
・割引優待券は以降のページを参照ください。

・ネットセール商品は
BUYマークが目印です。

・クリックすると購入いただけます。



仏具類の準備
洗浄や買替も
承ります。

一式¥28,000～

法名軸・位牌の用意
法名軸・位牌の記名、
製作や修復も承ります。

¥9,200～

形見の念珠修理
大切な念珠の
修理を承ります。
房の交換も
できます。¥5,500～

高岡店高岡市末広町8高岡駅前通り (0766)24-2121
富山店富山市掛尾町282-1掛尾交差点そば(076)425-8881

近年、大きな仏壇の取扱いに
お困りの方が増えています。

神棚が大きいと、お掃除が
大変ではありませんか？

コンパクトな「モダン神棚」、「小型仏壇」(裏面参照)が
今ならおすすめです。アパートや引越にもお手軽です。

神 棚 ・ 仏 壇 に つ い て 考 え て み ま し ょ う

掃除やメンテナンスについてはどうでしょうか

引取 ¥50,000～
引越 ¥61,000～
保管 ¥63,000～

照明機器や配線の取替え、
LED化をお勧めします古くて劣化した

電気配線は
ショートの恐れが
あります。

電気点検 ¥5,600
LED交換 ¥800/個
配線交換 ¥17,000ソケットワイヤレスの灯篭

LED電球

スイッチ

プラグ

神棚、仏壇の
引取や引越、
保管も承ります。

神棚・仏壇のアフターフォロー全般を承ります

弊社は神棚・仏壇の持続可能化も推進しています

ついつい触ってしまう
扉の金箔や取手も
お掃除が出来ず、
カビや菌の元になります。

仏様の周辺は念入りに
掃除が必要ですが
手が届きません。

仏様周辺の洗浄¥91,000～
扉の洗浄 ¥11,000/枚
金箔の貼替え ¥6,500/箇所

カビや菌、劣化の防止には
しっかり洗浄が必要です。

弊社ではリーズナブルな
お値段にて対応しております。



15万円

高岡店高岡市末広町8
高岡駅前通り (0766)24-2121

富山店富山市掛尾町282-1
掛尾交差点そば (076)425-8881

特別割引ご優待券
弊社商品・アフターフォロー全般にご利用になれます。
※店頭にて既に割引された商品は本ご優待の対象外になります。
また、他のクーポンや特典とは併用できません。ご了承ください。

原産国海外主芯材 MDF 高さ116cm
正面表面材 ﾀﾓ薄板貼 幅 40ｃｍ
表面仕上げ ｳﾚﾀﾝ仕上げ 奥行 36ｃｍ

３９万円

家具調１４号

２４万円
原産国海外主芯材 MDF 高さ121cm
正面表面材 かりん薄板貼 幅 40ｃｍ
表面仕上げ ｳﾚﾀﾝ仕上げ 奥行 35ｃｍ

家具調1４号

神具各種

※ ご 来 店 の 際 は 本 紙 を ご 提 示 く だ さ い

※ 全 て 仏 具 は 付 い て お り ま せ ん

5９万円

小
型
仏
壇
1
５
号

2２万円
原産国 海外主芯材 MDF 高さ 46cm
正面表面材 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ薄板貼 幅 45ｃｍ
表面仕上げ ｳﾚﾀﾝ仕上げ 奥行 33ｃｍ

原産国 海外主芯材 MDF 高さ135cm
正面表面材紫檀調ﾌﾟﾘﾝﾄ 幅 48ｃｍ
表面仕上げ ｳﾚﾀﾝ仕上げ 奥行 45ｃｍ

24万円
小型仏壇1８号

原産国海外主芯材 MDF 高さ 54cm
正面表面材 ﾀﾓ薄板貼 幅 41ｃｍ
表面仕上げ ｳﾚﾀﾝ仕上げ 奥行 38ｃｍ

家具調1６号

1９万円
原産国 海外主芯材 MDF 高さ 54cm
正面表面材 ﾀﾓ薄板貼 幅 40ｃｍ
表面仕上げ ｳﾚﾀﾝ仕上げ 奥行 3３ｃｍ

小型仏壇1８号

原産国海外主芯材 MDF 高さ ５4.5cm
正面表面材 ﾀﾓ薄板貼り 幅 54.5ｃｍ
表面仕上げ ｳﾚﾀﾝ仕上げ 奥行 35ｃｍ

小型仏壇1８号

唐木16号

45万円
原産国海外 主芯材 MDF高さ145cm
正面表面材紫檀調ﾌﾟﾘﾝﾄ 幅 57ｃｍ
表面仕上げ ﾗｯｶｰ仕上げ 奥行 50ｃｍ

小型の神棚・仏壇をおすすめいたします

贈呈
念珠

ご進物

1１万円
幅51高さ40
奥行22(cm)

