
　亡くなられてはじめて迎えるお盆のことを【新盆】【初盆】といいます。
お盆は　ご先祖や故人の精霊をお迎えして　その霊を慰め　ご先祖や故人を偲び
私達子孫やご遺族がご先祖や故人の心を体にして　自分の人生をしっかり生きてゆく
気構えを新たにする伝統的行事です。
　新盆を迎えるおうちにとっては　故人への心も強く　当然お飾りやお供えを
ていねいにする習慣があります。
　以下は　そのおまつり方の一例です。その土地やお家によって
多少異なるかもしれませんが参考になればと思ってご案内致します。

１３日 お迎えだんご　おしんこ　お茶

１４日 朝　おしたし　そば　おはぎ　お茶

昼　味噌汁　高野豆腐　漬けもの　お茶

　　煮もの（里芋　椎茸　かんぴょう）

１５日 朝　おかゆ　

　　おひら（なす　なんきん　いんげん）

昼　そうめん　こんぶ　まきずし

１６日 朝　ひじき　あぶらげ　すいか　だんご

適当に組み合わせ可

① 新盆は仏壇の前か横に机等でお仏壇と別にまつります。

② 机には　風呂敷などの布を敷きます。無くても良いと思われます。

③ 館は　木製または紙製を用いて金紙銀紙をはる。または桧の枝葉でおおう。 1周忌

模造紙を貼るなどして新しい精霊のお位牌をおさめる。 3周忌

お位牌台だけでも可。 7周忌

④ お料具膳（前腕）を供える。（　無いときは新調するか、ふだんの食器でも可　） 13周忌

⑤ 向かって左がお花　右はお灯明（蝋燭） 17周忌

⑥ お迎えだんご又はお餅を供える。 23周忌

⑦ 蓮の葉　又は　里芋の葉の上に　うり（きゅうり）なす、青い柿、桃、ぶどう 25周忌

トマト、ほおずきなどの、旬のものを供える。 27周忌

⑧ 緒がらではしごを作る（　花屋さんや仏壇店にございます　） 33周忌

⑨ キュウリとなすで動物を作る。脚をおがらで。 37周忌

⑩ 盆提灯を用意する。（　岐阜提灯など仏壇店にある　） 50周忌

⑪ そうめん、すいか、盆菓子、果物、乾物を供える。 70周忌

100周忌

　昭和　４７　年

　昭和　２７　年

　大正　１１　年

このパンフレットは、2021年5月現在です。予告なく内容を変更する場合がございます。 朱雀門前　　奈良山中大仏堂

　昭和　６０　年

　令和　   2　年

令和元年　平成３１年

　平成　２７　年

　平成　２１　年

　平成　１７　年

　平成　１１　年

　●　初盆のお祭り例　ご宗派や土地の風習により異なる事が多くございます。 ●　2021年　初盆用品　推奨品　●
～　伝えたいあの人へ　～

霊供膳の献立　（　奈良での一例　）

満中陰までに
ご利用された祭壇を

初盆にご利用できます。
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〒630-8013

奈良県奈良市三条大路３丁目１番56号

TEL. 0742 (34) 3612 FAX. 0742 (35) 3072



＃⑤ ＃⑤ ＃⑤
税　込 税　込 税　込

＃④ ＃④ ＃④
税　込 税　込 税　込

＃③
税　込

＃③
税　込

#④＃④ ＃③ ＃③
税　込 税　込 税　込

⑦1.210円　⑧27円 5.203円 19.800円

●　季節商品につき、品切れの際はご了承くださいませ。　 朱雀門前　　奈良山中大仏堂　　since1978

経木は１枚単位での価格です。 初盆後にもご法要等でご使用できます。
17.050円

7）経木立　　8）経木９寸 9）仏膳タメ　5寸（巾約15㎝）
12）お盆飾り二尺：高25㎝巾60㎝奥行45㎝

●新二月堂机

10）二尺：高25㎝巾60㎝奥行30㎝

15.400円他のサイズ・色もございます

お供えの説明書付 11）二尺五寸：高25㎝巾75㎝奥行30㎝

4）お盆用品セット 5）紙製　ハスの葉 6）迎え火送り火用ホウロク皿

1.100円 330円 770円

セット内容

真
菰

紙
製
蓮

牛
馬

ラップを敷いてご利用ください

12.100円 9.900円 5.500円

丈　内寸約　29.0㎝ 丈　内寸約　33.0㎝ 丈　内寸約　30.0㎝

1)初盆やかた　木製　塔婆 2）初盆やかた　木製　蓮 3）初盆やかた　木製　金襴

折たたみ式の

お供え机

取り扱いは

十分に

ご注意ください

●奈良ミ・ナーラ店

●JWマリオット・ホテル奈良



税込 ＃③

1.320円（税込）
税込 ＃③

税込 ＃③

＃⑤ ＃② ＃③ ＃③
税　込 税　込 税　込 税　込 税込 ＃③

19-1 花立　陶器　蓮　3.5寸　Ｈ約10.5㎝　税込1.210円　④
19-2 線香立　陶器　蓮　3.0寸　Ｗ約9.0㎝税込858円　　④
19-3 灯立　陶器　蓮　3.0寸　Ｈ約9.0㎝ 税込858円　　④
19-4 仏器　陶器　蓮　Ｈ約5.7　Ｗ5.0㎝ 税込528円　　④
20-1 仏器　白 税込275円　　①

