
※写真はイメージです。季節によって花の種類が異なりますので、予めご了承ください。
※商品の色・形態は多少写真と異なる場合がございます。

スタンダードなタイプのスタンド生花フラワーです。

③葬儀用供花 １ 段
高さ 約２２０ｃｍ

16,500円（税込）

②葬儀用供花 １ 段
高さ 約２２０ｃｍ

13,200円（税込）



※写真はイメージです。季節によって花の種類が異なりますので、予めご了承ください。
※商品の色・形態は多少写真と異なる場合がございます。

スタンダードなタイプのスタンド生花フラワーです。

⑤葬儀用供花 ２ 段
高さ 約２２０ｃｍ

26,400円（税込）

④葬儀用供花 ２ 段
高さ 約２２０ｃｍ

19,800円（税込）



※写真はイメージです。季節によって花の種類が異なりますので、予めご了承ください。
※商品の色・形態は多少写真と異なる場合がございます。

スタンダードなタイプのスタンド生花フラワーです。

⑦葬儀用洋花 ２ 段
高さ 約220ｃｍ

38,500円（税込）

⑥葬儀用洋花 １ 段
高さ 約220ｃｍ

22,000円（税込）



※写真はイメージです。季節によって花の種類が異なりますので、予めご了承ください。
※商品の色・形態は多少写真と異なる場合がございます。

①葬家洋花 （１ 対）
高さ 約１９０ｃｍ

33,000円（税込）

気品のある白いお花で故人への

敬意と感謝の気持ちを表現いたします。

洋花にグリーンを添えて、上品に

仕上げております。

洋花だけを使用することで、

華やかさが一層輝きます。



※写真はイメージです。
季節によって花の種類が異なりますので、
予めご了承ください。
※商品の色・形態は多少写真と異なる場合
がございます。

故人を偲ぶ気持ちを穏やか

に見守る優しい色合いのアレ

ンジメント。

可憐な花々を上品に散りば

めることで、温かな気持ちが

会場全体に広がります。

⑧アレンジ 高さ 約１００ｃｍ

22,000円（税込）

スタンダードなタイプのアレンジメントフラワーです



⑩アレンジ 高さ 約60ｃｍ

６,600円（税込）

⑨アレンジ 高さ 約40ｃｍ

４,400円（税込）

※写真はイメージです。

季節によって花の種類が異なりますので、

予めご了承ください。

※商品の色・形態は多少写真と異なる

場合がございます。

スタンダードなタイプのアレンジメントフラワーです



⑫アレンジ 高さ 約70ｃｍ

11,000円（税込

※写真はイメージです。

季節によって花の種類が異なりますので、

予めご了承ください。

※商品の色・形態は多少写真と異なる

場合がございます。

スタンダードなタイプのアレンジメントフラワーです

⑪アレンジ 高さ 約65ｃｍ

8,800円（税込）

⑭アレンジ

16,500



⑭アレンジ 高さ 約90ｃｍ

16,500円（税込）

※写真はイメージです。

季節によって花の種類が異なりますので、

予めご了承ください。

※商品の色・形態は多少写真と異なる

場合がございます。

スタンダードなタイプのアレンジメントフラワーです

⑬アレンジ 高さ 約75ｃｍ

13,200円（税込）



スタンダードなタイプのアレンジメントフラワーです

※写真はイメージです。

季節によって花の種類が異なりますので、

予めご了承ください。

※商品の色・形態は多少写真と異なる

場合がございます。

⑰白菊 高さ 約55ｃm

11,000円（税込）

]

⑯トロピカル 花瓶付

高さ 約70ｃm

8,800円（税込）

⑮ホワイト 花瓶付

高さ 約65ｃm

8,800円（税込）



※花びらなどに光ファイバーを施してあるため灯籠とはひと味違う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幻想的な雰囲気をかもしだしてくれます

お す す め 商 品
（ルミナス）

ＬＥＤ リリー
（１ヶ）

￥１６，５００
（税込）

ＬＥＤ 蓮華
（１ヶ）

￥１６，５００
（税込）

ぼ た ん
（１ヶ）

￥２８，１２０
（税込）

ロ ー ズ
（１ヶ）

￥１７，３２０
（税込）

リ リ ー
（１ヶ）

￥１７，３２０
（税込）

時間が経つと光の色が変化します



※花びらなどに光ファイバーを施してあるため灯籠とはひと味違う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幻想的な雰囲気をかもしだしてくれます

お す す め 商 品
（ミニルミナス）

胡 蝶 蘭 高さ２７ｃｍ

（１対）

￥１７，９３０(税込)

