■材種：紫丹・本黒丹　■商品番号：紫丹［11088］　本黒丹［11089］
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。

■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   仏座有：33　無：35.5 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 

■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 
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燕子花上置・泰山

尾形光琳の圧倒的な世界観
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。

祈りの場を生み出す荘厳さを
感じていただける伝統型唐木上置仏壇です。

■紫丹系

■紫丹

尾形光琳 燕子花上置 -かきつばた-

泰山 -たいざん-

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

本黒丹   ¥1,012,000＋税

■20×28　高：84.5cm 幅：64cm 奥：49cm
各材種  ¥799,000＋税

■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。

■材種：紫丹系・本黒丹・本欅
■商品番号 紫丹系［32550］　本黒丹［32551］　本欅［32615］
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   29.5cm
B：上棚中央の奥行き   15.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■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   17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 
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照月・常花

ゆったり感を生みだす
弓形の棚割りが魅力の20×28サイズの上置仏壇です。

上置仏壇でありながら、
ネコ部分にも引出収納が付いています。

■16×23・紫丹系 ■16×23・本黒丹

照月 -しょうげつ-

常花 -じょうか-

■20×28　高：85cm 幅：64.5cm 奥：45cm
紫丹系   ¥305,000＋税

■18×25　高：76cm 幅：59.5cm 奥：44cm

各材種   ¥639,000＋税

■16×23　高：70cm 幅：53.5cm 奥：44cm

各材種   ¥585,000＋税

■材種：紫丹系
■商品番号 ［32870］
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

■材種：紫丹系・本黒丹・本欅
■商品番号　18×25 紫丹系［32702］　本黒丹［32703］　本欅［32704］
　　　　　　16×23 紫丹系［32546］　本黒丹［32547］　本欅［32548］
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   35.5cm 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10.5cm 

■内陣サイズ：18×25

A：上棚から天板までの高さ   27.5cm 
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：16×23
A：上棚から天板までの高さ   23cm 
B：上棚中央の奥行き   15.8cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10.5cm 
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シクラメン・カンナ

扉にブロンズガラスを用いた
都会的なデザインの25号上置です。

ＬＥＤ照明やマルチ膳棚など、
お祀りに便利な機能が充実しています

■紫丹系

外部膳引き仕様

シクラメン

カンナ

■25号上置　高：75.5cm 幅：49.5cm 奥：42.5cm
カリン   ¥379,000＋税

■25号上置　高：75.5cm 幅：45cm 奥：39cm
紫丹系  ¥267,000＋税

■材種：カリン　■商品番号［32824］
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：紫丹系
■商品番号 ［32907］
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

■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   9.5cm 

■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   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11.5cm 
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■ウォールナット
■タモ

ヴィスナー・デイジー

戸板や欄間に桜が咲き誇る25号サイズの上置です。
ウォールナットとタモの２種類からお選びください。

25号サイズベストセラー「善」のデザインを周到しスッキリとアップ
デートされています。また下部に引き出し付きのスライド式供物棚を装
備し、機能面でも改善されています。

ヴィスナー上置

デイジー

■25号上置　高：76cm 幅：44.5cm 奥：42cm
各材種   ¥412,000＋税

■25号上置　高：75cm 幅：48cm 奥：46cm
ウォールナット   ¥352,000＋税

■材種：ウォールナット・タモ
■商品番号　ウォールナット［33153］　タモ［33154］ 
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

■材種：ウォールナット
■商品番号［33156］
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

■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   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   中央：27 脇：28.5 
B：上棚中央の奥行き   13cm 
C：位牌棚脇の奥行き   10cm 
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善・桜浪漫上置

人気のウォールナットとダイナミックなフォルムで
ベストセラーの25号上置です。

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。

■16×23・紫丹系

ランマ・須弥壇・ネコ部に紫丹系天然杢を採用

■15×20・本黒丹

善 -ぜん-

桜浪漫上置 -さくらろまん-

■25号上置　高：75.5cm 幅：49cm 奥：42.5cm
ウォールナット   ¥305,000＋税

■材種：ウォールナット
■商品番号［30215］
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   32cm
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■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

■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。

■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 

■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 
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ランマ・須弥壇・ネコ部にみかげ塗り入り

