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5型DX 4点セット… ……………………………… 82
コケ・カビ取りブラシ……………………………… 214

クローネ 切子硝子 灯立… ……………………… 46

心咲（ここな） カットクリスタル香炉… ………… 48
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18型香炉… ……………………………………… 86
樹脂製ヒシャク… ………………………………… 211
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焼香盆………………………………………… 83，94
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新風よけライター… ……………………………… 208
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慈愛（じあい）香炉………………………………… 83

水取るクロス… …………………………………… 205
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すずね（鈴音） りん… …………………………… 163
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ステンレス墓用茶湯器… ………………………… 219

て 手提袋……………………………………………… 232
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線香差し 3.5寸… ………………………………… 126
線香筒……………………………………………… 219
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塔婆立……………………………………………… 168
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な 長香炉……………………………………………… 93
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卒塔婆 筆ぺん 白木用… ………………………… 214

そよ風……………………………………………… 217

撫子切立丸盆……………………………………… 97
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に 2型 4点セット… ………………………………… 82

高茶台 1個入……………………………………… 128
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22型 4点セット… ………………………………… 81

ダスタークロス 10枚入り………………………… 206

24型香炉… ……………………………………… 87
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だ鳥ハタキ………………………………………… 205

日本酒セット… …………………………………… 170

男性用フォーマル 金封ふくさ… ………………… 225

ね 寝かせる線香皿 小用交換網 … ………………… 60

茶台………………………………………………… 127

寝かせる線香皿 中用交換網 … ………………… 61

茶湯器  陶器製… ………………………………… 120

念珠入ふたえちりめん… ………………………… 201

ち チャカチャカ3クリアCR 20本入… ……………… 208

茶湯器……………………………………………… 120
中京型高月 1対入… ……………………………… 135
中京型高月 5対入… ……………………………… 135

つ ツイード 念珠入れ… ……………………………… 199

ツインセット… …………………………………… 216
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つき 木製骨壺… ………………………………… 66

寝かせる線香皿 大用交換網 … ………………… 63

ねね（音々） りん… ……………………………… 163

念珠かけ…………………………………………… 190

念珠袋長角二つ折り……………………………… 201

の 希空（のあ） 茶湯器 信楽焼……………………… 119
希空（のあ） 仏器 信楽焼 落とし付……………… 119

野菊 落し付 1本入………………………………… 218
のし掛け手間代…………………………………… 232
のし紙 印刷付……………………………………… 232
のし紙 無地………………………………………… 232
のすーる 上置用経敷 難焼加工… ……………… 159

