
※表示価格は消費税込みの価格です。　※掲載の内容及び価格、色、デザイン等変更する場合もございます。予めご了承くださいませ。

お盆に関してのお問い合わせは

本庄 Tel.0495-21-4444（代） 深谷 Tel.048-573-4444（代） 熊谷 Tel.048-527-4444（代）

ご先祖様や亡くなられた方のご先祖様や亡くなられた方の

大切なご供養

お盆迎え
2022年度

〒367-0062 埼玉県本庄市小島南1-5-9
Tel.0495-21-4444  Fax.0495-22-7001



お盆飾り 大切なご先祖様を気持ちよくお迎えする為に、お客様が
お手をわずらわせることなく、当社がお手伝いいたします。

盆棚レンタル基本セット　ご先祖様をお迎えする基本セットです

まごころお手伝いの特徴

お飾りからお片付けまで

盆棚の基本セット内容

レンタル商品
●盆棚／1組
●盆ござ／1枚

青竹セット
●盆花／2本
●青竹（生木）／4本
●ほおずき（生）／数個
●みそはぎ（生）／1束
●杉葉／数枚
●茅ひも（約5m）／2本
●おがら／5本
●真菰（まこも）／1枚
●牛・馬（わら製）／各1個

お 飾 り
①ご指定日に当社スタッフが伺います。
②盆棚用品を指定場所へお飾りします。
③お位牌などをご用意ください。
④お片付けの日にちをご確認いたします。

お片付け

①ご指定日に当社スタッフが伺います。
②盆棚用品をお片付けいたします。
③お買い上げ商品以外は、引き取ります。
④お片付け後に清掃いたします。

特徴❶ ご指定日に盆棚のお飾りをいたします。
特徴❸ 青竹、ほおずき、みそはぎは本物です。

特徴❷ お盆供物品もお届けします。
特徴❹ 盆棚のお片付けもいたします。

《お盆》ご先祖様とおすごしください

39,800円（税込）

1-01

盆棚レンタル基本セット
レギュラーサイズ

サイズ／高さ176×幅95×奥行き75cm
39,800円（税込）

1-02 コンパクトサイズ

盆棚レンタル基本セット

サイズ／高さ165×幅71×奥行き70cm

飾り付けからお片付けまで一式

設置スペースに合わせて
お選びいただけます。

お片付けお 飾 り

お盆でご不明な点がございましたらお尋ねください。

※棚数に限りがございます。

1

数量限定



お飾り・片付け時は感染予防策として、
マスク着用・手指消毒・素早く作業を心がけます。
仏壇用お盆飾りセット　盆棚をお飾りできない方へ

青竹セット　弊社盆棚をお持ちの方はこちらをお求めください。

青竹セット内容

●盆花／2本
●青竹（生木）／4本
●ほおずき（生）／数個
●みそはぎ（生）／1束
●杉葉／数枚
●茅ひも（約5m）／2本
●おがら／5本
●真菰（まこも）／1枚
●牛・馬（わら製）／各1個

仏盆青竹セット内容

●盆花／2本
●青竹（生木）／2本
●ほおずき（生）／数個
●みそはぎ（生）／1束
●杉葉／数枚
●茅ひも（約2m）／2本
●おがら／5本
●真菰（まこも）／1枚
●牛・馬（わら製）／各1個

お飾り、お片付けの
日程について

お伺いする日程は下記の表になります。ご覧いただき、希望日をお決めください。
設定日（午前・午後）以外の日時指定は出来かねますので予めご了承ください。

ご注意：設定日外や直前の日時変更は手数
料が発生します。　お伺いする件数に限りが
あり、先着順にて希望日を承りますので、直前
のご注文はご希望に添えない事があります。