＃① ＃③ ＃③
税　込 税　込 税　込 ＃③

（税別）

サイズ

＃① ＃② ＃① ＃④ ＃② ＃②
税　込 税　込 税　込 税　込 税　込 税　込

●　季節商品につき、品切れの際はご了承くださいませ。　 ●　寸法、柄などを予告なく変更する場合がございます。

1.980円 627円 2.200円 814円 9.900円 6.600円

サイズ　約70㎝×約70㎝ 弊社取り扱い座布団の64×68㎝に適しています

31）玉初堂　香樹林　大バラ 32）東海製蝋　月あかり太２０分 33）鳥居蝋燭　蜜蝋金印35分 22）風呂敷　白　90㎝角 23）いぐさ　 24）夏用　座布団カバー

国
産

国
産

国
産１０分・３０分・40分・60分

ございます。
菊　鳳凰　牡丹

３種類の柄がございます。

甘く清浄な白檀の香り 富士山のふもとで作られた最高品 炎の形が美しい蜜蝋入蝋燭
●　純国産 　65×６９㎝　緞子

21）ブロンマ　器付・器無　各１個
3.300円から 1.100円 143円

器付1.100円　器825円

　　尺二　　尺四　　尺六　　尺八　　二尺
巾約36㎝　42㎝　48㎝　54㎝　60㎝ 上記写真以外の品もございます。

28）経机掛　綴織　尺二から 29）灰ふるい器　直径12㎝ 30）のし袋　黄白無地

経机の傷ヨケにどうでしょうか？
蝋燭をご使用の際は、取扱説明書をご確認ください。

燃焼時間
約16時間

花弁は
燃えません。

500円 1.760円から 10.780円 3.080円
18） 1尺　　奥212*巾300*高85㍉

3.355円

25）ご先祖様　フリースドライ 26）造花　小　　(花器は別売） 27）プリザーブドフラワーS1602 14）お供え果実　３点セット
17） 8.0寸　奥169*巾240*高75㍉

2.090円

15） 6.0寸　奥127*巾180*高65㍉

持ち手含む 1.353円
16） 7.0寸　奥147*巾210*高70㍉

４種類のサイズをご用意しております。 1.705円

20-1）精霊馬蝋燭　税込748円
高さ 変形蝋燭は、芯の周りだけが燃えます。

約28㎝ 20-2）野菜蝋燭　税込1.045円 桃

供物皿　タメ色　PC

受
注
生
産

お
線
香

お
蝋
燭

蜜

蝋



ソールジュエリーは、遺骨入れです。 ●　生花につき、品切れの際はご了承くださいませ。　

お骨入れ

税込11.000円

税込10.780円

税込11.550円



【　想　】シリーズの品は生花を使用している為、受注生産になります。納期などは係員までご確認くださいませ。 ●　商品によってはお取り寄せ、又は受注生産の品がございます。詳しくは係員がお調べ致しますのでお問い合わせくださいませ。

税込15.180円



紙張 摺込 絹張 手描 紙張 手描

O-614A 高さ 約78㎝ O-458 高さ 約58㎝ O-51181 高さ 約58㎝ Y7734 高さ 約70㎝
税込 税込 税込 税込

●寝かせる線香皿とは・・・
お仏壇の前で使用する寝かせる線香皿です。
蓋を使用すれば灰の飛び散りも気になりません。

特殊な網を使用しているため、１本でも燃焼し、消えにくくなっています。

家紋代金は別途必要です （電池灯つき） （電池灯別売り）

O-43150N 高さ 約78㎝ G2919 髙さ 約38㎝ G650 髙さ 約58㎝ G20 髙さ 約48㎝
税込 税込 税込 税込

　＊テスト電池つき
　　アルカリ単四電池×２本

納期　：　受注後約１４日 　＊連続点灯時間

価格　：　税込4.400円 　　アルカリ単４電池使用で

品番 7842 SS4 品番 7935N S 品番 7991 SSA
職先に家紋の型がない場合
　＊　家紋のコピーを頂戴致します。

１個　税込 １個　税込 １個　税込 　＊　レイアウトのご確認後、製作致します。 G910050 丈 約17.5㎝

　＊　納期：レイアウト確認後約１４日。 税込 825円
＊　生花を使用している為、色・形・大きさが異なる場合がございます。　　又、移動の際は十分にご注意くださいませ。 提灯によっては、適合しない品がございます。

●　商品によっては品切れがございます。詳しくは係員までお問い合わせくださいませ。 上記以外の商品も取り揃えております。　品切れの際はご了承ください。

¥2,750 ¥6,050 ¥5,500
（本体価格　￥　2.500　-　） （本体価格　￥　5.500　-　） （本体価格　￥　5.000　-　）

蘭 蘭　・　スターチス 蘭 電池ローソク灯LED型
高さ　6.5㎝　直径　6.5㎝ 高さ　11.0㎝　直径　8.0㎝ 高さ　12.5㎝　直径　6.5㎝ 御所・御伝丸用

30.800円 12.320円 11.000円 2.200円

家紋提灯について

（　職先に型がある場合　） 　　　　約５０時間

家具調提灯 岐阜提灯 岐阜提灯
白二重１０号 和照灯　（　藤　） コクタン調（PC）風鎮付 白紋天

花摘　寝かせる線香皿　有田焼　小 税込 6.050円

ドライフラワー　【 2021　プリエール 】
本物の花を特殊加工しガラスの中に閉じ込めました。

家紋入提灯

萩に菊　松 芙蓉に桔梗　松 芙蓉に女郎花　松 ９号黒蒔絵PC

22.000円 19.800円 17.600円 9.900円

【　寝かせる線香皿　】 【　提　　灯　】

大内行灯 ミニ行灯 ミニ行灯 廻転行灯





マリオット・ホテル奈良