あだし野・蒼雲

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。

ランマを透かし彫りで
スッキリとさせた、唐木仏壇上置です。

あだし野

蒼雲 -そううん-

■23号上置　高：70cm 幅：43cm 奥：37cm
屋久杉   ¥553,000＋税

■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

■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 

■16×23　高：70cm 幅：51cm 奥：43.5cm

各材種   ¥454,000＋税

■15×20　高：61cm 幅：48cm 奥：36cm

各材種   ¥419,000＋税

■材種：紫丹系・本黒丹・本欅
■商品番号　16×23　紫丹系［32620］　本黒丹［32621］　本欅［32622］
　　　　　　15×20　紫丹系［32616］　本黒丹［32617］　本欅［32618］
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：16×23

A：上棚から天板までの高さ   26cm 
B：上棚中央の奥行き   17cm 
C：位牌棚脇の奥行き   11cm 

■内陣サイズ：15×20
A：上棚から天板までの高さ   23cm 
B：上棚中央の奥行き   13.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 

■15×20・紫丹系 ■15×20・本黒丹
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おりづる・パステル

背板のシャープなフォルムと
欄間のソフトな曲面装飾で
現代的な祈りの場を実現しています。

須弥壇に極楽浄土の象徴「蓮の花」を配し
扉を閉めてもガラスを通してご本尊様を拝めます。

おりづる

パステル

■22号上置　高：66cm 幅：45.5cm 奥：35.5cm
カリン   ¥335,000＋税

■22号上置　高：66cm 幅：45.5cm 奥：35.5cm
ナラ   ¥361,000＋税

■材種：カリン
■商品番号 ［30246］
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

■ナラ：商品番号［30369］
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）+ガラス　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：26　無：28.5cm
※：上棚からライト枠までの高さ  仏座有：20.5　無：23cm
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
A：上棚から天板までの高さ   天まで：30.5　ライト枠まで：22
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 
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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が重厚感を漂わせたプレミア
ムと呼ぶに相応しい仏壇です。

風皇上置 -ふうおう-
■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・永遠桜上

唐木の質感を活かした
スッキリとしたデザインの為、
和・洋室どちらにもマッチするお仏壇です。

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

本黒丹   ¥587,000＋税
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七歌上置・美琴上置

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。

美琴上置 -みこと-

■20号上置　高：61.5cm 幅：45cm 奥：37.5cm
ウォールナット   ¥325,000＋税

■材種：ウォールナット
■商品番号［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
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 

■20号上置

背板の照明効果で、
ご本尊様に後光が差したような
美しい演出ができます。

七歌上置 -ななか-

■20号上置・お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸・シンシア）　

■18号上置　高：55cm 幅：41cm 奥：37.5cm

紫丹系   ¥332,000＋税

■16号上置　高：50cm 幅：37cm 奥：34cm

紫丹系   ¥322,000＋税

■20号上置　高：61.5cm 幅：45cm 奥：37.5cm

紫丹系   ¥342,000＋税

■材種：紫丹系　■商品番号：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：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：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：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 上
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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

おぼろ桜上置 ■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

■20号上置　高：60cm 幅：48cm 奥：35.5cm
ウォールナット   ¥469,000＋税

■内陣サイズ 

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 

おぼろ桜上置・オーフェン

オーフェン

■20号上置　高：59cm 幅：58cm 奥：34cm
ウォールナット   ¥369,000＋税

■材種：ウォールナット
■商品番号［33157］ 
上下台輪正面表面材＝ウォールナット（三方厚板貼り）
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＝カリン（薄板貼り）　主芯材＝MDF　生産地＝日本
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ   20.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

広くお祀りができるワイド型20号上置です。
本体外部に引出付きの膳引きを装備しており、お祀りの幅を広げます。

上
置
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みたま殿・日和

ガラス入りの格子扉は扉を閉じてもご本尊様を感じることが
できます。下台輪の上に浮かぶように設計された新しい形状
の本体は、小さいながらも存在感を醸し出します。

日和 -ひより-

■20号上置　高：61cm 幅：45.5cm 奥：35cm
タモ+ウォールナット   ¥325,000＋税

紫丹系   ¥349,000＋税

■材種：紫丹系・タモ＋ウォールナット
■商品番号：タモ＋ウォールナット［33016］　紫丹系［33015］
上下台輪正面表面材＝タモ（薄板貼り）　※紫丹系=グラナディロ（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝ウォールナット（薄板貼り）　※紫丹系=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
A：上棚から天板までの高さ  25.5cm
B：上棚中央の奥行き   10.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8.5cm 

