
営業時間 9時30分～18時

〒630-8013

奈良県奈良市三条大路3丁目1-56

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

平城京 朱雀門前

株式会社 奈良大仏堂

奈良山中大仏堂 検索0120-483-612

ミ・ナーラ







（1） 18号 各派用 上置

桜色（海外製）

¥ 60,500 税込（仏具付）
本体価格 ¥55,000

総高55㎝ 前巾44㎝ 奥行31㎝

（2） 18号 各派用 上置

紫檀調 （海外製）

¥ 99,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥90,000

総高55.5㎝ 前巾43㎝ 奥行34㎝

（3） 18号 各派用 上置

紫檀調（海外製）

¥ 99,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥90,000

総高55㎝ 前巾46㎝ 奥行30㎝

（4） 20号 各派用 上置（海外製）

黒檀調 蒔絵入り

¥ 144,100 税込（仏具付）
本体価格 ¥131,000

総高61㎝ 前巾48㎝ 奥行35㎝

（6） 20号 各派用 上置

槐（エンジュ）厚板貼り（海外製）

¥ 308,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥280,000

総高60㎝ 前巾49㎝ 奥行42㎝

（5） 20号 各派用 上置

紫檀系厚板貼り（海外製）

¥ 365,200 税込（仏具付）
本体価格 ¥332,000

総高62㎝ 前巾52.2㎝ 奥行38㎝



（7） 18号 各派用 上置

クルミダーク色（日本製）

¥ 165,000 税込（仏具別）
本体価格 ¥150,000

総高54㎝ 前巾44㎝ 奥行34㎝

（8） 18号 各派用 上置

屋久杉（日本製）

¥ 269,500 税込（仏具別）
本体価格 ¥245,000

総高55㎝ 前巾40㎝ 奥行30㎝

（10） 18号 各派用 上置

タモ ダーク色 (日本製）

¥ 396,000 税込（仏具別）
本体価格 ¥360,000

総高54㎝ 前巾54㎝ 奥行38㎝

（9） 18号 各派用 上置

クルミ ミドル色（日本製）

¥ 172,700 税込（仏具別）
本体価格 ¥157,000

総高54㎝ 前巾40㎝ 奥行33㎝

（12） 20号 各派用 上置

神代ニレ薄板貼り（日本製）

¥ 831,600 税込（仏具別）
本体価格 ¥756,000

総高61㎝ 前巾46㎝ 奥行41㎝

（11） 12-14号 各派用 上置

塗りモダンカシュー塗り蒔絵入（海外製）

¥ 299,200 税込（仏具別）
本体価格 ¥272,000

総高43㎝ 前巾38㎝ 奥行32㎝



0

(13) 18-25号 各派用 上置

黒檀厚板貼り（海外製）

¥ 407,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥370,000

総高76㎝ 前巾57㎝ 奥行47㎝

別
格

特
価

(16) 18号 各派用 別台

紫檀系 花円窓（海外製）

¥ 739,200 税込（仏具付）
本体価格 ¥672,000

総高130㎝ 前巾61㎝ 奥行48㎝

(14) 16-24号 各派用 上置

紫檀系厚板貼り（海外製）

¥ 599,500 税込（仏具付）
本体価格 ¥545,000

総高72㎝ 前巾55㎝ 奥行43㎝

(15) 18号 各派用 別台

黒檀厚板貼り （日本製）

¥ 1,408,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥1,280,000

総高121㎝ 前巾61㎝ 奥行55㎝



(17) 18号 各派用

桜色専用台付（海外製）

¥ 99,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥90,000

総高98㎝ 前巾46㎝ 奥行31㎝

(18) 16-38号 各派用

桜色台付（日本製）

¥ 168,300 税込（仏具付）
本体価格 ¥153,000

総高113.5㎝ 前巾52㎝ 奥行33㎝

(19) 14号 各派用

紫檀調台付（海外製）

¥ 195,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥177,278

総高125㎝ 前巾50㎝ 奥行40㎝

(20) 14-37号 各派用

花梨台付（海外製）