のすーる 六角布団 薄型タイプ…………………… 159

PC仏飯盛器… …………………………………… 122
PP製手桶 ヒシャク付……………………………… 211

ビールセット… …………………………………… 170

ピッコロⅡ 陶器付… ……………………………… 181

ひまわり風防セット… …………………………… 216

ピュア 線香差し…………………………………… 124

のぞき恵比寿様ストラップ… …………………… 196

ピュア ミニステージ… …………………………… 70

望 五具足 九谷焼… ……………………………… 56

日和 鮫小紋ポケットふくさ… …………………… 226

望 香炉 九谷焼… ………………………………… 56

望 茶湯器 九谷焼… ……………………………… 56

屏風時計…………………………………………… 221

平型焼香盆 ノンスリップ… ……………………… 95

望 花立 九谷焼… ………………………………… 56

ふ 楓花（ふうか） ボトルフラワー（小）… ………… 185

望 仏器 九谷焼… ………………………………… 56

楓花（ふうか） ボトルフラワー（特小）… ……… 185

望 灯立 九谷焼… ………………………………… 56

野花立……………………………………………… 218
野花立用落し……………………………………… 218

は パークゴルフセット… …………………………… 171

楓花（ふうか） ボトルフラワー（大）… ………… 185

ブーケ 12本入り（造花）………………………… 183
ふくろう親子まもりストラップ… ………………… 195

二ツ穴仏器台……………………………………… 123

灰ならし 30個入（1シート）……………………… 213

仏花 1本入り… …………………………………… 183

灰ふるい器 スコップ型灰ならし付… …………… 229

仏器 陶器製… …………………………………… 120

墓線香立て………………………………………… 216

仏器落とし………………………………………… 121

灰ならし 5個入… ………………………………… 213

墓石専用洗剤……………………………………… 219

墓参用 ステンレスローソク立て… ……………… 217

仏器………………………………………………… 120

仏器 落とし付……………………………………… 120
仏器差し…………………………………………… 122

墓用茶湯器………………………………………… 219

仏器膳……………………………………………… 124

花音（はなおと） プリザーブドフラワー………… 182

仏具敷 10枚入… ………………………………… 144

花影 寝かせる線香皿 有田焼 小 ………………… 60

仏具セット ミニ仏壇 大用………………………… 75

華 九谷焼花瓶… ………………………………… 79

花影 茶湯器 有田焼… …………………………… 118

花影 寝かせる線香皿 有田焼 大… ……………… 63

花影 仏器 有田焼 落とし付… …………………… 117

花結晶 清水焼花瓶… …………………………… 79

華心 蓮台座 三つ折本尊用… …………………… 77

仏器台……………………………………………… 121

仏具セット ミニ仏壇 小用………………………… 75
仏膳………………………………………… 103，104
仏膳 お椀並べ方印刷付… ……………………… 106
仏膳 4.5寸… ……………………………………… 104

仏膳用お椀セット 箸付…………………………… 105

花鼓（はなつづみ） プリザーブドフラワー……… 182

仏壇・仏像・位牌用毛バタキ 山羊毛製… ……… 203

花摘 寝かせる線香皿 有田焼 小… ……………… 59

ぶつだんハタキ 羽毛製  5本入…………………… 205

花摘 茶湯器 有田焼… …………………………… 117

仏壇・仏像・位牌用ブラシ 豚毛製… …………… 203

花摘 寝かせる線香皿 有田焼 中… ……………… 61

ぶつだんハタキ スケルトン… …………………… 204

花摘 仏器 有田焼 落とし付… …………………… 117

仏飯盛器 ステンレス……………………………… 122

花摘 寝かせる線香皿Ⅱ 有田焼 大… ……… 62，63

仏壇用ハタキ やわらか毛先 10入… …………… 204

花摘 プリザーブドフラワー 有田焼（小）… …… 184

風舞花 茶湯器 有田焼… ………………………… 118

花華（はなはな） プリザーブドフラワー………… 181

フラン 切子硝子 香炉 3.0寸……………………… 45

花摘 プリザーブドフラワー 有田焼（中）… …… 184

花みずき…………………………………………… 218
花結（はなむすび） プリザーブドフラワー……… 182

華りん台… ………………………………………… 164

パネル時計………………………………………… 221
悠 ポケットふくさ… ……………………………… 227

悠 ポケットふくさ 名刺盆（小）セット… ………… 228

遥風 骨壺 有田焼… ……………………………… 66

般若心経 写経用紙 15枚入… …………………… 230

ひ 美晏華 りん棒 黒檀木地… ……………………… 159
美晏華 六角布団… ……………………………… 159

風舞花 仏器 有田焼 落とし付… ………………… 118

フラン 切子硝子 線香差し… …………………… 45
フラン 切子硝子 茶湯器… ……………………… 45
フラン 切子硝子 花立… ………………………… 45
フラン 切子硝子 灯立… ………………………… 45
フラン 切子硝子 仏器… ………………………… 45
フラン 切子硝子 6点セット 香炉3.0寸… ……… 45
フレーム名刺盆… ………………………………… 98