■タモ+ウォールナット■紫丹系 お祀り仏具（天妙座釈迦2.5寸・詩仙型）

チーク杢とウォールナット無垢材
との組合せが、高級感を醸し出します。

みたま殿

■20号上置　高：61cm 幅：46cm 奥：38cm
チーク   ¥357,000＋税

■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）
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 
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ウォールナット無垢の材質感と
工芸デザインで上質な祈りの場となります。

ロベリア ■材種：ウォールナット
■商品番号：20号上置［30468］　18号上置［30438］
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（ムク板）　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■18号上置　高：54cm 幅：42cm 奥：35cm

ウォールナット   ¥294,000＋税

■20号上置　高：60cm 幅：46cm 奥：35cm

ウォールナット   ¥320,000＋税

■内陣サイズ 18号上置
A：上棚から天板までの高さ   24.5cm 
B：上棚中央の奥行き   8cm 
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   27cm 
B：上棚中央の奥行き   8cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

ロベリア・VⅡ上置

上段取外し式なので
大きな仏像等をお祀りすることが出来ます。

ルプスⅡ上置 ■ナラ
■商品番号：20号上置［32955］　18号上置：［32947］
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

■上段取外し時

■18号上置　高：54cm 幅：42cm 奥：34.5cm

ナラ   ¥223,000＋税

■20号上置　高：60cm 幅：46cm 奥：34.5cm

ナラ   ¥243,000＋税

■内陣サイズ：18号上置
A：上棚から天板までの高さ   20.5cm 
B：上棚中央の奥行き   8cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

■内陣サイズ：20号上置
A：上棚から天板までの高さ   21cm 
B：上棚中央の奥行き   8.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 
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浄弦・祈念

前面が緩やかなアール仕様。
ニレ・紫丹系の2種類からお選びください。

浄弦 -じょうげん- ■材種：ニレ（ケヤキ色）・紫丹系
■商品番号： ニレ（ケヤキ色） 18号上置［32259］ 20号上置［32275］
 紫丹系  18号上置［32258］ 20号上置［32274］
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

■18号上置・ニレ（ケヤキ色） ■18号上置・紫丹系

■18号上置　高：55.5cm 幅：42.5cm 奥：35cm

各材種   ¥156,000＋税

■20号上置　高：61cm 幅：44cm 奥：35cm

各材種   ¥180,000＋税

■内陣サイズ：18号上置
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   8cm 

■内陣サイズ：20号上置
A：上棚から天板までの高さ   27.5cm 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

前面がゆるやかにカーブしている
優しい表情の薄板貼り仕様の上置です。

祈念 -きねん-
■材種：紫丹系
■商品番号：20号上置［32584］　18号上置［32582］　16号上置［32580］
上下台輪正面表面材＝ｸ ﾗ゙ﾅﾃ ｨ゙ﾛ（薄板貼り）　戸板（扉）正面表面材＝ｸ ﾗ゙ﾅﾃ ｨ゙ﾛ（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　

■18号上置・紫丹系 【マルチ膳棚】
膳棚がスライドすることで様々なお祀りに対応できます。

■18号上置　高：55cm 幅：42cm 奥：35cm

紫丹系   ¥180,000＋税

■16号上置　高：49.5cm 幅：37cm 奥：35cm

紫丹系   ¥156,000＋税

■20号上置　高：60.5cm 幅：43.5cm 奥：35cm

紫丹系   ¥207,000＋税

■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   10cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

■内陣サイズ：16号上置
A：上棚から天板までの高さ   23cm 
B：上棚中央の奥行き   9cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6cm 

■内陣サイズ：20号上置
A：上棚から天板までの高さ   28.5cm 
B：上棚中央の奥行き   10cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 
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タント・桜吹雪

