
                       □檜平インロー総彫刻              
⇒／B2,592,000 円／―

□檜平／八分インロー5 面彫刻            □檜平／八分インロー
平：⇒／B1,620,000 円／―             平：⇒／B1,469,000 円／B1,578,000 円

  八分：⇒／B1,469,000 円／B1,578,000 円         八分：⇒／B1,296,000 円／B1,410,000 円

           

□樅平／八分インロー5 面彫刻         □樅平／八分インロー
平：⇒／B605,000 円／―             平：⇒／B270,000 円／―

八分：⇒／B432,000 円／―            八分：⇒／B206,000 円／B249,000 円

          

□総桐インロー5 面彫刻            □総桐インロー３面彫刻
        ⇒／⇒／821,000 円                 ⇒／⇒／756,000 円

    

□総桐インロー2 面彫刻・平インロー      ○総桐八分インロー
  ⇒／⇒／540,000 円・彫刻なし 335,000 円            B206,000 円／―／―

            

       

御寝棺：天然木・フラッシュ タイプ

プロのメイクアップ・アーティストによる

基本メイクアップを標準装備

＊自宅死亡・検死・アクシデント・黄疸などの場合は

状態に応じた処置費用として別途費用が掛かります

16,200 円～



□桐インロー5 面極上彫刻              □桐インロー３面極上彫刻
    346,000 円／372,000 円／B399,600 円        223,000 円／238,000 円／B255,000 円

              

□桐インロー２面極上彫刻              ○STK インロー3 面彫刻
    184,000 円／195,000 円／B212,000 円        144,800 円／152,000 円／B 162,000 円      

        

○STK インロー２面彫刻               ○桐インロー
    127,500 円／142,600 円／B153,400 円            108,000 円／125,400 円・B129,600 円／B 136,000 円    

   

○KV-61                   ○永遠（とわ）
101,600 円／106,000 円／―             97,200 円／102,000 円／124,000 円

           

◎桐八分
86,400 円／86,400 円・B108,000 円／B 118,800 円

  
○桐十分 ⇒／⇒／B 121,000 円    ◎6 尺サイズのみ通常在庫 ○翌日可能 □在庫確認要

上記の内容は平成 26 年 4 月 1 日現在の内容です。予告無く変更することがございます。

“御寝棺”選びのポイント

①サイズ･･･身長や体格に適したもの。

身長プラス約 100～150mm の内寸が必要です。

  M ／L ／LL ＊B マークは幅広タイプ

②費用面･･･全体の費用を考えて。

③デザイン･･･故人やお飾りに適したもの。



                           □エンバー紫雲【カプセル】      
⇒／389,000 円／―

○華 厳 ＜グレー＞ ＊他にホワイト                             ○華 厳 ＜紺＞ ＊他にホワイト

      ⇒／B346,000 円／―                ⇒／B346,000 円／―           

         

○銀 雅                    ○はくらん 取手付き                            
⇒／216,000 円／―                 ⇒／172,800 円／―

      

○エンバー白光【カプセル】                  ○エンバーゆ り【カプセル】   
       ⇒／162,000 円／―                ⇒／162,000 円／―                  

   

□エンバー半カプセル もくれん P ＊他にホワイト     ○蓮華・取手付き ＜紺＞ ＊他にベージュ

152,000 円／―／―                   162,000 円／172,000 円／Ｂ195,000 円

                

◎6 尺サイズのみ常備 ○翌日 □確認要

御寝棺：布張り・キリスト タイプ

プロのメイクアップ・アーティストによる

基本メイクアップを標準装備

＊自宅死亡・検死・アクシデント・黄疸などの場合は

状態に応じた処置費用として別途費用が掛かります

16,200 円～



◎はくらん・取手なし ＜パープル＞       ◎蓮華・取手なし ＜ベージュ＞
  ⇒／156,600 円／―                          152,000 円／―／―            

           