文庫………………………………………………… 222

文庫 A4対応… …………………………………… 222

ほ 防炎二月堂机敷 平竹市松… …………………… 175

8

索引
鳳華（ほうか） 香炉 美濃焼 … ………………… 27

鳳華（ほうか） 線香差し 美濃焼 … …………… 27

鳳華（ほうか） 茶湯器 美濃焼 … ……………… 27

鳳華（ほうか） 花立 美濃焼 … ………………… 27

鳳華（ほうか） 灯立 美濃焼 ……………………… 27

都忘 念珠入れ… ………………………………… 200

雅 りん棒台… …………………………………… 165

心結（miyu） クリスタル供物台………………… 50

心結（miyu） クリスタル香炉…………………… 49

鳳華（ほうか） 仏器 美濃焼 … ………………… 27

心結（miyu） クリスタル5点セット……………… 49

包装紙……………………………………………… 231

心結（miyu） クリスタル茶湯器………………… 49

鳳華（ほうか） 6点セット 美濃焼… …………… 27

心結（miyu） クリスタル線香差し……………… 50

包装手間代………………………………………… 231

心結（miyu） クリスタル花立…………………… 49

墓石筆ぺん………………………………………… 214

心結（miyu） クリスタル仏器…………………… 49

墓石クリーンスプレー… ………………………… 214

墓石用花立………………………………………… 218
墓前灯セット… …………………………………… 215

ボタニカル 上置用経敷 防災加工… …………… 154

心結（miyu） クリスタル灯立… ………………… 49
め 名刺盆…………………………………… 98，99，100

名刺盆 木製… …………………………………… 100
眼鏡セット… ……………………………………… 169

ボタニカル 花布団………………………………… 154

廻 りん棒 黒檀木地… …………………………… 161

ボトルフラワー 仏花 1対… ……………………… 186

メモリアル・ポット 蕾……………………………… 69

ボタニカル りん棒 黒檀木地……………………… 154

微笑みお地蔵さん守ストラップ… ……………… 195

廻 六角布団… …………………………………… 161
メモリアル・ポット 文字入れ サンドブラスト加工…… 70

ホヤ………………………………………………… 216

も 木製手桶 ヒシャク付……………………………… 211

本曲録座布団……………………………………… 167

木製風名刺盆……………………………………… 98

本曲録椅子………………………………………… 167
ま まいにちクロス… ………………………………… 206

毎日灯 1本立… …………………………………… 210
毎日灯 2本立……………………………………… 210
前机 固定式… …………………………………… 175