タント

■18号上置・メープル調

※16号～20号上置は上段が取外せますので、
様々なお祀りに対応できます。

■16号上置・紫丹調■14号上置・ウォールナット調

※14号上置には仏座が
　付いています。

ローコストモデルながら
上段取外し式（14号はのぞく）に
より少し大きめのご本尊等もご
安置できます。

■紫丹調：商品番号 14号［33006］ 16号［33007］ 18号［33068］  20号［33074］
■ｳｫｰﾙﾅｯﾄ調：商品番号 14号［32920］ 16号［32922］ 18号［32916］  20号［32924］
■ﾒ ﾌー ﾙ゚調：商品番号 14号［32921］ 16号［32923］ 18号［32917］  20号［32925］
上下台輪正面表面材＝各材種調プリント（シート貼り）　主芯材＝ＭＤＦ
戸板（扉）正面表面材＝各材種調プリント（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＝カンボジア

■18号上置　高：54.5cm 幅：41.5cm 奥：34.5cm
各材種   ¥126,000＋税

■16号上置　高：49cm 幅：40cm 奥：33.5cm
各材種   ¥116,000＋税

■14号上置　高：43cm 幅：38cm 奥：30cm
各材種   ¥106,000＋税

■20号上置　高：60.5cm 幅：42.5cm 奥：35cm
各材種   ¥136,000＋税

仏座
取外式

人気の桜吹雪台付モデルの上置タイプです。

桜吹雪上置 -さくらふぶき-

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

■材種：紫丹系
■商品番号 ［11844］
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   25cm 
B：上棚中央の奥行き   9cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7cm 

14号のみ

20号
18号
16号のみ

■内陣サイズ：16号上置
A：上棚から天板までの高さ   上段有：23cm 無：28cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■内陣サイズ：18号上置
A：上棚から天板までの高さ   上段有：26cm 無31.5cm 
B：上棚中央の奥行き   12cm 
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   上段有：28cm 無：35cm 
B：上棚中央の奥行き    12.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

■内陣サイズ：14号上置
A：上棚から天板までの高さ   仏座有：21cm 無：22.5cm 
B：上棚中央の奥行き   14cm 
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華蓮・リプル

華蓮上置 -かれん-

■18号上置・紫丹系

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

■材種：紫丹系
■商品番号 ［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
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 

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。

扉は匠の技による無垢材のプラスマイナスRの組み合わせにより、
北海の荒波の「うねり」を表現しました。
ブロンズガラス越しに内陣を透過するデザインで、
須弥壇ネコ部は-Rとしたシンプルなもので清潔感が漂います。

リプル
■18号上置・ウォールナット ■18号上置・メープル

■18号上置　高：54cm 幅：46.5cm 奥：35cm
各材種   ¥536,000＋税

■材種：ウォールナット・メープル　
■商品番号：ウォールナット［33149］　メープル［33150］
上下台輪正面表面材＝各材種（一方厚板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝各材種（ムク）+ガラス
主芯材＝天然合板
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   27cm 
B：上棚中央の奥行き   11cm 
C：位牌棚脇の奥行き   7.5cm 
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森羅・心根

人気のある格子扉のデザインを採用し、
笠や台輪の形状に職人のこだわりを感じる
上置モデル。

森羅 -しんら-

■お祀り仏具（垂敷蓮華座2.5寸・惺心）

■18号上置　高：55.5cm 幅：42.5cm 奥：36.5cm
ウォールナット   ¥486,000＋税

■材種：ウォールナット
■商品番号 ［20503］
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   30cm
B：上棚中央の奥行き   14cm
C：位牌棚脇の奥行き   13cm

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。

心根 -こころね-

■お祀り仏具（垂敷蓮華座2.5寸・惺心）

■18号上置　高：54cm 幅：41cm 奥：34.5cm
屋久杉   ¥536,000＋税

■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   14cm
C：位牌棚脇の奥行き   13cm
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ルーナ上置・シェーナ

ルーナ上置

シェーナ

■18号上置・ウォールナット

■18号上置　高：54cm 幅：43cm 奥：35cm
ウォールナット   ¥433,000＋税

■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）
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（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   14cm 

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。

背板の格子を取り外し、前に設置することで、
照明効果により独特な雰囲気の空間を演出することができます。

■18号上置　高：55㎝　幅：46㎝　奥：45㎝
ウォールナット   ¥325,000＋税

■材種：ウォールナット　■商品番号： ［33176］
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   26.5㎝
B：上棚中央の奥行き   11cm 

■18号・ウォールナット
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棚の間を円窓で仕切る壁と光の視覚効果で、
奥行き感のある祈りの場となります。