結 花 高さ３２ｃｍ

（１対）

￥１７，９３０（税込）

百 合 高さ３６ｃｍ

（１対）

￥１７，９３０（税込）

時間が経つと光の色が変化します



※花びらなどに光ファイバーを施してあるため灯籠とはひと味違う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幻想的な雰囲気をかもしだしてくれます

お す す め 商 品

ＬＥＤ 咲幸ホワイト
高さ ４５ｃｍ

（１ヶ）￥２２，０００（税込）

ＬＥＤ 胡蝶蘭
高さ ６０ｃｍ

（１ヶ） ￥１５，６９０（税込）

ＬＥＤ カリーナ
高さ ４５ｃｍ

（１ヶ）￥２２，０００（税込）

時間が経つと光の色が変化します

ＬＥＤ 咲幸レッド
高さ ４５ｃｍ

（１ヶ）￥２２，０００（税込）

ＬＥＤ ＢＩＧローズブーケ

各色（１ヶ） ￥１３，７５０（税込）



※花びらなどに光ファイバーを施してあるため灯籠とはひと味違う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幻想的な雰囲気をかもしだしてくれます

お す す め 商 品

ＬＥＤ 咲幸ホワイト
高さ ４５ｃｍ

（１ヶ）￥２２，０００（税込）

ＬＥＤ 胡蝶蘭
高さ ６０ｃｍ

（１ヶ） ￥１５，６９０（税込）

ＬＥＤ カリーナ
高さ ４５ｃｍ

（１ヶ）￥２２，０００（税込）

時間が経つと光の色が変化します

ＬＥＤ 咲幸レッド
高さ ４５ｃｍ

（１ヶ）￥２２，０００（税込）

ＬＥＤ ＢＩＧローズブーケ

各色（１ヶ） ￥１３，７５０（税込）

在庫切れ











灯籠は１対（２ヶ）の税込価格です

高さ　31ｃｍ高さ　22ｃｍ
\7,950 (税込)

すずらん灯７号鈴付

\13,040 (税込)

７号ゴールド鈴付角

\23,230 (税込)

高さ　53ｃｍ

10号ゴールド鈴付

\12,530 (税込)

8号ゴールド鈴付

\9,990 (税込)

高さ　28ｃｍ

《　行　灯　》

～ 灯　　籠 ～ 心をこめておくる灯のみちしるべとして．．．

高さ　53ｃｍ

高さ　36ｃｍ

15号ブロンズ鈴付

\23,230 (税込)

10号ブロンズ鈴付

\12,530 (税込)

高さ　36ｃｍ

15号ゴールド鈴付

すずらん灯18号

ヨーラク付

¥38,000 (税込)

高さ 69ｃｍ



高さ　31ｃｍ

11号バーブル灯ブルー　ヨーラク付

７号バーブル灯ブルー　ヨーラク付

灯籠は１対（２ヶ）の価格です

11号バーブル灯クリア　鈴付

\18,130（税込）

～ 灯　　籠 ～

\27,300（税込） \25,570（税込）

高さ　50ｃｍ 高さ　50ｃｍ

《　バーブル灯　》

\20,170（税込）

高さ　40ｃｍ

水明灯１号ブルー

\21,190（税込）

高さ　37ｃｍ

バーブル菊華灯



～ 灯　　籠 ～
《　廻転灯　》

灯籠は優雅な光の供えものです

灯籠は１対（２ヶ）の税込価格です

聖　竹　灯
\14,160 (税込)

高さ　67ｃｍ

総金聖竹灯
\14,570 (税込)

高さ　56ｃｍ

\19,870 (税込)

高さ　95ｃｍ

黒塗行灯　(神仏兼用)金光灯
\10,500 (税込)

高さ　42ｃｍ



\10,800（税込）

季節等により内容が変わります　予めご了承ください

《　果物・お菓子　》

菓子盛

～ 供　　物 ～

\6,500（税込）

こちらの商品は受注生産になりますので注文はお早めにお願い致します
また、都合によりお受けできない場合もございますのでご了承ください

くだもの盛（大）

\16,200（税込）

くだもの盛（小）



内容

ローソク立２本

焼香箱・香炉

他、宗旨により異なります

曹洞宗・真言宗・浄土宗

日蓮宗・真宗大谷派（東）

浄土真宗本願寺派（西）

（税込価格）

仏具セット

御予算に応じてお作りします
　　　　　　　     お申し付け下さい

¥16,500

¥22,000

～ 供　　物 ～
《　線香・ローソク・仏具　》

¥22,000

線香・ローソクセット
（税込価格）

¥13,200

¥16,500

¥19,800

花瓶入り
線香・ローソクセット

（税込価格）

¥29,000

¥33,000

¥31,000

¥19,800

りん一式　（りん・りん棒・りん布団）



～ 供　　物 ～
《　缶詰・座布団　》

座布団　（赤） 座布団　（紺）

\11,000(税込)\11,000(税込)