○グリーンアーク・テラ＜ベージュ＞ ＊他にユリ白    ○NEW 白光 ＊他に紺…6 尺･6.25 尺･6.5 尺のみ

森林活動への寄付金付きの環境にやさしい棺

        ⇒／136,000 円／―                                  

           

◎悠雅 ＜パープル＞上内装 ＊他にホワイト､ブルー ○悠雅 ＜ピンク＞上内装 ＊他にうぐいす                    
⇒／124,000 円／―                ⇒／124,000 円／―

   

○雅 ＜うぐいす／ホワイト＞＊他にパープル  ○キリスト華厳型 ＊他にホワイト  
108,000円／118,800円・B119,700円＜ホワのみ＞／B129,600円          ⇒／B346,000 円／―         

         

○キリスト白光型                              ○キリスト箱型 ＊他に白  
152,000 円／162,000 円／B206,000 円        129,600 円／152,000 円／B195,000 円

      
上記の内容は平成 28 年 10 月 1 日現在の内容です。予告無く変更することがございます。

129,600円／141,000円・B144,800円／B 155,600円

1945:B 195,000 円／2100:B 206,000 円



御寝棺　内寸サイズ表―１ 長さx幅x高さ（内寸）

1800mm未満 1800～1865mm 1870mm以上

◎天然木棺：檜　　
檜平インロー総彫刻（特上） １８０５x５１０x３６０

檜平インロー５面彫刻（特上） １８０５x５１０x３６０

檜八分インロー５面彫刻（特上） １８２５x５３０x３６０ １９２５x５６０x３６０

檜平インロー（特上） １８０５x５１０x３６０ １９１０x５４５x３６０

檜八分インロー（特上） １８２５x５３０x３６０ １９２５x５６０x３６０

◎天然木棺：樅　　
樅平インロー５面彫刻（特上） １８０５x５１０x３６０

樅八分インロー５面彫刻（DX） １８２５x５３０x３６０

樅平インロー（DX） １８０５x５１０x３６０

樅八分インロー（DX） １８２５x５３０x３６０ １９２５x５６０x３６０

◎天然木棺：桐　　
総桐インロー５面彫刻（DX） １８７５x４８０x３６０

総桐インロー３面彫刻（DX) １８７５x４８０x３６０

総桐インロー２面彫刻（DX) １８７５x４８０x３６０

総桐平インロー（DX) １８７５x４８０x３６０

総桐八分インロー（DX） １７９８x５０３x３８０

◎フラッシュ棺　　　
桐インロー5面極上彫刻 １７６０x４７８x３８０ １８５０x４７８x３８０ １８９５x５２４x３９５

桐インロー3面極上彫刻 １７６０x４７８x３８０ １８５０x４７８x３８０ １８９５x５２４x３９５

桐インロー2面極上彫刻 １７６０x４７８x３８０ １８５０x４７８x３８０ １８９５x５２４x３９５

STKインロー5面彫刻 １７６０x４７８x３７０ １８５０x４７８x３７０ １８９５x５２４x３８５

STKインロー3面彫刻 １７６０x４７８x３７０ １８５０x４７８x３７０ １８９５x５２４x３８５

STKインロー2面彫刻 １７６０x４７８x３７０ １８５０x４７８x３７０ １８９５x５２４x３８５

KV-61 １７６０x４７８x３９８ １８５０x４７８x３９８

永遠（とわ） １７６０x４７８x３９８ １８５０x４７８x３９８ １８９５x５２４x３９８

桐インロー １７６０x４７８x３７０ １８５０x４７８x３７０ １８９５x５２４x３８５

桐インロー・幅広Bタイプ １８５０x５２４x３７０

桐十分 １９１７x５１７x３５８