¥ 396,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥360,000

総高113.5㎝ 前巾52㎝ 奥行33㎝

別
格

特
価

(21) 16-47号 各派用
紫檀系 経机式 台付（海外製）

¥ 563,200 税込（仏具付）
本体価格 ¥512,000

総高144㎝ 前巾56㎝ 奥行50㎝

(22) 16号 各派用

ヒモ障子・彫欄間

黒檀厚板貼り（日本製）

¥ 770,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥700,000

総高145㎝ 前巾56㎝ 奥行48㎝



(23) 15号 各派用

紫檀薄板貼り台付（海外製）

¥ 520,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥472,727

総高139㎝ 前巾53.5㎝ 奥行48.5㎝

(24) 16号 各派用 台付

春秋蒔絵 栓材薄板貼り（日本製）

¥ 972,400 税込（仏具付）
本体価格 ¥884,000

総高141㎝ 前巾54.8㎝ 奥行48㎝

(27) 18号 各派用

黒檀厚板貼り 台付（日本製）

¥ 1,650,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥1,500,000

総高157.5㎝ 前巾61.5㎝ 奥行55.5㎝

(25) 16号 各派用

紫檀厚板貼り 台付（海外製）

¥ 893,200 税込（仏具付）
本体価格 ¥812,000

総高145㎝ 前巾56㎝ 奥行51㎝

(26) 15号 各派用

黒檀厚板貼り 台付（日本製）

¥ 985,600 税込（仏具付）
本体価格 ¥896,000

総高145㎝ 前巾53㎝ 奥行53㎝

(28) 18号 各派用

黒檀厚板貼り 台付（日本製）

￥893,200 税込（仏具付）
本体価格 ￥812,000

総高160㎝ 前巾62㎝ 奥行52㎝

別
格

特
価



(29) 20号 各派用

シャム柿厚板貼り 台付（海外製）

¥ 1,573,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥1,430,000

総高172㎝ 前巾73㎝ 奥行64㎝

(31) 18号 各派用

黒檀厚板貼り 台付（海外製）

¥ 1,287,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥1,170,000

総高160㎝ 前巾64㎝ 奥行58㎝

(30) 18号 各派用

紫檀系 台付（海外製）

¥ 968,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥880,000

総高166㎝ 前巾65㎝ 奥行58㎝

(32) 18号 各派用

栴檀厚板貼り 台付（海外製）

¥ 1,760,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥1,600,000

総高154.5㎝ 前巾63㎝ 奥行55.5㎝

(34) 22号 各派用

欅厚板貼り 台付（日本製）

¥ 3,357,200 税込（仏具付）
本体価格 ¥3,052,000

総高173㎝ 前巾76㎝ 奥行70.4㎝

(33) 18号 各派用

本紫檀厚板貼り 漆仕上台付（日本製）

¥ 4,180,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥3,800,000

総高171.5㎝ 前巾69㎝ 奥行62.5㎝



(35) 17-38号 タモ

ダーク色 1本立ち（日本製）

¥ 253,000 税込（仏具別）
本体価格 ¥230,000

総高115㎝ 前巾50㎝ 奥行41㎝

(37) 14-40 屋久杉

台付 （日本製）

¥ 473,000 税込（仏具別）
本体価格 ¥430,000

総高121㎝ 前巾42.5㎝ 奥行33.5㎝

(38) 18-40号 ウォールナット 台付

ウォールナット薄板貼り（日本製）

¥ 689,700 税込（仏具別）
本体価格 ¥6270,000

総高120㎝ 前巾56㎝ 奥行46.5㎝

(39) 16-40号 タモ 台付

ナチュラル色 （日本製）

¥ 336,000 税込（仏具別）
本体価格 ¥305,455

総高120㎝ 前巾49㎝ 奥行40㎝

(40) 17-45号 タモ 台付

ライト色 （日本製）

¥ 699,600 税込（仏具別）
本体価格 ¥636,000              

総高135㎝ 前巾52㎝ 奥行41㎝

