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ページ ＮＯ． 商品名 設計価格

56B 　新高殿　　　　　　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥438,800
56 　高殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥438,800
66 　天恵七社　　　　　　受注生産　　　（総木曽ひのき） ¥1,462,500
627 　天照神明造り　　　受注生産　　　（総木曽ひのき） ¥1,316,300
14 　御嶽　特大三社　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥219,400
181 　竜付平安　三社　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥365,700
67 　光明五社　　　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥712,300
132 　光明三社　　　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥560,200
8 　平安五社・大　　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥453,400
9 　平安五社・中　　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥438,800
13 　平安特大七社　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥694,700
76 　マス組付五社・大　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥200,400
47 　富士通し屋根　特大五社　　　　　（木曽ひのき） ¥555,800
77 　マス組付五社・中　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥179,900
2 　屋根違い五社・大　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥120,000

398 　鵬通し三社　　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥263,300
21 　屋根違い五社・大　　　　　　　　　　（ひのき） ¥79,000
22 　屋根違い五社・中　　　　　　　　　　（ひのき） ¥65,900
33 　屋根違い五社・小　　　　　　　　　　（ひのき） ¥60,000
180 　鳳凰五社・中　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥141,900
27 　屋根違い七社　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥95,100
158 　特大三社　　　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥336,400

128B 　新寸屋根違い五社　唐戸　　　　　（ひのき） ¥76,800
128 　新寸屋根違い五社　　　　　　　　　（ひのき） ¥62,200
5 　屋根違い三社・大　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥86,300
6 　屋根違い三社・中　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥68,800

38B 　マス組付屋根違い三社・大　唐戸　　（ひのき） ¥71,700
65B 　マス組付屋根違い三社・中　唐戸　　（ひのき） ¥65,900
48 　マス組付屋根違い三社・特大　　（ひのき） ¥131,700
38 　マス組付屋根違い三社・大　　　（ひのき） ¥68,100
65 　マス組付屋根違い三社・中　　　（ひのき） ¥54,900

36B 　通し屋根三社・中　　唐戸　　　　（ひのき） ¥49,800
64B 　通し屋根三社・小　　唐戸　　　　（ひのき） ¥43,200
171 　通し屋根三社・特大　　　　　　　（ひのき） ¥47,600
37 　通し屋根三社・大　　　　　　　　　（ひのき） ¥47,600
36 　通し屋根三社・中　　　　　　　　　（ひのき） ¥38,800
64 　通し屋根三社・小　　　　　　　　　（ひのき） ¥30,000
23 　屋根違い三社・大　　　　　　　　　（ひのき） ¥47,600
24 　屋根違い三社・中　　　　　　　　　（ひのき） ¥38,800
25 　屋根違い三社・中　B　　　　　　　（ひのき） ¥38,800
26 　屋根違い三社・小　　　　　　　　　（ひのき） ¥30,000
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ページ ＮＯ． 商品名 設計価格

50 　新寸屋根違い三社・大　　　　　　（ひのき） ¥47,600
51 　新寸屋根違い三社・中　　　　　　（ひのき） ¥38,800
52 　新寸屋根違い三社・小　　　　　　（ひのき） ¥30,000
170 　鳳凰三社シルバー金具・大　　　（ひのき） ¥109,700
160 　鳳凰三社シルバー金具・中　　　（ひのき） ¥99,500
57 　伊勢極上屋根違い三社　　　　　（木曽ひのき） ¥96,600
3 　通し屋根三社　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥50,500

50B 　新寸唐戸三社・大　　　　　　　　（ひのき） ¥58,000
51B 　新寸唐戸三社・中　　　　　　　　（ひのき） ¥49,800
52B 　新寸唐戸三社・小　　　　　　　　（ひのき） ¥43,200
50C 　新寸高床格子付三社・　大（御簾付）（ひのき） ¥84,900
51C 　新寸高床格子付三社・　中（御簾付）（ひのき） ¥70,200
52C 　新寸高床格子付三社・　小（御簾付）（ひのき） ¥65,900
23B 　唐戸三社・大　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥58,000
24B 　唐戸三社・中　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥49,800
26B 　唐戸三社・小　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥43,200
62 　木曽通し三社　（御簾付）　　　（木曽ひのき） ¥111,200