木製ヒシャク… …………………………………… 211

モダン神棚 壁掛タイプ Neo110G… …………… 177

モダン神棚 壁掛タイプ Neo210W……………… 177

モダン神棚 壁掛タイプ Neo310W……………… 178

モダン神棚 壁掛タイプ Neo410G… …………… 178

蒔絵ポケットルーペ LEDライト付… …………… 222

モダン神棚 壁掛タイプ Neo510W……………… 178

マッチ消壺………………………………………… 101

モダン経机 折りたたみ式………………………… 174

丸供物台…………………………………………… 133

モダン経机 はじめ 市松模様… ………………… 173

巻線香台…………………………………………… 94
マッチ消しDX……………………………………… 101

モダン神棚 壁掛タイプ Neoミニ………………… 179

モダン経机 はじめ………………………………… 173

丸供物台 深型… ………………………………… 133

モダン木製低見台………………………………… 142

マルチーズダスター… …………………………… 204

持手付灰ふるい器 スコップ型灰ならし付… …… 213

丸三宝……………………………………………… 134
丸りん台… ………………………………………… 164

万葉丸盆…………………………………………… 97

み 美桜（mio） 上置用経敷 難焼加工……………… 151
美桜（mio） りん棒 黒檀木地…………………… 151

美桜（mio） 六角布団… ………………………… 151

モダン木製長手膳お椀セット 箸付……………… 106
持手運び盆 木製… ……………………………… 96

や やすらぎ香炉……………………………………… 85

ゆ 優 九谷焼花瓶… ………………………………… 79

USB充電式プラズマアークライターミニ… ……… 208

夕香 ねかせる線香皿……………………………… 71

美佳 入子盆（2枚セット）………………………… 97

夕香 ねかせる線香皿 小… ……………………… 71

水差し……………………………………………… 145

優火ジェットスリム アソート8本入 ガス注入式 …… 208

みく（望空） りん棒台Ⅱ… ……………………… 164

みぞきれい あわ洗浄液…………………………… 207

三ツ穴仏器台……………………………………… 123

三つ折本尊………………………………………… 77

夕香 ねかせる線香皿用 交換網… ……………… 71

優火スリムライター 12本入 鉄仙シール付… …… 208
友禅圧縮座布団…………………………………… 191

夕凪（ゆうなぎ） 小型骨壺 九谷焼 小… ……… 68

三具足セット ミニ仏壇用… ……………………… 75

夕凪（ゆうなぎ） 小型骨壺 九谷焼 大… ……… 68

ミニステンレスろーそく立て……………………… 56

夕凪（ゆうなぎ） 寝かせる線香皿 九谷焼 小 …… 60

みなみ風 ストレート… …………………………… 217

ミニ般若心経教本………………………………… 143

美濃焼 十二支香立… …………………………… 223
みほとけ台………………………………………… 76
9

みほとけホルダー 6入り… ……………………… 76

夕凪 茶湯器 九谷焼… …………………………… 119

夕凪（ゆうなぎ） 寝かせる線香皿 九谷焼 大… … 63

夕凪 仏器 九谷焼 落とし付… …………………… 119

雪椿………………………………………………… 218

夢雅（ゆめか） 骨壺 有田焼 2.3寸… …………… 68

六角花台…………………………………………… 145

由里夏（yurika） ステージ半月… ……………… 38

浪漫 香炉 有田焼… ……………………………… 37

4寸香炉… ………………………………………… 85

浪漫 茶湯器 有田焼… …………………………… 37

由里夏（yurika） ステージ角型… ……………… 38

よ 4型香炉… ………………………………………… 87
ら 洛陽仏膳 並べ方シート付………………………… 103
楽々椅子…………………………………………… 229
ラベンダー… ……………………………………… 217
ラベンダー ツバ付………………………………… 217

爛漫 めくり桜小紋ポケットふくさ………………… 227

六角仏器台（10入）… …………………………… 121

浪漫 線香差し 有田焼… ………………………… 37
浪漫 花立 有田焼… ……………………………… 37
浪漫 灯立 有田焼… ……………………………… 37
浪漫 仏器 有田焼… ……………………………… 37
浪漫 6点セット 有田焼… ………………………… 37

浪漫切手盆………………………………………… 98

り 利休型 たまみだ 三具足セット 東用… ………… 57

わ 和華 香炉 美濃焼… ……………………………… 42

リモコン式安心LEDローソクⅡ 1対 ミニ黒……… 209

和華 茶湯器 美濃焼… …………………………… 42

リモコン式安心LEDお線香Ⅱ ミニ黒… ………… 209

リモコン式ローソクゆらゆらⅡ 1対… …………… 209

略式仏膳…………………………………………… 107

略式仏膳用お供え料理セット 6.5寸用… ……… 110

略式仏膳用お供え料理セット 7.5寸用… ……… 110

略式仏膳用膳……………………………………… 107

麟 Lin 供物台 有田焼… ………………………… 32

和華 五具足 美濃焼… …………………………… 42
和華 花立 美濃焼 ………………………………… 42
和華 灯立 美濃焼… ……………………………… 42
和華 仏器 美濃焼… ……………………………… 42
わかな（和奏） りん… …………………………… 149

和讃箱 木質製 盛紋… …………………………… 115

麟 Lin 香炉 有田焼… …………………………… 31

麟 Lin 5点セット 有田焼 香炉3.0寸… ………… 31

麟 Lin 線香差し 有田焼… ……………………… 32

麟 Lin 茶湯器 有田焼… ………………………… 32

麟 Lin 花立 有田焼 … …………………………… 31

麟 Lin 灯立 有田焼… …………………………… 31

麟 Lin 仏器 有田焼… …………………………… 32

りん5点セット りん2.5寸… ……………………… 150

りん台……………………………………………… 164

りんね（凛音） りん… …………………………… 149

りん棒受台………………………………………… 165
りん4点セット りん2.5寸… ……………………… 150

る ルーブル 銅器製 香炉 3.0寸……………………… 54
ルーブル 銅器製 線香差し… …………………… 54

ルーブル 銅器製 茶湯器… ……………………… 54

ルーブル 銅器製 花立… ………………………… 54

ルーブル 銅器製 灯立… ………………………… 54

ルーブル 銅器製 仏器… ………………………… 54

ルーブル 銅器製 6点セット 香炉3.0寸… ……… 54

れ レインボーオイル クリア… ……………………… 57
レーザー彫健康草履守ストラップ… …………… 196

蓮華型高月 1対入… ……………………………… 135
蓮華印お供用和紙敷紙 5袋入…………………… 137

れんりん… ………………………………………… 150

ろ ローズジャガード 念珠入れ… …………………… 199

ローソク入れ… …………………………………… 126
ローソク入れ・線香差しセット… ………………… 126
ろーそく消し 5個入… …………………………… 207
ローソク消し 木の葉……………………………… 207

ローソク立て… …………………………………… 216

ローランドガスボンベ 40g… …………………… 208
10

紋入れ・
・名入れ等について
名入れ等について
●各種紋入れ・名入れ等ができます。

注

各種紋入れ・名入れ等には、版代及び
紋入れ代、名入れ代等がかかります。

紋入れ原稿

名入れ原稿

※平安紋鑑に掲載されている場合、FAXでご連絡下さい。
※上記以外の場合、現状のまま写真を撮れるような物（名刺・
チラシ等）
をお手数ですが郵送等でお送り下さい。

