
神壇　御霊舎祀り　価格表     平成26年度版 (平成26年7月21日現在）

商品 Ｎｏ． 商  品  名 セット内容 セット価格(税込み）
神壇ﾉﾐ
価格

（税込み）

セット神具価格
（税込み） 備  考

ＳＳ-Ｇ１ 神壇2尺　　 薄型 板欄間 ガラス戸無し Ｇ１ \155,500 \104,500 51,190 枠組み 桧材使用,　　御簾付き

ＳＳ-Ｇ２ 神壇2尺　　 薄型 板欄間 ガラス戸無し Ｇ２ \166,600 \104,500 62,190 枠組み 桧材使用,　　御簾付き

ＳＡ－Ｇ１ 神壇2尺5寸 薄型 板欄間 ガラス戸無し Ｇ１ \161,100 \110,000 51,190 枠組み 桧材使用,　　御簾付き

ＳＡ－Ｇ２ 神壇2尺5寸 薄型 板欄間 ガラス戸無し Ｇ２ \172,100 \110,000 62,190 枠組み 桧材使用　,　御簾付き

ＳＡ－Ｇ３ 神壇2尺5寸 薄型 板欄間 ガラス戸無し Ｇ３ \181,400 \110,000 71,440 枠組み 桧材使用,　　御簾付き

ＳＢ－Ｇ１ 神壇2尺5寸 薄型            ガラス戸無し Ｇ１ \251,800 \200,700 51,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＢ－Ｇ２ 神壇2尺5寸 薄型            ガラス戸無し Ｇ２ \262,800 \200,700 62,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＢ－Ｇ３ 神壇2尺5寸 薄型 ガラス戸無し Ｇ３ \272,050 \200,700 71,440 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＣ－Ｇ１ 神壇2尺5寸                    ガラス戸無し Ｇ１ \262,100 \211,000 51,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＣ－Ｇ２ 神壇2尺5寸                    ガラス戸無し Ｇ２ \273,100 \211,000 62,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＣ－Ｇ３ 神壇2尺5寸 ガラス戸無し Ｇ３ \282,350 \211,000 71,440 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＥ－Ｇ１ 神壇2尺5寸 薄型            ガラス戸付き Ｇ１ \267,300 \216,200 51,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＥ－Ｇ２ 神壇2尺5寸 薄型            ガラス戸付き Ｇ２ \278,300 \216,200 62,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＥ－Ｇ３ 神壇2尺5寸 薄型 ガラス戸付き Ｇ３ \287,550 \216,200 71,440 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＦ－Ｇ１ 神壇2尺5寸                   ガラス戸付き Ｇ１ \277,600 \226,500 51,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＦ－Ｇ２ 神壇2尺5寸                   ガラス戸付き Ｇ２ \288,600 \226,500 62,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＦ－Ｇ3 神壇2尺5寸                   ガラス戸付き Ｇ３ \297,900 \226,500 71,440 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＧ－1 神壇2尺5寸 ガラス戸付き Ｇ１ \591,700 \540,600 51,190 総木曽檜造り　受注生産品

ＳＧ－２ 神壇2尺5寸 ガラス戸付き Ｇ２ \602,700 \540,600 62,190 総木曽檜造り　受注生産品

ＳＧ－３ 神壇2尺5寸 ガラス戸付き Ｇ３ \612,000 \540,600 71,440 総木曽檜造り　受注生産品

ＳＨ－Ｇ２ 神壇3尺      薄型    ガラス戸無し Ｇ２ \278,300 \216,200 62,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＨ－Ｇ３ 神壇3尺      薄型 ガラス戸無し Ｇ３ \287,600 \216,200 71,440 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＩ－Ｇ２ 神壇3尺                         ガラス戸無し Ｇ２ \288,600 \226,500 62,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＩ－Ｇ３ 神壇3尺                         ガラス戸無し Ｇ３ \297,900 \226,500 71,440 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＪ－Ｇ２ 神壇3尺      薄型            ガラス戸付き Ｇ２ \293,700 \231,600 62,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＪ－Ｇ３ 神壇3尺      薄型            ガラス戸付き Ｇ３ \303,000 \231,600 71,440 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＫ－Ｇ２ 神壇3尺                         ガラス戸付き Ｇ２ \304,100 \242,000 62,190 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

ＳＫ－Ｇ３ 神壇3尺                         ガラス戸付き Ｇ３ \313,400 \242,000 71,440 枠組み木曽桧材使用　、御簾付き

極上ＳＥ－Ｇ２ 神壇2尺5寸 薄型            ガラス戸付き Ｇ２ \603,100 \541,000 62,190 総木曽檜造り　受注生産品

極上ＳＥ－Ｇ３ 神壇2尺5寸 薄型 ガラス戸付き Ｇ３ \612,400 \541,000 71,440 総木曽檜造り　受注生産品

極上ＳＦ－Ｇ２ 神壇2尺5寸                   ガラス戸付き Ｇ２ \624,100 \562,000 62,190 総木曽檜造り　受注生産品

極上ＳＦ－Ｇ3 神壇2尺5寸                   ガラス戸付き Ｇ３ \633,400 \562,000 71,440 総木曽檜造り　受注生産品

極上ＳＪ－Ｇ２ 神壇3尺      薄型            ガラス戸付き Ｇ２ \634,100 \572,000 62,190 総木曽檜造り　受注生産品

極上ＳＪ－Ｇ３ 神壇3尺      薄型            ガラス戸付き Ｇ３ \643,400 \572,000 71,440 総木曽檜造り　受注生産品

極上ＳM－Ｇ２ 神壇3尺                         ガラス戸付き Ｇ２ \665,100 \603,000 62,190 総木曽檜造り　受注生産品

極上ＳM－Ｇ３ 神壇3尺                         ガラス戸付き Ｇ３ \674,400 \603,000 71,440 総木曽檜造り　受注生産品

　　　送料・配送料は別途となります。
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