ポルト

■18号上置　高：55cm 幅：46cm 奥：37cm
ウォールナット   ¥302,000＋税

■材種：ウォールナット
■商品番号［32695］
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＝中央：バーズアイメープル（薄板貼り）
　　　　　　　　　　側：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：27.5cm　脇：29cm 
B：上棚中央の奥行き   11cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

ポルト・ひまり

新風上置ヒットモデルすみれDXの意匠を継承し、
グレードアップした家具調上置です。シャープに見える棚部分のカッ
トを再現する為、ムク材を多く使用しています。
機能面では多様なお祀りに対応できるマルチ膳棚を装備しました。

ひまり

■18号上置　高：54.5cm 幅：39.5cm 奥：32.5cm
各材種   ¥275,000＋税

■材種：ウォールナット・タモ
■商品番号：ウォールナット［33133］　タモ［33135］
上下台輪正面表面材＝※各材種（一方厚板貼り）　主芯材＝ＭＤＦ
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＝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：23cm　脇：24.5cm
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

■18号・ウォールナット ■18号・タモ
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オペラ・春風

春風 -はるかぜ-

■18号上置　高：55.5cm 幅：48cm 奥：35cm
紫丹系   ¥242,000＋税

■18号上置　高：54.5㎝　幅：40㎝　奥：33.5㎝
各材種   ¥252,000＋税

■材種：紫丹系
■商品番号 ［33140］
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（一方厚板貼り）
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＝中国

■材種・ローズ（紫丹色）・タモ・チェリー
■商品番号：ローズ（紫丹色）［33183］　タモ［33186］　チェリー［33187］
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

平安時代の貴族菅原道真が、太宰府へ左還された際、屋敷の梅の枝が太宰府
まで飛び、道真の屋敷に降りて根付いたという伝説から「澄んだ心」の花言葉
が付けられたそう。ポイントは売れているサイズ感で、お祀りを考慮し上段を広く
とった棚割りが魅力。

オペラ
上段を下段内部に収納できるため、
上段取り外しの時も保管場所に困りません。
大きなご本尊様もお祀りすることができます。
三種類よりお選びください。

■内陣サイズ 18号上置
A：上棚から天板までの高さ   24.5cm
B：上棚中央の奥行き   10cm
C：位牌棚脇の奥行き   9cm 

■ローズ（紫丹系）

■タモ ■チェリー

■内陣サイズ 18号上置
A：上棚から天板までの高さ   27.5m 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 
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圧倒的人気を博する
ベストセラーの上置仏壇です。
コンパクトなデザインながら
重厚な祈りの空間を生み出します。

すみれDX

■18号上置　高：54.5cm 幅：39.5cm 奥：33cm
各材種   ¥238,000＋税

■材種：カリン　■商品番号［32214］
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
■本欅：商品番号［32765］
上下台輪正面表面材＝欅調着色_主芯材＝天然木
戸板（扉）正面表面材＝本欅（薄板貼り）+ガラス_主芯材＝ＭＤＦ

■内陣サイズ 18号上置
A：上棚から天板までの高さ   23.5m 
B：上棚中央の奥行き   11.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   6.5cm 

■カリン ■欅

■材種：黒丹　■商品番号［32753］
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
■各材種共通
生産地＝日本
表面仕上＝ウレタン仕上（厚塗り塗装）

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。

ヴィート

■18号上置　高：53.5cm 幅：45cm 奥：34.5cm
アイボリーホワイト   ¥207,000＋税

■材種：アイボリーホワイト
■商品番号 ［33122］
上下台輪正面表面材＝アイボリーホワイト（着色）
戸板（扉）正面表面材＝アイボリーホワイト（着色）
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 18号上置
A：上棚から天板までの高さ  中央（仏座有28　無29）　脇：32cm
B：上棚中央の奥行き   13.5cm

すみれ DX・ヴィート
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メラン・ベリー

ベリー

■18号上置　高：54.5cm 幅：41.5cm 奥：32.5cm
各色   ¥118,000＋税

■材種：アカシア（ダーク色・ライト色）　
■商品番号 ：ライト色［33158］　ダーク色［33159］
上下台輪正面表面材＝アカシア（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝アカシア（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：26.5　無：29cm
B：上棚中央の奥行き    16.5cm