23C 　屋根違い三社・大　格子戸（御簾付）　（ひのき） ¥84,900
24C 　屋根違い三社・中　格子戸（御簾付）　（ひのき） ¥70,200
21C 　屋根違い五社・大　格子戸（御簾付）　（ひのき） ¥143,400
22C 　屋根違い五社・中　格子戸（御簾付）　（ひのき） ¥128,700
1 　格子付三社・大　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥77,600

3A 　格子付三社・小　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥55,600
55 　白山瓦屋根通し三社・大　 　　（木曽ひのき） ¥166,800

55A 　白山瓦屋根通し三社・中　 　　（木曽ひのき） ¥153,600
620 　氷川厚屋根横通し三社（御簾付）　（木曽ひのき） ¥197,500
164 　切妻三社　　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥153,600
41 　鳳翔彫刻入三社(御簾付)　　　（木曽ひのき） ¥390,500
374 　鳳翔一社・大(御簾付)　　　　　（木曽ひのき） ¥124,400
394 　鳳翔一社・小(御簾付）　　　　　（木曽ひのき） ¥83,400
621 　鹿屋野三社　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥182,900
75 　格子付三社・丸柱付（御簾付）　　　（ひのき） ¥67,300
175 　かべ掛け三社　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥54,900
92 　箱宮　16号　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥60,700
93 　箱宮　18号　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥65,100
162 　箱宮　20号　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥70,200
163 　箱宮　五社　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥106,800
161 　箱宮　一社　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥42,500
152 　東型箱宮　　3尺　　高欄　御簾付　（ひのき） ¥185,800
153 　東型箱宮　　2.5尺　高欄　御簾付　（ひのき） ¥149,200
154 　東型箱宮　　2尺　　高欄　御簾付　（ひのき） ¥77,600
150 　東型箱宮　　2尺 御簾付　　　　　　（ひのき） ¥48,300
151 　東型箱宮　　尺5寸　御簾付　　　　（ひのき） ¥43,900
337 　ケース入三社　　（神殿は№26）　　　（米ひば） ¥135,300
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ページ ＮＯ． 商品名 設計価格

399 　天神唐戸一社　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥141,900
12 　飛騨神明一社　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥81,900
186 　大神明丸柱付　　　　　　　　　　（ひのき） ¥26,400
59 　大々神明　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥26,400
10 　大神明　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥22,000
31 　中神明　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥15,400
113 　高床一社　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥36,600
16B 　二社大黒・大　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥62,900
15 　恵比寿宮・大　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥41,000

15B 　恵比寿宮・小　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥38,100
605 　恵比寿宮　　唐戸　　　　　　　（木曽ひのき） ¥86,300
63 　恵比寿札宮　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥21,100
159 　恵比寿札宮・特大　　　　　　　（ひのき） ¥36,600
40 　札はり　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥21,100
178 　札はり・特大　　　　　　　　　　（ひのき） ¥36,600
125 　高欄宮　　7寸　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥256,000
126 　高欄宮　　5寸　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥136,100
177 　一社唐戸　　大　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥26,400
155 　一社唐戸　　中　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥20,500
176 　一社唐戸　　小　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥19,100
622 　鹿屋野一社　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥120,000
190 　特大　札入　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥70,200
392 　格子宮　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥27,800
116 　札差　　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥3,900
20 　荒神宮　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥10,600
393 　秋葉　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥10,300
124 　棚板（持送り式）　　　　　　（ひのき） ¥8,100
600 　札入　　　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥7,100
335 　一升マス　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥13,100
334 　五合マス　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥11,600
294 　一升マス恵比寿大黒セット4寸 ¥54,000
295 　五合マス恵比寿大黒セット3寸 ¥40,000
615 　愛宕通し屋根三社　　　　　（本けやき） ¥289,600
54 　マス組付屋根違い三社　　（本けやき） ¥175,500
624 　茅葺一社　・　大　　　　　　（木曽ひのき） ¥277,900
625 　茅葺一社　・　中　　　　　　（木曽ひのき） ¥220,900
626 　茅葺一社　・　小　　　　　　（木曽ひのき） ¥171,200
623 　茅葺通し三社　・　唐戸　　（木曽ひのき） ¥292,500
614 　茅葺通し三社　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥234,000
179 　こけら葺通し三社　　　　　（ひのき） ¥438,800
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ページ ＮＯ． 商品名 設計価格