※FAXで文字等をご連絡下さい（通常は明朝体で作成します）。
※上記以外の場合、
ご希望の書体をお問い合わせ下さい。

版 作 成

商品に紋入れ・名入れ
※カタログ外の紋入・名入は10個以上で承ります。

各宗派紋例
A

11

B

1 浄土真宗
（西）
／下り藤

2 浄土真宗
（東）
／八ツ藤

7 真言宗／桔梗

8 真言宗／五三の桐

9 真言宗／五三の桐

10 真言宗／桐巴

3 浄土真宗
（東）
／抱牡丹

4 浄土宗／月影杏葉

11 真言宗／桐巴

12 真言宗／輪宝

13 高田派／五七の桐

14 興正寺派／牡丹

5 曹洞宗／両山紋

6 日蓮宗／井桁橘

15 興正寺派／牡丹

16 真宗仏光寺派

17 久我竜胆

18 真言宗／真言宗輪寶

〈紋入れ・名入れ場所（例）角型焼香盆の場合 〉
紋入れ

紋の位置

名入れ
たて書

よこ書

よこ書

横向

横向
No.1

No.2

No.3

A

名入れ・記念文字入れ

たて書

B
よこ書

C
よこ書

縦向

縦向
No.4

No.5

No.6

D

E

たて書

No.7

たて書

G

●直径
（紋の大きさ）
、紋入れ位置をご指定願います。
●紋入れは表面への印刷が一般的です。

F
たて書

H
I

●たて書、
よこ書、名入れの位置をご指定願います。
●表面・裏面のどちらでも可能ですので、お申し付け願います。

C

19 天台宗／菊輪宝

20 天台宗／三体星

21 十六菊

22 真言宗／輪違い

23 浄土宗／三ツ葉葵

24 五七の桐

25 真宗仏光寺派

26 真宗木辺派

27 臨済宗／妙心寺八ツ藤

28 曹洞宗／五七の桐

29 鶴の丸

30 仏立宗

31 日蓮正宗／鶴の丸

12

カタログの表示について
香合

◎材質表示

こうごう

香合
黒 下り藤

［2.5寸］
本体価格

￥

本体価格

￥

本体価格

￥

［3.0寸］

黒 八ツ藤

［黒

八ツ藤］

［黒

抱牡丹］

本体価格

￥

本体価格

￥

本体価格

￥

本体価格

￥

［2.8寸］

700 +税
810 +税

［2.8寸］

700 +税
810 +税

黒 月影杏葉・両山紋・井桁橘

［2.5寸］
本体価格

［2.5寸］

下り藤］

［2.5寸］

700 +税
810 +税
880 +税

［2.8寸］

［黒

黒 抱牡丹

￥

700 +税

2.5寸

寸法
75×75×35

内箱
（袋）
寸法
78×79×36

内箱仕様
商品重量 内箱数 外箱数
ボール紙化粧箱
67
1
100

2.8寸

85×85×40

86×87×40

ボール紙化粧箱

87

1

100

3.0寸

90×90×40

93×98×43

段ボール化粧箱

102

1

100

［本体］
材料／2.5寸 ABS、その他サイズ フェノール、表面加工／ウレタン
［印刷］
スクリーン印刷／ポリエステル
■ネジ式
■内側：塗なし
❖写真以外の紋の場合、別途版代が必要となります。