16日 17日 18日
お飾り お片付け

12日
午前・午後

10日 11日
午前・午後

７月盆
８月盆
（共通） 時間帯目安　午前：9時30分～11時30分　午後：13時30分～15時30分

※写真は仏壇用盆棚青竹セットのお飾りイメージです。※写真は仏壇用盆棚青竹セットのお飾りイメージです。

お買上げ2-04

青竹セット
9,800円（税込）

2-05 お買上げ

青竹お飾りセット
25,800円（税込）

仏盆青竹お飾りセット
22,700円（税込）

2-BK お買上げ

仏盆青竹セット
8,700円（税込）

2-B お買上げ

数量限定お仏壇でお盆飾りをしたい方へ

仏壇用盆棚
14,000円（税込）

B-03 お買上げ 仏壇用盆棚

※盆棚商品のお届けのみとなります。

仏壇用盆棚青竹セット
B-02 お買上げ 仏壇用盆棚 仏盆青竹セット

※盆棚、青竹セット商品のお届けのみとなります。

仏壇用お盆飾りセット
B-01 お買上げ 仏壇用盆棚 仏盆青竹セット 飾り・片付け

お届けのみ

お届けのみ

飾り・片付け

お届けのみ お届けのみ

飾り・片付け

※商品をお届けして、お飾り・片付けまで行います。

仏壇用盆棚仕様
サイズ／高さ170×幅103×奥行き40cm

お仏壇適合サイズ／高さ156×幅92cmまで（扉を開いた状態）

※他社盆棚のお飾りは手数料3,500円（税込）かかります。
※盆ござが必要な方は、各サイズ3,200円（税込）

35,700円（税込）

21,700円（税込）

2

毎年
お飾りできます

毎年
お飾りできます



お盆用品　ご先祖様へお供えする お花 果物など

お盆用品 ご先祖様を迎えるために必要な品をご用意いたしました。
お早めのご準備をおすすめします。

3-01
十三仏（じゅうさんぶつ）
サイズ／43.0×17.0cm
新盆後、お仏壇の中にお飾りします。

2,800円（税込）
3-02
十三仏 床掛3尺
（紙箱入）
サイズ／90.0×36.0cm

8,900円（税込）

3-13
仏具セット
（筒型線香・ローソク1箱付）
6,700円（税込）

※飾花は、多少変わる場合がございます。

（セット内容）
真菰（まこも）/横30×縦20cm
おがら/30cm 5本
牛・馬（わら製）／各1個
茅ひも／約1.2m
ハスの葉（紙製）

3-06
お盆ですね ミニ

1,400円（税込）写真は
3,900円（税込）
の品です。

3-09
盆棚用 花束 2束
4,800円（税込）

3-08
お盆用 花束 2束  
青竹・ほおずき付き
8,100円（税込）

3-11
花瓶 青磁
保管紙箱付
サイズ／28.0×12.0cm

1本 3,500円（税込）

3-03
霊供膳（れいくぜん）
サイズ／17.5×13.5×7.2cm

3,400円（税込）

新盆終了後、
御仏壇用の
仏飯器として
ご利用いただ
けます。

3-16
ホウロク（素焼きの皿）
この皿の上でおがらを焚きます。
サイズ／直径24.0cm

700円（税込）
リバーシブルタイプ

3-15
国産イ草座布団 青海波
サイズ／65.0×65.0cm
へり：綿100%、中身：かた綿二重層

13,700円（税込）

※お届けは注文日より10日ほどかかります。

3-17
迎え・送り火
（ローソク製）
毎年お盆で使用できます。

1,000円（税込）

3-14
花ランプ（オイル1本付）
お線香をつけるとき安全です。

2,800円（税込）

3-07
精霊馬（ローソク製）
毎年お盆で使用できます。

1,000円（税込）

3-04
果物盛
3,900円（税込）
3-05
果物篭盛
サイズ／31.0×39.0cm

6,300円（税込）

3-12
経机（防炎マット付）
天板サイズ／60.0×35.0cm

8,600円（税込）

セットなら7,500円（税込）お得!上記品物総額定価37,200円の品

お買上げ3-18

お供物・お盆用品セット
予め弊社で十三仏をご購入の方は

29,700円（税込）
27,500円（税込）

お供物・お盆用品セット内容

●十三仏／1幅
　2,800円（税込）

●花瓶／2本
　7,000円（税込）

●仏具セット／1セット
　6,700円（税込）

お盆用品は、
毎年お盆で
ご使用できます。

●霊供膳／1セット
　3,400円（税込）

※写真はレギュラーサイズです。※写真はレギュラーサイズです。盆
棚
基
本
セ
ッ
ト
に
お
供
物・お
盆
用
品
セ
ッ
ト
を
加
え
た
安
心・お
得
セ
ッ
ト