632 　神護　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥97,300
630 　神護　紅春慶塗仕上　　（木曽ひのき） ¥219,400
634 　神護　紅春慶塗仕上　　（木曽ひのき） ¥152,100
628 　神護　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥22,700
629 　神護　丸柱付　　　　　　　（木曽ひのき） ¥24,900
635 　神護　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥117,000
631 　神護　　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥109,700

ページ ＮＯ． 商品名 設計価格

641 　神楽　（かぐら）　　　　　　 ¥80,500
642 　神垣　（みがき）　　　　　　 ¥96,600
636 　神語　（かみがたり）　　　（木曽ひのき） ¥51,200
637 　神謡　（かみうた）　　　　（木曽ひのき） ¥36,600
639 　神座　（かみざ）　　　　　（木曽ひのき） ¥49,800
640 　神座　（かみざ）　　　　　（タモ） ¥35,100
643 　神明り　（かみあかり）　神鏡付き　（木曽ひのき）　 ¥149,200
644 　神の宮神飾り（かみのみやがみかざり）　神鏡付き　　（木曽ひのき） ¥301,300
645 　神飾り　（かみかざり）　　（木曽ひのき） ¥61,500

ページ ＮＯ． 商品名 設計価格

381 　電気ローソク　白コード ¥5,800
227 　ともしび電池式　（1対）　在庫限り ¥2,800
218 　春日燈籠　6寸コード式　　　　　（木曽ひのき） ¥34,700
272 　春日燈籠　8寸コード式　　　　　（木曽ひのき） ¥42,200
234 　春日燈籠リモコン式　LED　小　（木曽ひのき） ¥33,700
235 　春日燈籠リモコン式　LED　中　（木曽ひのき） ¥36,600
214 　春日燈籠　6寸銅　コード式　　（PC) ¥12,000
217 　春日燈籠　5寸銅　電池式　　　（PC) ¥13,200
311 　白木鳥居　大　 巾60×高51 　（木曽ひのき） ¥43,900
312 　白木鳥居　中 　巾50×高40 　（木曽ひのき） ¥38,100
313 　白木鳥居　小 　巾40×高30 　（木曽ひのき） ¥35,100
250 　木彫　恵比寿大黒　3寸 ¥28,400
341 　木彫　恵比寿大黒　4寸 ¥41,000
350 　木彫　恵比寿大黒　5寸 ¥56,600
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ページ ＮＯ． 商品名 設計価格