\10,800(税込)

盛篭　（缶詰）



サイズ

サイズ

サイズ

66㎝×65㎝

モダン幾何学柄

１１，７７０円（税込）

～ 供　　物 ～
《　モダン座布団　》

モダンチェック柄
ブラウン

66㎝×65㎝

１１，７７０円（税込）

モダンチェック柄
クリーム

66㎝×65㎝

１１，７７０円（税込）





サツマ型朝霧　（1本） サツマ型金彩雲海　（１本）

 ７号　（２3ｃｍ）  ７号　（２3ｃｍ）\5,300（税込）

\6,830（税込）

黒花瓶 白花瓶
240ｍｍ×165ｍｍ 240ｍｍ×165ｍｍ

～ 花　　瓶 ～

\5,300（税込）

美　濃　焼　（ 雲海　・朝霧 ）

\2,860（税込）

飾り例

１　本

《　サツマ型　》

サツマ型花瓶のみ
篭に入れて飾らさ

せて頂きます

飾り例

１０号　（３2ｃｍ） \6,830（税込）１０号　（３2ｃｍ）



飾り例

～ 花　　瓶 ～

竹型　　　　山水生子 白梅

《　寸　胴　》

８寸（２４ｃｍ）

1本 ￥2,６５０ （税込）

１尺（３０ｃｍ）

1本 ￥３,８２０ （税込）

８寸（２４ｃｍ）

1本 ￥2,６５０ （税込）

１尺（３０ｃｍ）

1本 ￥３,８２０ （税込）

８寸（２４ｃｍ）

1本 ￥2,６５０ （税込）

１尺（３０ｃｍ）

1本 ￥３,８２０ （税込）

８寸（２４ｃｍ）

1本 ￥2,６５０ （税込）

１尺（３０ｃｍ）

1本 ￥３,８２０ （税込）

志野桜 ８寸

１本

￥３，９８０（税込）

黒伊賀 ８寸

１本

￥３，４７０（税込）

カトレア ８寸

１本

￥３，９８０（税込）



高　　さ ７寸＝およそ２１ｃｍ

９寸＝およそ２７ｃｍ

～ 花　　瓶 ～
《　大理石風　》

大理石風寸胴

グリーン ７寸

１本

￥１，５３０ （税込）

大理石風寸胴

ベージュ ７寸

１本

￥１，５３０ （税込）

大理石風寸胴

ブルー ７寸

１本

￥１，５３０ （税込）

大理石風角形

グリーン ９寸

１本

￥２，９２０ （税込）

大理石風角形

ベージュ ９寸

１本

￥２，９２０ （税込）

大理石風角形

ブルー ９寸

１本

￥２，９２０ （税込）





故人様の趣味にあわせて・・・
　　　　　　　　　　　思い出の品、ご一緒にお供します。

 ￥１４,３００（税込）￥１７,６００（税込） ￥３６,３００（税込）

釣　り　具　セ　ッ　ト ゴ　ル　フ　セ　ッ　ト

　　 白　木　　　　　   塗　り　　　　　　　２本セット

 ￥１４,３００（税込）￥１７,６００（税込） ￥３６,３００（税込）

　　 白　木　　　　　   塗　り　　　　　　　２本セット

　　　　　ワインセット　　　　　　　　　　 ビールセット　　　　　　　　　　 日本酒セット
　　　　 　￥１４，３００（税込）　　　  　　　 　　　 ￥１４，３００（税込）　　　 　　 　　　　 　  ￥１４，３００（税込）

ご出棺のときに
故人のお供として、

御棺の中へ納められます。



故人様の趣味にあわせて・・・
　　　　　　　　　　　思い出の品、ご一緒にお供します。

ご出棺のときに
故人のお供として、

御棺の中へ納められます。

\23,100（税込） \23,100（税込）

グランドゴルフセット

塗　り

パークゴルフセット

塗　り



香セレクト３０

\3,300（税込）

八葉きらめき

\2,200（税込）

エレガント極

\5,500（税込） \3,300（税込）

ほのか

\3,300（税込）

～ 供　　物 ～

\7,700（税込）

連玉セット　琴（こと）連玉セット　雅（みやび）

\6,600（税込）

《　進　物　》

\5,500（税込）

浄　　雅　（じょうが） 薫翠・ローソクセット



念珠・腕輪・念珠袋・経本入れ各種ございます。
（写真は一例です　　実物とは多少異なります）
このほかにも、仏具、線香ローソク詰合せ等も取り揃えております