霊供膳、果物、花束、花びんなどお盆に必要な商品セット
お供物・お盆用品セット　盆棚レンタル基本セットと一緒にお求めください

20%
OFF

●果物／1セット
　3,900円（税込）

●経机／1台
　8,600円（税込）

●花束／2束一組
　4,800円（税込）

3-10
墓参用 花束 2束
2,500円（税込）

3

お盆の必需品を
お届けします
お盆の必需品を
お届けします



家紋入お迎え提灯　毎年使用するため昔ながらのしっかりした作りの品を

提灯と桐箱をセットでご購入の場合
1,000円（税込）値引

4-02
新九子弓張提灯 白絹
20,800円（税込）

絹4-01
新九子弓張提灯 和紙
18,300円（税込）

紙

家紋提灯作成例

（正面）

家
名

（正面右）

家紋
（墨色）

（正面左）

家紋
（墨色）
（薄墨色）

岐阜提灯上品で繊細な形と優美で清楚な絵柄、
300年の伝統が心に沁みる灯りを演出

和紙油引き提灯 使用上のご注意

伝統工芸品

新九子弓張提灯の和紙は油引き防水加工をしております。新九子弓張提灯の和紙は油引き防水加工をしております。

お盆提灯はご先祖様が通る「盆道」を明るく照らし
精霊が迷わず行き来できるように
子孫のやさしい心遣いから発生したものです。

桐箱は、耐熱で防虫や恒湿作用が有り
腐食に強いので、収納や保管に最適です。

●提灯：家名、家紋は墨（黒）色でお作りいたします。

●家名：通常は「家」が入らない名字のみになります。

●家紋：裏紋を入れる場合、正面左に薄墨でお入れします。

●特殊家紋・文字の場合、作成料￥3,700（税込）かかります。

油引仕上げの提灯は、製作(油引)してから防水(油引)効果
が現れるまでに 2～3週間かかります。
その間、雨・夜露・風などを避けるために戸外での和紙提
灯のご使用には十分、ご注意ください。

岐
阜
提
灯

すべての提灯は手書き・家紋入保管紙箱・ローソク付です。

4-03

九子弓張提灯用 家紋入桐箱
6,900円（税込）

お盆提灯

4

国内生産
伝統工芸品
岐阜提灯

国内生産
伝統工芸品
岐阜提灯

お届け期間は、注文日より約2週間
ご注文期日は、7月20日まで



お盆提灯

家紋入行灯のお届けはご注文日より約2週間程かかります。
銘木行灯　毎年のお盆にお飾りできます

お盆提灯は数に限りがございますので
お早めにご注文ください。

5-GK 絹
黒檀白絹二重張家紋入
サイズ／高さ87.0cm
〈電気コード式〉【11416】

34,300円（税込）

5-GN 絹
根尾楡ワイン絹二重張
サイズ／高さ87.0cm
〈電気コード式〉【71511】

21,800円（税込）

5-GS 絹
紫檀白絹二重張家紋入
サイズ／高さ87.0cm
〈電気コード式〉【11836】

33,000円（税込）

5-06 絹
涼翠神代杉
絹二重張
サイズ／高さ48.0cm
〈LED電池灯〉【6022】

21,000円（税込）

5-07 絹
天上本桜絹
二重張手描き絵
サイズ／高さ46.0cm
〈LED電池灯〉【5950】

22,400円（税込）

地域によっては新盆にかぎり白無地の提灯をお飾りします地域によっては新盆にかぎり白無地の提灯をお飾りします
御所（軒下げ）提灯　ご先祖様へご供養のかたちとして

絹張りは和紙張りと比べて自然で落ち着きがあり、高級感があります。

他にも多数の提灯がございます。詳しくはお問合せください。

5-05 絹
別上黒檀調
絹張手描き絵
サイズ／高さ46.0cm
〈電球電池灯〉【5750】

14,600円（税込）

5-04
大極蒔絵
サイズ／高さ46.0cm
〈電球電池灯〉【5220】

9,300円（税込）

紙5-02
極上蒔絵
サイズ／高さ46.0cm
〈電球電池灯〉【5150】

6,000円（税込）

紙紙5-01
紋天柾（無地）
サイズ／高さ44.0cm
〈電球電池灯〉【5202】

5,100円（税込）

5-03
天上長浜紫檀
サイズ／高さ46.0cm
〈電球電池灯〉【5453】

9,200円（税込）

紙

5

国内生産
伝統工芸品
岐阜提灯

国内生産
伝統工芸品
岐阜提灯

お葬儀でお供えした提灯は49日忌までのご使用です。
お盆用にあらためてご用意しましょう。



お盆返礼品 「ありがとう」の気もちを伝えたい
厳選された高品質ご返礼品

お越しいただいた方へまごころのお返しを。
共に故人を偲ぶあの方へ、お礼の形をお贈りする

お盆返礼品につきましては商品受付・返品に
期限がございます。期限内にご連絡ください。
● 商品受付期限：２０22年８月５日まで
● 商品返品期限：２０22年８月２１日まで