251 　木彫　きつね　3寸 ¥28,400
252 　木彫　こま犬　3寸 ¥32,200
366 　木彫　こま犬　4寸　　（白木） ¥46,800
367 　木彫　こま犬　4寸　　（塗） ¥55,600
342 　木彫　雲　（文字） ¥2,800
343 　木彫　雲 ¥4,400
201 　棚板　・　小　3尺　　（木曽ひのき） ¥118,500
202 　棚板　・　中　3尺6寸5分　　（木曽ひのき） ¥139,000
169 　棚板　・　中　　　棚板　しな合板　　他　（スプルス） ¥22,000
168 　棚板　・　大　　　棚板　しな合板　　他　（スプルス） ¥24,600
317 　八足台　（固定）　　大　（60×35×30）　（スプルス） ¥62,900
318 　八足台　（固定）　　小　（55×35×30）　（スプルス） ¥61,500
319 　八足台（70×30×27）　（木曽ひのき）薄板　固定 ¥65,900
219 　内祭 八足台・小　　　　　（木曽ひのき） ¥3,700
391 　内祭 八足台・大　　　　　（木曽ひのき） ¥5,200
187 　神棚台　（玉垣付）　　　　（ひのき） ¥73,200
188 　神棚台　（玉垣なし）　　　（ひのき） ¥49,800
89 　八足台（70×30×27）　（木曽ひのき）　蟻溝 ¥109,700
99 　八足台（70×45×27）　（木曽ひのき）　蟻溝 ¥118,500
274 　遠山三宝　3寸　　　　　（木曽ひのき） ¥8,200
275 　遠山三宝　3寸5分　　　（木曽ひのき） ¥9,400
276 　遠山三宝　4寸　　　　　（木曽ひのき） ¥10,900
360 　遠山三宝　5寸　　　　　（ひのき） ¥4,400
361 　遠山三宝　6寸　　　　　（ひのき） ¥6,000
362 　遠山三宝　7寸　　　　　（ひのき） ¥7,900
277 　三宝　3寸　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥8,700
278 　三宝　3寸5分　　　　　　（木曽ひのき） ¥9,700
279 　三宝　4寸　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥11,200
221 　三宝　5寸　　　　　　　　（ひのき） ¥4,700
222 　三宝　6寸　　　　　　　　（ひのき） ¥6,200
223 　三宝　7寸　　　　　　　　（ひのき） ¥8,100
224 　三宝　8寸　　　　　　　　（ひのき） ¥11,500
225 　三宝　9寸　　　　　　　　（ひのき） ¥17,600
226 　三宝　尺　　　　　　　　　（ひのき） ¥26,400
263 　折敷　3寸5分　　　　　　（ひのき） ¥1,500
270 　折敷　4寸　　　　　　　　（ひのき） ¥1,700
264 　折敷　5寸　　　　　　　　（ひのき） ¥2,400
280 　ゲタ付三宝　4寸　　　　（ひのき） ¥3,700
281 　ゲタ付三宝　5寸　　　　（ひのき） ¥4,400
284 　ゲタ付三宝　6寸　　　　（ひのき） ¥5,600
285 　ゲタ付三宝　7寸　　　　（ひのき） ¥6,300
247 　ゲタ付三宝　8寸　　　　（ひのき） ¥7,400
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ページ ＮＯ． 商品名 設計価格

268 　長三宝　6寸×4寸　　　　　　（ひのき） ¥5,800
282 　長三宝　7寸×5寸　　　　　　（ひのき） ¥6,600
283 　長三宝　8寸×6寸　　　　　　（ひのき） ¥8,400
260 　神鏡　2寸　　　　　　　　　　　（けやき） ¥22,300
261 　神鏡　2寸5分　　　　　　　　　（けやき） ¥28,400
262 　神鏡　3寸　　　　　　　　　　　（けやき） ¥39,500
306 　神鏡　上彫　1寸5分　 ¥14,100
377 　神鏡　上彫　2寸　　 ¥15,700
378 　神鏡　上彫　2寸5分 ¥20,100
307 　神鏡　上彫　3寸　　 ¥26,200
379 　神鏡　竜上彫　2寸 ¥54,500
248 　神鏡　竜上彫　2寸5分 ¥58,700
380 　神鏡　竜上彫　3寸 ¥65,900
305 　神鏡　・　特小　1寸5分 ¥5,800
211 　神鏡　・　小　2寸 ¥6,600
212 　神鏡　・　中　2寸5分 ¥9,000
213 　神鏡　・　大　3寸 ¥18,000
384 　賽銭箱　5寸　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥16,900
385 　賽銭箱　6寸　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥20,500
386 　賽銭箱　8寸　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥41,000
259 　真榊　　小豆　　24ｃｍ ¥9,000
339 　真榊　　豆　　　32ｃｍ ¥9,900
249 　真榊　　小　　　36ｃｍ ¥10,900
338 　かがり火　2寸5分 ¥3,400
204 　かがり火　3寸 ¥3,600
205 　かがり火　4寸 ¥7,100
365 　人工榊　1本 ¥800

