
各種お位牌各種お位牌
●お位牌の彫→お位牌の彫刻はご注文から…。
　お急ぎの場合はお問い合わせ下さい。
●彫刻代は一文字 200 円頂戴いたします。
●お位牌決定後、注文書にご記入・FAXお願いいたします。
　文字原稿をお作りして当社よりご連絡いたします。振込後
　の製作となります。まごころ込めて彫刻いたします。

純面粉 春日桜門 巾広 ( 国産 )

純面粉 千倉座K

純面粉京型千倉座　唐蓮華K

【5.0 寸】高さ 24.1cm

【6.0 寸】高さ 28.7cm

【7.0 寸】高さ 33.0cm

商品No サイズ 価　格

¥79,200→ ¥39600
¥132,660→¥66,330
¥169,620→¥84,810

0001
0002
0003

【3.0 寸】高さ 16.1cm

【3.5 寸】高さ 18.1cm

【4.0 寸】高さ 20.1cm

【4.5 寸】高さ 22.0cm

【5.0 寸】高さ 24.0cm

【6.0 寸】高さ 27.9cm

【2.5 巾 6 寸】高さ 27.9cm

商品No サイズ 価　格

¥44,088→ ¥22,044
¥46,068→ ¥23,034
¥47,058→ ¥23,529
¥52,008→ ¥26,004
¥54,648→ ¥27,324

¥65,538→ ¥32,769

0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

【3.0 寸】高さ 15.9cm

【3.5 寸】高さ 17.9cm

【4.0 寸】高さ 20.0cm

【4.5 寸】高さ 22.5cm

【5.0 寸】高さ 24.7cm

【6.0 寸】高さ 28.7cm

【7.0 寸】高さ 32.6cm

【8.0 寸】高さ 36.5cm

商品No サイズ 価　格

¥66,000→ ¥33,000
¥66,000→ ¥33,000
¥66,000→ ¥33,000
¥71,280→ ¥35,640
¥81,180→ ¥40,590
¥90,420→ ¥45,210
¥115,500→¥57,750

0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017

0120-148-158
位牌の選び方がわからない方、相談しながら決めたい方などお気軽にお電話ください

●お位牌の彫→お位牌の彫刻はご注文から…。
　お急ぎの場合はお問い合わせ下さい。
●彫刻代は一文字 200 円頂戴いたします。
●お位牌決定後、注文書にご記入・FAXお願いいたします。
　文字原稿をお作りして当社よりご連絡いたします。振込後
　の製作となります。まごころ込めて彫刻いたします。

その他サイズはお問合せください

¥63,294→ ¥31,647

0018 ¥133,980→¥66,990



純三方金 千倉座

純面金　千倉座

商品No サイズ 価　格

¥32,010→ ¥16,005
¥33,660→ ¥16,830
¥36,102→ ¥18,051
¥40,392→ ¥20,196
¥45,672→ ¥22,836
¥50,820→ ¥25,410
¥56,892→ ¥28,446

0019
0020
0021
0022
0023

商品No サイズ 価　格

¥32,010→ ¥16,005
¥33,660→ ¥16,830
¥36,102→ ¥18,051
¥40,392→ ¥20,196
¥45,672→ ¥22,836
¥50,820→ ¥25,410
¥56,892→ ¥28,446

0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

【3.5 寸】高さ 17.8cm

【4.0 寸】高さ 20.0cm

【4.5 寸】高さ 22.4cm

【5.0 寸】高さ 24.6cm

【6.0 寸】高さ 28.5cm

【7.0 寸】高さ 32.6cm

【8.0 寸】高さ 36.5cm

【3.5 寸】高さ 17.8cm

【4.0 寸】高さ 20.0cm

【4.5 寸】高さ 22.4cm

【5.0 寸】高さ 24.6cm

【6.0 寸】高さ 28.5cm

【7.0 寸】高さ 32.6cm

【8.0 寸】高さ 36.5cm

純面金 京中台 商品No サイズ 価　格

0038
0039
0040
0041
0042

【3.5 寸】高さ 17.2cm

【4.0 寸】高さ 19.4cm

【4.5 寸】高さ 21.3cm

【5.0 寸】高さ 23.4cm

【6.0 寸】高さ 27.8cm

その他サイズはお問合せください

商品No サイズ 価　格

0033
0034
0035
0036
0037

純三方金 京中台 

¥24,420→ ¥12,210
¥27,588→ ¥13,794
¥28,512→ ¥14,256
¥31,482→ ¥15,741
¥35,376→ ¥17,688

【3.5 寸】高さ 17.2cm

【4.0 寸】高さ 19.4cm

【4.5 寸】高さ 21.3cm

【5.0 寸】高さ 23.4cm

【6.0 寸】高さ 27.8cm

0024
0025

その他サイズはお問合せください

その他サイズはお問合せください

¥24,420→ ¥12,210
¥27,588→ ¥13,794
¥28,512→ ¥14,256
¥31,482→ ¥15,741
¥35,376→ ¥17,688