(36) 17-35号 ウォールナット

ダーク色 台付（海外製）

¥ 258,500 税込（仏具別）
本体価格 ¥235,000

総高105㎝ 前巾51.5㎝ 奥行39㎝

別
格

特
価



(41) 15-46号タモ 台付

ダーク色 椅子付 （海外製）

¥ 511,500 税込（仏具別）
本体価格 ¥465,000

総高140㎝ 前巾45㎝ 奥行44㎝

(42) 16-46号 タモ 台付

ライト色 椅子付 （海外製）

¥ 567,600 税込（仏具別）
本体価格 ¥516,000

総高140㎝ 前巾48㎝ 奥行45㎝

(45) 15-46号 台付

ウォールナット （日本製）

¥ 1,243,000 税込（仏具別）
本体価格 ¥1,130,000

総高140㎝ 前巾45㎝ 奥行42㎝

(44) 16-43号 台付

黒檀薄板貼り （日本製）

¥ 1,201,200 税込（仏具別）
本体価格 ¥1,092,000

総高130㎝ 前巾47㎝ 奥行42.5㎝

(43) 20-52号 台付

タモ薄板貼り ダーク色 （日本製）

¥ 787,600 税込（仏具別）
本体価格 ¥716,000

総高156㎝ 前巾62㎝ 奥行47㎝

(46) 15-45号 台付

神代ニレ薄板貼り （日本製）

¥ 1,337,600 税込（仏具別）
本体価格 ¥1,216,000

総高136㎝ 前巾47㎝ 奥行42㎝



(48) 15号 金仏壇 東

京型台付（海外製）

¥ 396,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥360,000

総高135㎝ 前巾48.5㎝ 奥行40.5㎝

(47) 15号金仏壇 西

京型台付（海外製）

¥ 396,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥360,000

総高135㎝ 前巾48.5㎝ 奥行40.5㎝

(49) 16号 金仏壇 西

大阪型台付（海外製）

¥ 1,311,200 税込（仏具付）
本体価格 ¥1,192,000

総高158㎝ 前巾66㎝ 奥行61㎝

(51) 16号大阪型 金仏壇 他宗

台付 （海外製）

¥1,416,800 税込（仏具付）
本体価格 ￥1,288,000

総高165.5㎝ 前巾64㎝ 奥行56㎝

(50) 18号 京型 金仏壇 東

胴長 （海外製）

¥858,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥780,000

総高162㎝ 前巾63.5㎝ 奥行52㎝

(52) 16号 大阪型 金仏壇 西

台付 （海外製）

¥1,478,400 税込（仏具付）
本体価格 ¥1,344,000

総高165㎝ 前巾64㎝ 奥行56㎝

別
格

特
価

別
格

特
価

別
格

特
価



 

(56) 20号 京型金仏壇 西

胴長 総粉 （海外製）

¥ 2,415,600 税込（仏具付）
本体価格 ¥2,196,000

総高172.5㎝ 前巾73㎝ 奥行57.5㎝

(54) 16号 大阪型金仏壇 西

台付 （海外製）

¥ 2,596,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥2,360,000

総高168㎝ 前巾67㎝ 奥行66㎝

(55) 22号【二尺特上机付】 西

台付 大阪型 （日本製）

¥ 3,850,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥3,500,000

総高175㎝ 前巾79㎝ 奥行76㎝

(53) 20号 京型 他宗

台付 総粉 （海外製）

¥ 2,750,000 税込（仏具付）
本体価格 ¥2,500,000

総高166㎝ 前巾66㎝ 奥行64㎝



*手作りのため、寸法やデザインが多少違う場合があります。＊上記商品お値段は全て税込み・文字代別途表記です。
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お 仏 壇 設 置 例





＊手づくりの為、寸法が多少違う場合があります。

＊お仏壇表示価格の（仏具付）は日常お使いいただきます仏具付価格です。
＊ご宗派により、必要な仏具は、別途申し受けます。

＊本誌掲載品は、一例でございます。この他に各種多数取り揃えております。
＊一部の商品に品切れの場合もございますので御了承下さい。

＊本誌は令4年5月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。