　掛軸　（天照皇大神）　A　肉筆　　(紙箱入） ¥50,100
　掛軸　（天照皇大神）　B　肉筆　　（木箱入） ¥68,500
　掛軸　（天照皇大神）　C　工芸　　（木箱入） ¥30,800

389 　神棚用　掛軸　（台付） ¥17,300
351 　神前幕イナリ紋　2尺（綿・本染60×21） ¥8,800
352 　神前幕イナリ紋　3尺（綿・本染95×35） ¥12,500
353 　神前幕イナリ紋　4尺（綿・本染130×35） ¥15,700
207 　神前幕　巴紋　2尺 ¥2,300
208 　神前幕　巴紋　3尺 ¥4,100
209 　神前幕　巴紋　4尺 ¥5,500
210 　神前幕　巴紋　6尺 ¥10,000
354 　稲荷神具セット ¥47,100
286 　セトモノセット　・　特小　3寸 ¥5,500
231 　セトモノセット　・　小　3寸5分 ¥5,500
232 　セトモノセット　・　中　4寸 ¥6,800
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ページ ＮＯ． 商品名 設計価格

233 　セトモノセット　・　大　5寸 ¥9,000
370 　セトモノセット　・　特大　6寸 ¥18,800
228 　銀チヂミセット　・　小　3寸5分 ¥11,900
229 　銀チヂミセット　・　中　4寸 ¥13,700
230 　銀チヂミセット　・　大　5寸 ¥17,300
332 　角花ろう立てセット　・　小　3寸5分 ¥27,000
333 　角花ろう立てセット　・　中　4寸 ¥28,400
358 　神具セット　A ¥90,400
359 　神具セット　B ¥16,700
237 　木製神具セット　　4寸 ¥74,600
324 　玉垣（並）　3寸　　　　　　　（木曽ひのき） ¥11,000
325 　玉垣（並）　3寸5分　　　　　（木曽ひのき）） ¥11,500
326 　玉垣（並）　4寸　　　　　　　（木曽ひのき） ¥13,200
327 　玉垣（並）　5寸　　　　　　　（木曽ひのき） ¥26,400
331 　しめ縄 　2尺 ¥6,900
242 　しめ縄 　3尺 ¥9,300
243 　しめ縄 　4尺 ¥11,700

ページ ＮＯ． 商品名 設計価格

750 　紙載台　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥41,000
751 　紙入れ　　　　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥53,400
752 　半桶　台付　　　　　　　　　（さわら） ¥36,600
753 　手水桶　ふた付　　　　　　（さわら） ¥62,900
240 　手桶　（直径24ｃｍ）　　　　（さわら） ¥54,200
241 　手桶　（直径18ｃｍ）　　　　（さわら） ¥46,800
388 　手桶セット　PC　　　（ひしゃく付） ¥7,100
364 　ひしゃく　　　　　　　　　　　（ひのき） ¥5,200
349 　祓い串　98ｃｍ　　　　　　（木曽ひのき） ¥36,600
315 　玉串案　（組立式）　大　90×75×27 ¥99,500
316 　玉串案　（組立式）　小　75×75×27 ¥93,600
756 　三段案 ¥219,400
346 　唐びつ　4寸　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥22,000
347 　唐びつ　5寸　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥24,900
348 　唐びつ　6寸　　　　　　　　（木曽ひのき） ¥33,700
754 　鋤鍬鎌セット　　　　　　　　（スプルス） ¥64,400
761 　切麻入れ ¥9,100
757 　文鎮　（榊押さえ）　大 ¥11,000
758 　文鎮　（榊押さえ）　小 ¥9,400
762 　勝男木型榊押さえ ¥2,700
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