桐八分 １７６０x４７８x３４４ １８５０x４７８x３７４ １８９５x５２４x３５７

桐八分・幅広Bタイプ １８５０x５２４x３７４

　　　◎“御寝棺”選びのポイント

①サイズ･･･身長や体格に適したもの。身長プラス約100～150mmの内寸が必要です。

　　　　目安身長：1650mm以下／1745mm以下／1750～1850mm／それ以上は特注品対応

②費用面･･･全体の費用を考慮して。　　③デザイン･･･故人やお飾りに適したもの。

　　*上記のサイズは、平成25年5月現在の物です。予告無く変更することがあります。ご了承ください。



御寝棺　内寸サイズ表－２ 長さx幅x高さ（内寸）

1800mm未満 1800～1865mm 1870mm以上

◎布張棺　　　　
エンバー紫雲【カプセル】 １８１４x４９０x４２０

華  厳　＜グレー／紺／ホワイト＞ １８５０x５２５x４２５

銀  雅 １８１４x４９０x４２０

エンバーゆり【カプセル】 １８１４x４７０x４１０

エンバー白光【カプセル】 １８１４x４７０x４１０

はくらん １８２５x４７０x４１０

蓮華　取手付き　<ベージュ/紺> １７６０x４９０x４３０ １８５０x４９０x４３０ １８９０x５４０x４３０

蓮華　取手なし　<ベージュ> １７６０x４９０x４３０

翠　連 １７６０x４９０x４２０ １８５０x４９０x４２０ １８９０x５４０x４２０

エンバー半カプセル  ＜もくれんP／羽根柄＞ １７９０x４８０x４１０

グリーンアーク  ＜ベージュ／ユリ白＞ １８３５x４９０x４１０

NEW白光　 <ベージュ/紺> １７６０x４９０x４３５ １８５０x４９０x４３５ １８９０x５４０x４３５

NEW白光・幅広Bタイプ <ベージュのみ> １８４０x５６５x４３５

NEW白光・ 特大Bタイプ <ベージュのみ> 1945：1890x 605 x465 2100：2005x 605 x465

悠　雅 １８４０x５００x４３０

雅 ＜パープル＞ １７６０x４９０x４２０ １８５０x４９０x４２０ １８９０x５４０x４２０

雅 ＜うぐいす/ホワイト＞ １７６０x４９０x４２０ １８５０x４９０x４２０ １８９０x５４０x４２０

雅・幅広Bタイプ ＜ホワイトのみ＞ １８５０x５４０x４２０

◎キリスト棺　　　　
キリスト華厳型　　 １８５０x５２５x４２５

キリスト白光型 １７６０x４９０x４１０ １８５０x４９０x４１０ １８９０x５４０x４１０

キリスト箱型 １７６０x４９０x３４５ １８５０x４９０x３４５ １８９０x５４０x３６４

◎子供棺　　　　　　 ２　　尺 ３　　尺 ４尺５寸

く　ま･白光小箱【布張】 ５５４x２５５x２２５ ８５５x３１５x３１０ １２９０x３９０x３５０

花わらべ【布張】 ８５５x３１５x３１０ １２９０x３９０x３５０

1尺５寸 ２　　尺

平蓋布張（窓なし） ３８０x２１５x１９５ ５３５x２３５x２０５

４　　尺 ５　　尺

桐小箱（窓付き） １１５５x３８６x２６８ １４７０x４４０x３４４

１尺５寸 ２　　尺 ３　　尺

桐小箱（窓なし） ４０２x２３５x１９７ ５５４x２５０x２１０ ８５４x３１１x２４４

　　　◎“御寝棺”選びのポイント

①サイズ･･･身長や体格に適したもの。身長プラス約100～150mmの内寸が必要です。

　　　　目安身長：1650mm以下／1745mm以下／1750～1850mm／それ以上は特注品対応

②費用面･･･全体の費用を考慮して。　　③デザイン･･･故人やお飾りに適したもの。

　　*上記のサイズは、平成25年5月現在の物です。予告無く変更することがあります。ご了承ください。
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