ネジ式
［黒 月影杏葉］

［黒

両山紋］

［黒

井桁橘］

香合 紫雲香セット

2.5寸～4.0寸

仏膳・世伝仏膳・略式仏膳・お供え料理・香合・御文書箱

材質

PC製F

記念品用として、御香付セットを用意しました。

香合 紫雲香セット
材質

本体価格

￥

黒 八ツ藤

［2.5寸］
本体価格

2.5寸

￥

黒 抱牡丹

1,190 +税

［2.5寸］

1,190 +税

［2.5寸］

寸法
217×82×43

本体価格

￥

黒

本体価格

￥

［黒 八ツ藤］

［黒 抱牡丹］

［黒］

112

1

……紋入れができません。

7

84

21
1
14

……名入れが可能です。

227

143

43
46

［黒（内梨地）蒔絵 桔梗］

［黒（内梨地）蒔絵 山水］

スライドネジ式

……名入れができません。

きったてこうごう

切立香合 木質製
材質

……のしが可能です。

PC製F

黒（内梨地）蒔絵 桔梗

［2.5寸］
本体価格

￥

2,070 +税

黒（内梨地）金輪 下り藤

［2.5寸］
本体価格

￥

2,420 +税

黒（内梨地）蒔絵 山水

［2.5寸］
本体価格

2.5寸

［黒（内梨地）金輪 下り藤］

側面の蒔絵は流水柄です。

￥

ガラス製

……紋入れが可能です。

2.8寸
93

76

82

金属製

◎紋入れ・名入れ・のしについて

60

箱寸表示
2.5寸

紙製

1,140 +税

［香合］
材料／2.5寸 フェノール、2.8寸 フェノール、表面加工／ウレタン
［御香］
桂皮・丁子・木室・伊吹・龍
［印刷］
スクリーン印刷／ポリエステル
内訳／香合×1、御香
（紫雲香20g ）
×1
■その他の各宗派の紋入れ、記念文字入れが出来ます
（10ヶ以上）
。

切立香合 木質製

陶磁器製

その他

1,190 +税

内箱
（袋）
寸法
内箱仕様
商品重量 内箱数 外箱数
223×92×45 ボール紙化粧箱
91
1
60

2.8寸 234×102×48 234×95×48 ボール紙化粧箱

［黒 下り藤］

PVC製

セット

セット
［2.5寸］

PC製F
（熱硬化性樹脂：熱、火に強い）

繊維製

こうごう

黒 下り藤

木製
PC製A
（熱可塑性樹脂：衝撃に強く割れにくい）

※紋入れ・名入れに関しましてはP11・
P12をご覧ください。
※のし
（全装・手提袋）に関しましては
P232をご覧ください。

2,070 +税

寸法
内箱
（袋）
寸法 内箱仕様 商品重量 内箱数 外箱数
75×75×38 83×83×42 ボール紙化粧箱
96
1
100

［本体］
材料／フェノール、表面加工／ウレタン
［蒔絵］
スクリーン印刷／ポリエステル・ＬＧ粉
■スライドネジ式

■寸法は
『奥行×幅×高さ』又は
『径×高さ』
です。単位全て
（mm）
。内箱数は内箱
（袋）
入数、外箱数は外箱入数です。

112

◎寸法表示

寸法→製品寸法
（奥行き×幅×高さ
〈単位はmm〉）
内箱（袋）寸法→内箱寸法又は袋寸法
（奥行き×幅×高さ
〈単位はmm〉）
商品重量→〈単位は g 〉

2021 新商品一覧
祈愛（きあら）五具足 有田焼 ����� 16
彩花 五具足 有田焼 �������� 17，18

彩花 供物台 有田焼 ��������� 19

彩花 線香差し 有田焼 大������� 19

彩花 線香差し 有田焼 小������� 19

庵 五具足 有田焼 ���������� 20
光綺Ⅱ 五具足 有田焼 ������� 21，22
煌煌（こうこう）五具足 有田焼 ��� 25，26
鳳華（ほうか）6 点セット 美濃焼���� 27

古都（こと）五具足 みかわち焼 ���� 28
篭（かご）市松模様 5 点セット 有田焼 � 34
天音（あまね）5 点セット 有田焼…  ��� 35

花恋（かれん）5 点セット 有田焼���� 36

由里夏（yurika）ステージ角型����� 38
由里夏（yurika）ステージ半月����� 38
ナポリ ステージ角型��������� 38
京都 花結晶Ⅳ 5 点セット 清水焼 ��� 41

花輪 5 点セット 美濃焼�������� 43
フラン 切子硝子 6 点セット 香炉 3.0 寸� 45

クローネ 切子硝子 6 点セット 香炉 3.0 寸� 46
瞳月（しずく）カットクリスタル 5 点セット� 47

佳扇（かせん）琉球ガラス風 6 点セット� 51
彩心（あこ）6 点セット�������� 52

東型 五具足セット���������� 53
ルーブル 銅器製 6 点セット 香炉 3.0 寸� 54

月虹（げっこう）仏像 桧 1.8 クリスタル台座付 � 55

月虹（げっこう）用 クリスタル台座 ��� 55

オイルランプセット 有田焼 ������ 57
レインボーオイル クリア ������� 57

陶器具足

ガラス具足

クリスタル具足

C ATEG O RY 1

祈愛（きあら）香炉 寝かせる線香皿 有田焼 � 16