扉は優しいＲ形状になっています。
マルチ膳棚を採用し、使い勝手も考慮したデザインとなっております。
ダーク色とライト色の２色からお選びいただけます。

■アカシア（ダーク色） ■アカシア（ライト色）

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。

メラン

■18号上置　高：53.5cm 幅：45cm 奥：34.5cm
カーリーメープル   ¥237,000＋税

■材種：カーリーメープル
■商品番号［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

■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28　無29）　脇：32cm
B：上棚中央の奥行き   13.5cm

上
置
仏
壇



223

ボリューム感のあるデザイナーズモデルです。
上段が取り外し式なので様々なお祀りに対応出来ます。

ヴェトロ上置

■17号上置　高：51cm 幅：46.5cm 奥：36cm
各材種   ¥180,000＋税

■材種：紫丹系・ウォールナット
■商品番号：紫丹系［32965］　ウォールナット［32910］
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   中央（上段　有：23　無：27）　脇（上段　有：25.5　無：29.5）
B：上棚中央の奥行き    上段の奥行　中央10　脇9.5
C：位牌棚脇の奥行き    6.5　棚無し16.5

ヴェトロ・ヴェール

ヴェール上置

■16号上置　高：50cm 幅：36cm 奥：35cm
ウォールナット   ¥292,000＋税

■材種：ウォールナット
■商品番号［33093］
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）＋ガラス
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　脇24cm
B：上棚中央の奥行き   9.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm

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。
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夢桜・ビビアン

ビビアン

■16号上置　高：49cm 幅：38cm 奥：34cm
ウォールナット   ¥201,000＋税

■材種：ウォールナット
■商品番号［33092］
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
生産地＝日本
表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）

お求め安い価格帯でありながら、汎用性に優れたお仏壇です。
上段が取外し式かつリバーシブル仕様になっていますので、
幅広いお祀りに対応します。 ■内陣サイズ 16号上置

A：上棚から天板までの高さ  中央20.5cm　脇22.5cm
B：上棚中央の奥行き    11cm
C：位牌棚脇の奥行き   8cm　上段取外し時18cm

夢桜 -ゆめさくら-

■16号上置　高：44.5cm 幅：39.5cm 奥：33cm
カリン   ¥235,000＋税

■材種：カリン
■商品番号［33106］
上下台輪正面表面材＝紫丹系着色（着色）　主芯材＝天然合板
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：23　脇：24cm
B：上棚中央の奥行き    11.5cm

新風ヒットモデルすみれDXを継承し、
少し小ぶりな16号サイズに桜を散りばめた
チャーミングな上置モデルです。

上段取外し式
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16号のみ

アサリナ ■材種：オーク（ダーク色・ライト色）
■商品番号 （ダーク色） 14号上置［32928］ 16号上置［32930］
 （ライト色） 14号上置［32929］ 16号上置［32931］
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ＬＥＤ照明を搭載し、

上段の取外しも可能です。
ライト色とダーク色からお選びいただけます。

■14号上置　高：43.5cm 幅：34cm 奥：28.5cm

各色   ¥173,000＋税

■16号上置　高：48.5cm 幅：37cm 奥：30.5cm

各色   ¥190,000＋税

■内陣サイズ 14号上置
A：上棚から天板までの高さ 上段有：20.5cm 無24cm 
B：上棚中央の奥行き  8cm 
C：位牌棚脇の奥行き      7（上段取外時）15（中央）14（脇）cm 

■内陣サイズ 16号上置
A：上棚から天板までの高さ  上段有：21.5cm 無26cm 
B：上棚中央の奥行き   8cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 

アサリナ・コルト

コルト
ウォールナットとオーク材のコントラストを活かしてデ
ザインされた上置仏壇です。仏座と上段が取外し式
になっていますので、様々なお祀りに対応することが
できます。

■16号上置・仏座・上段取外し式
　引出し1杯付（16号上置のみ）

■オーク（ダーク色） ■オーク（ライト色）

■14号上置・上段取外し時

■材種：ウォールナット+オーク
■商品番号：16号上置［33086］　14号上置［33087］　
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＝オーク（薄板貼り）+ウォールナット
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