その他サイズはお問合せください



モダン位牌かなで　桜

モダン位牌かなで　クローバー

商品No サイズ 価　格

¥49,236→ ¥24,618
¥55,044→ ¥27,522
¥59,268→ ¥29,634
¥66,660→ ¥33,330

0043
0044
0045
0046

商品No サイズ 価　格

0047
0048
0049

商品No サイズ 価　格

0051
0052
0053

モダン位牌かなで　結晶 商品No サイズ 価　格

【3.5 寸】高さ 14.5cm

【4.0 寸】高さ 16.5cm

【4.5 寸】高さ 18.8cm

【5.0 寸】高さ 20.8cm

モダン位牌かなで　もみじ

0055
0056
0057
0058

0050

【3.5 寸】高さ 14.5cm

【4.0 寸】高さ 16.5cm

【4.5 寸】高さ 18.8cm

【5.0 寸】高さ 20.8cm

【3.5 寸】高さ 14.5cm

【4.0 寸】高さ 16.5cm

【4.5 寸】高さ 18.8cm

【5.0 寸】高さ 20.8cm

【3.5 寸】高さ 14.5cm

【4.0 寸】高さ 16.5cm

【4.5 寸】高さ 18.8cm

【5.0 寸】高さ 20.8cm

0054

春

冬

夏

秋

¥49,236→ ¥24,618
¥55,044→ ¥27,522
¥59,268→ ¥29,634
¥66,660→ ¥33,330

¥49,236→ ¥24,618
¥55,044→ ¥27,522
¥59,268→ ¥29,634
¥66,660→ ¥33,330

¥49,236→ ¥24,618
¥55,044→ ¥27,522
¥59,268→ ¥29,634
¥66,660→ ¥33,330



純面金 京形千倉座艶消仕上

商品No サイズ 価　格

¥67,980→ ¥33,990
¥69,300→ ¥34,650
¥78,540→ ¥39,270
¥87,780→ ¥43,890
¥104,280→¥52,140
¥124,740→¥62,370

0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068

商品No サイズ 価　格

¥61,050→ ¥30,525
¥61,776→ ¥30,888
¥67,980→ ¥33,990
¥79,860→ ¥39,930
¥98,340→ ¥49,170
¥117,480→¥58,740

0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075

【3.5 寸】高さ 17.7cm

【4.0 寸】高さ 19.7cm

【4.5 寸】高さ 22.2cm

【5.0 寸】高さ 24.2cm

【6.0 寸】高さ 28.3cm

【7.0 寸】高さ 32.4cm

【25 巾 6寸】高さ 28.4cm

純三方金　京形千倉座艶消仕上

【3.5 寸】高さ 17.7cm

【4.0 寸】高さ 19.7cm

【4.5 寸】高さ 22.2cm

【5.0 寸】高さ 24.2cm

【6.0 寸】高さ 28.3cm

【7.0 寸】高さ 32.4cm

【25 巾 6寸】高さ 28.4cm

純三方金　千倉座

【25 巾 6寸】高さ 28.5cm

【30 巾 7】高さ 32.9cm

【40 巾 8】高さ 37.6cm

【50 巾 9】高さ 43.0cm

【60 巾 10】高さ 47.7cm

商品No サイズ 価　格

¥52,800→ ¥26,400
¥83,160→ ¥41,580
¥131,340→¥65,670
¥172,260→¥86,130
¥223,080→¥111,540

0076
0077
0078
0079
0080

その他サイズはお問合せください

商品No サイズ 価　格

¥75,900→ ¥37,950
¥83,820→ ¥41,910
¥93,060→ ¥46,530

【3.5 寸】高さ 14.5cm

【4.0 寸】高さ 16.5cm

【4.5 寸】高さ 18.8cm

モダン位牌　かなでⅡ

0059
0060
0061

日本の四季を色彩で表現

【カラー】ワイン、グリーン、ホワイト、セピア、パープル【カラー】ワイン、グリーン、ホワイト、セピア、パープル

¥118,800→¥59,400

¥112,200→¥56,100



駿河蒔絵　雪丸桜流水 商品No サイズ 価　格

¥46,266→ ¥23,133
¥47,256→ ¥23,628
¥48,114→ ¥24,057

0081
0082
0083

商品No サイズ 価　格

黒檀【4.0 寸】高さ 16cm

黒檀【4.5 寸】高さ 18.5cm

黒檀【5.0 寸】高さ 20.0cm

その他サイズはお問合せください

¥88,440→ ¥44,220
¥89,760→ ¥44,880
¥90,420→ ¥45,210

その他サイズはお問合せください

駿河蒔絵　雪丸桜流水

静
岡
県
指
定
郷
土
工
芸
品
認
定

静
岡
県
指
定
郷
土
工
芸
品
認
定

するがまきえ

0087
0088
0089

するがまきえ

桜
流
水

桜
流
水

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

黒檀
紫檀

0084
0085
0086

紫檀【4.0 寸】高さ 16cm

紫檀【4.5 寸】高さ 18.5cm

紫檀【5.0 寸】高さ 20.0cm

¥46,266→ ¥23,133
¥47,256→ ¥23,628
¥48,114→ ¥24,057

黒檀
紫檀

0090
0091
0092

黒檀【4.0 寸】高さ 16cm

黒檀【4.5 寸】高さ 18.5cm

黒檀【5.0 寸】高さ 20.0cm

紫檀【4.0 寸】高さ 16cm

紫檀【4.5 寸】高さ 18.5cm

紫檀【5.0 寸】高さ 20.0cm

¥88,440→ ¥44,220
¥89,760→ ¥44,880
¥90,420→ ¥45,210
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