6.4万円
幅44高さ38奥行18(cm) 幅49高さ30奥行32(cm)

9万円

１８万円
幅61高さ46
奥行26(cm)

仏具各種

6.7万円
原産国 海外主芯材 MDF 高さ 19cm
正面表面材 木調ﾌﾟﾘﾝﾄ 幅 27ｃｍ
表面仕上げ ｳﾚﾀﾝ仕上げ 奥行 20ｃｍ

仏具スタンド9号

11万円
原産国海外主芯材 MDF 高さ 48.5cm
正面表面材 ﾀﾓ薄板貼 幅 40.5ｃｍ
表面仕上げ ｳﾚﾀﾝ仕上げ 奥行 3３ｃｍ

小型仏壇16号

モダン神棚各種

小型仏壇各種

¥16０～

https://shinbutsugu.stores.jp/?category_id=60876ea3df62a94216e8f2d5&rel=20211116
https://shinbutsugu.stores.jp/?category_id=608e4518f3c5e72d6c40150e&rel=20211116
https://shinbutsugu.stores.jp/?category_id=61a312fc2ee5c24420127648&rel=20211116
https://shinbutsugu.stores.jp/?category_id=608e3bf7f3c5e7572d400c20&rel=20211116
https://shinbutsugu.stores.jp/?category_id=60948b0cda019c08018dda39&rel=20211116


現代の住宅には大きすぎる仏壇。
お子様がお困りになりますよね。 23７,０00円

原産国海外主芯材 MDF
正面表面材 タモ薄板貼り
表面仕上げ ウレタン仕上げ

小型仏壇１４号
１８７,０00円

小型仏壇１４号

１３２,０00円

下台（別売）

原産国海外主芯材 MDF
正面表面材 タモ厚板貼り
表面仕上げ ウレタン仕上げ

高さ ５４cm
幅 ４０ｃｍ
奥行 ３３ｃｍ

高さ ６０cm
幅 45cm
奥行 43cm

64,000円

高さ ３７cm
幅 ３７ｃｍ
奥行 16ｃｍ

84,000円

高さ 37cm
幅 3７ｃｍ
奥行 １２ｃｍ

65,000円

高さ 49cm
幅 ３０ｃｍ
奥行 ３２ｃｍ

21５,０00円

小型仏壇1５号

原産国海外主芯材 MDF
正面表面材 ウォールナット薄板貼り
表面仕上げ ウレタン仕上げ

高さ ４６cm
幅 ４５ｃｍ
奥行 ３３ｃｍ 270,０00円

原産国 海外主芯材 MDF
正面表面材 かりん薄板貼り
表面仕上げ ウレタン仕上げ

小型仏壇
１４号(台付)
高さ １２１cm
幅 ４０cm
奥行 ３５cm高さ ５４cm

幅 41cm
奥行 38cm

高岡店高岡市末広町8 高岡駅前通り (0766)24-2121

富山店富山市掛尾町282-1掛尾交差点そば (076)425-8881

モダン神棚
（ｹー ｽ付）

モダン神棚

モダン神棚

神棚が大きく、重くてお掃除が
大変ではありませんか？

今後はコンパクトな「モダン神棚」、
「小型仏壇」への買い替えがおすすめです。
アパートや引越の際も、お手軽です。

小 型 仏 壇 各 種

神棚各種

必見！！ このチラシをご覧になってください。
神棚・仏壇について考えませんか？

https://shinbutsugu.stores.jp/?category_id=60876ea3df62a94216e8f2d5&rel=20211116
https://shinbutsugu.stores.jp/?category_id=608e3bf7f3c5e7572d400c20&rel=20211116


神棚・仏壇の掃除・メンテナンスをしませんか？

万が一の防止には、照明機器や
配線の取り替え、LED化がおすすめです。

古くて劣化した
電気配線はショートする
恐れがあります。

高岡店高岡市末広町8 高岡駅前通り (0766)24-2121

富山店富山市掛尾町282-1掛尾交差点そば (076)425-8881

ついつい触ってしまう
扉の取手や金箔ですが
なかなかお掃除は
出来ませんよね。

仏様の周辺は念入りに
掃除が必要ですが
手が届きませんよね。

本尊周りの洗浄¥90,300～
扉の洗浄 ¥1１,000/枚
金箔の貼り替え ¥6,500/箇所

カビや菌、劣化の防止には
しっかり洗浄が必要です。

ソケット

点検¥5,600

ワイヤレスの灯篭

LED電球

スイッチ

プラグ 引取¥50,000～

引越¥61,000～

保管¥63,000～

神棚、仏壇の引取、引越、保管も承ります。

配線交換¥17,000

ＬED 交換¥８００/個