■14号上置　高：42cm 幅：38cm 奥：30.5cm

ウォールナット+オーク   ¥146,000＋税

■16号上置　高：48.5cm 幅：42cm 奥：33.5cm

ウォールナット+オーク   ¥163,000＋税

■内陣サイズ：14号上置
A ：中央（仏座　有：23　無：25）　脇：26.5 
B：上棚中央の奥行き      13cm 

■内陣サイズ：16号上置
A：中央（仏座　有：22.5　無：25）　脇：26.5cm 
B：上棚中央の奥行き   14cm 
C：位牌棚脇の奥行き   8cm 
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【ボクシースタイル】　従来のお仏壇使用時にできる扉の後側のデッドスペースを有効活用し、設置
に必要なスペースは従来型と同じで広いお祀り空間を確保したスタイルのお仏壇です。
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モデラート

モデラート

■16号上置　高：48.5cm 幅：60cm 奥：36.5cm
ウォールナット   ¥341,000＋税

■材種：ウォールナット
■商品番号［32713］
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 16号上置
A：上棚から天板までの高さ  仏座有：24.5　無：27cm
B：上棚中央の奥行き    15.5cm

ウォールナットを活かした軽快な都会派デザインです。
ＢＯＸＹスタイルでゆったりとしたお祀りが出来ます。
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トレモロ・琥珀

トレモロ

琥珀 -こはく-

■16号上置　高：48.5cm 幅：60cm 奥：36.5cm
タモ   ¥374,000＋税

■16号上置　高：48.5cm 幅：60cm 奥：36.5cm
本欅   ¥357,000＋税

■材種：タモ（ブラック色）
■商品番号 ［32988］
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＝日本

■材種：本欅
■商品番号 ［32990］
上下台輪正面表面材＝本欅（薄板貼り）
戸板（扉）正面表面材＝本欅（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

棚部分のバックライトの切り替えで
お祀りのシーンをセレクトできます。
オープンフェイス・外部膳引などの機能性も充実しています。

ラウンド扉の立体感がポイントのBOXYモデルです。
外膳引仕様なので、膳棚に段差がなく、
幅広いお祀りに対応できます。

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

■内陣サイズ 16号上置
A：上棚から天板までの高さ  仏座有：25cm　無：28cm
B：上棚中央の奥行き    13cm

オープン
塗装

LED
ライト

国産
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ノビア・アルドラ

ノビア

アルドラ上置

■16号上置　高：50.5cm 幅：60cm 奥：35.5cm
ウォールナット   ¥357,000＋税

■16号上置　高：50.5cm 幅：60cm 奥：35.5cm
ナラ   ¥384,000＋税

■材種：ウォールナット
■商品番号［32767］
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＝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：ナラ
■商品番号 ［32932］
上台輪正面表面材＝ナラ（三方厚板貼り）主芯材＝天然木
下台輪正面表面材＝ナラ（一方厚板貼り）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

扉を閉じてもご本尊様を拝める独自の工夫や
外部膳引で上置のＢＯＸＹ最大のお祀り空間を実現した
秀逸モデルです。

ナラ材のナチュラルな表情が温かさを感じさせ、
特徴のある扉が見るものを惹きつけます。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  仏座有：24.5　無：26.5cm
B：上棚中央の奥行き    16cm

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ     仏座有：25cm　無27.5cm
B：上棚中央の奥行き    15cm

【オープンフェイス＆外部膳引き機能搭載】
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、
本体外部膳引き仕様によって、さらに広いお祀りスペースを確保しています。

【オープンフェイス＆外部膳引き機能搭載】
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、
本体外部膳引き仕様によって、さらに広いお祀りスペースを確保しています。

仏座を取外した上段～天井までの高さ
26.5cmご本尊セット（小）がご利用になれます。

仏座を取外した上段～天井までの高さ
27.5cmご本尊セット（中） がご利用になれます。

上
置
仏
壇



229

仏座を取外した上段～天井までの高さ
16号　24cmご本尊セット（小）
18号　29.5cmご本尊セット（中）がご利用になれます。

みたま座・万座

万座 -まんざ-

『万座』のネーミングが表すように
膳引を出さなくても
広いお祀りスペースの実現が魅力です。

※18号・16号の2サイズあります。
■材種：本欅・紫丹系
■商品番号 本欅 18号上置［32745］ 16号上置［32743］
 紫丹系 18号上置［32732］ 16号上置［32720］
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（ムク板）　表面仕上＝ウレタン仕上（オープン塗装）
生産地＝日本

■16号上置　高：50cm 幅：60.5cm 奥：38cm

各材種   ¥402,000＋税

■18号上置　高：55.5cm 幅：60.5cm 奥：38cm

各材種   ¥419,000＋税

■内陣サイズ：16号上置
A：上棚から天板までの高さ 仏座有：22　無：24cm 
B：上棚中央の奥行き  14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き 12.5cm 

■内陣サイズ：18号上置
A：上棚から天板までの高さ  仏座有：27cm　無29cm 
B：上棚中央の奥行き   14.5cm 
C：位牌棚脇の奥行き   12.5cm 

■16号・紫丹系■18号・本欅

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 

■16号上置　高：48.5cm 幅：60.5cm 奥：36.5cm

チーク   ¥391,000＋税
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きんぽうげ DX

きんぽうげＤＸ

■16号上置　高：51.5cm 幅：60cm 奥：31cm
カリン   ¥344,000＋税

■材種：カリン
■商品番号 ［32766］
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＝日本扉にブロンズガラスを採用した

都会的なフォルムのＢＯＸＹです。
スッキリとした唐木の高級感が魅力です。

■内陣サイズ
A：上棚から天板までの高さ  台座有：25cm　無：27cm
B：上棚中央の奥行き    15.5cm

仏座を取り外した上段～天井までの高さ
25cmご本尊セット（小）がご利用になれます。
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Ｇ -Ｃａｂｎｅｔ

Ｇ-Ｃａｂｎｅｔ-ジー・キャビネット-

■外見寸法　高：100cm 幅：70cm 奥：45cm
各材種   ¥264,000＋税

ボクシースタイルにベストマッチな
オリジナルキャビネットです。
もちろん他の上置仏壇や、
パーソナル壇ともコーディネートしていただけます。

■G-Cabnetウォールナットに16号（モデラート）のお仏壇を設置■G-Cabneオーク（ブラック）に16号（トレモロ）のお仏壇を設置

キャビネット内に引出１杯と移動棚２枚足元を照らすＬＥＤ照明付思い出を大切にできるメモリアルギャラリー

■材種：オーク（ブラック）・ウォールナット
■商品番号：オーク［56504］　ウォールナット［56505］
生産地＝日本
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仏壇台

レギュラーサイズのシンプルな
仏壇台です。

25号までの
お仏壇を設置できます。

シグマ

オメガ

【シグマ】
商品番号
タモ（ライト色）［56826］　タモ（ダーク色）［56830］　紫丹調［56828］

■高：60.5cm 幅：55cm 奥：45cm

【オメガ】
商品番号
タモ（ライト色）［56829］　タモ（ダーク色）［56825］
紫丹調［56827］

■高：70.5cm 幅：62cm 奥：45cm

スライド棚付。キャビネット内に引
出1杯と棚1枚付。

お祀りがそのまま収納できるス
ライド棚付。キャビネット内に引
出1杯付。

海外製   ¥87,000＋税

海外製   ¥117,000＋税

■タモ（ライト色）

■タモ（ダーク色）

■紫丹調

■紫丹調

■タモ（ダーク色）

■タモ（ライト色）

仏
壇
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素材と作りの良さの
北海道家具仕様です。

ガンマ

【ガンマ】
商品番号
ナラ無垢（ライト色）［56786］
ナラ無垢（ダーク色）［56711］

■高：64cm 幅：60cm 奥：43cm

ナラ無垢（ライト色）
お祀りがそのまま収納できるス　
ライド棚付。

日本製   ¥174,000＋税
■ナラ無垢（ダーク色）

仏壇台

ドライバー1本で
３段階に高さが調節可能。

様々なタイプのお仏壇と
よく合うシンプルデザイン。

フリーダム

天の川 -あまのがわ-

【フリーダム】

商品番号［56418］

■高：110cm・90cm・70cmの３段階
■幅：56cm 奥：38cm

【天の川】
■商品番号
カリン［54010］　本黒丹［54011］
ナラ（ライト色）［55517］　ナラ（ダーク色）［54012］

■高：76cm 幅：50cm 奥：40cm

日本製   ¥132,000＋税

日本製   ¥136,500＋税
■ナラ（ライト色） ■ナラ（ダーク色）

■カリン ■本黒丹
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