～ ご返礼品は同封している「お盆特選品カタログ2022」からお選びください。～

喜ばれる
お品を厳選

・ 掛紙にお客様のお名前を無料にて
  お入れいたします。

・ 納品方法 ： 宅配便にて８月５日以降に
　　　　　 お届けいたします。

・ もちろん返品が可能です。
・ 手提げ袋は無料にてお付けいたします。

お食事

ご家族の方とご一緒に、故人様の想い出話をご供養として

お申し込みは7月31日まで
とさせていただきます。

※お飲物はご用意できません。
※空箱等は回収いたしません。
※お料理の内容は予告無く変更する場合がございます。

ご自宅の会食やお持たせとして仕出し料理を
ホールやホテルでご会食もできます。

煮物、口替わり、天ぷら、甘味
炊き込みご飯

煮物、口替わり、天ぷら、甘味
酢の物、季節の小鉢
助六またはうどん

煮物、口替わり、天ぷら、甘味
酢の物、季節の小鉢、うなぎ
ローストビーフ
助六またはうどん

6-01 折詰松花堂料理
2,700円（税込）

6-02 折詰松花堂料理
4,000円（税込）

6-03 折詰松花堂料理
5,300円（税込）

故人様を偲び
召し上がる事で
ご供養（功徳）に
なります

6



2022.08

●お寺へ依頼
棚経に来ていただく日時をお決めします。早めに依頼するのが良いでしょう。寺院に
よって準備するものや習慣が異なる場合があります。

●お盆の準備
お墓の清掃や盆提灯・返礼品・会食の手配を行いま
す。
●お迎えの準備
盆棚を組んで仏具とお供え物の準備をします。

●お迎えの準備
お位牌を仏壇から盆棚に移します。仏具・霊供膳・お
花・ナスやキュウリで作った牛と馬をお供えします。
●お墓参り・迎え火（夕方）
お迎え提灯・お供え物・花・線香・ローソクを準備しま
す。寺院で迎え火を提灯に移し、家まで連れていく風
習もあります。暗くなってから家の門や玄関でホウロ
クの上におがらを井ゲタに積んだものに、寺院から
いただいた火をつけて「迎え火」を焚きます。玄関
（入口）や軒先に提灯を下げて電気をつけます。

●僧侶を迎えて読経をしていただきます。
お盆中は灯明をともし、お膳も毎日お供えします。親
戚や故人様の親しかった人たちと会食するのが一般
的です。

●送り火
お盆の間一緒にすごした御霊を「送り火」を焚いて
お送りします。

●後かたづけ
地域によっては新盆の提灯をお寺に納める風習が
あります。

盂蘭盆（施餓鬼）会とは一般に、「お盆」
と言われ、毎年7月13日から16日まで
（現在は8月が多い）の4日間ご先祖様
の御霊（みたま）をまつり、盆供として毎
回供物をそなえ冥福を祈る行事です。

その由来は「盂蘭盆経」というお経の内
容からになります。本来は、衆僧に飲食
などの供養をした行事でしたが、釈迦
十大弟子の一人である目連尊者が餓
鬼道に堕ちた亡母を救うために衆僧供
養を行ったところ、母にも供養の施物が
届いた、という事柄から転じて、ご先祖
様の霊を供養し、さらに餓鬼に施す法
要（施餓鬼）となっていきました。

家々に「精霊棚（しょうりょうだな）」を設
け、先祖代々の霊を迎えて、菩提寺（ぼ
だいじ）のご住職に回向（えこう）してい
ただくようになりました。

一般的なお盆の行事目安

※お盆のしきたり等は、地域や宗派によって異なります。

【7月または8月】
1日～12日（お盆前）

【7月または8月】
13日（お盆の入り）

【7月または8月】
14日・15日（お盆中日）

【7月または8月】
16日（送り盆）

【7月または8月】
17日

●精霊棚（しょうりょうだな）
ご先祖様を迎えるための供物の棚、盆棚ともいわれます。お位牌を安
置して、花・季節の野菜・果物・菓子・故人様の好物などを供えます。

●盆提灯（ぼんちょうちん）
精霊棚の左右に、ご先祖様の霊へ目印として飾ります。一般的には
絵柄のついた盆提灯ですが、地方により新盆に限り白い提灯を使
うこともあります。

●精霊馬（しょうりょううま）
きゅうりやナスで作る動物を用意します。4本の麻幹あるいはマッチ
棒、折った割り箸などを足に見立てて差し込み、馬、牛として仏壇ま
わりや精霊棚に供物とともに配します。きゅうりは足の速い馬に見
立てられ、あの世から早く家に戻ってくるように、ナスは歩みの遅い
牛に見立てられ、この世からあの世に帰るのが少しでも遅くなるよ
うに、また、供物を牛に乗せてあの世へ持ち帰ってもらうとの願い
がそれぞれ込められています。

●盆花（ぼんばな）
霊の依代（よりしろ） ご先祖様の道しるべとも言われています。盆花２本、小花１
本で１セット。向かって右側に盆花と小花を、左側に盆花を１本供えます。お
盆が終わりましたら盆花１本を、来年のお盆まで仏壇へお供えします。

●迎え火（むかえび）
家庭の玄関先で、折った苧殻（おがら）を井ゲタに積んだものに火をつけて
燃やします。ご先祖様の霊が迷うことのないようにという習わしです。

●送り火・精霊流し（おくりび・しょうりょうながし）
お盆の明けには、ご先祖様の霊を送るために送り火を焚きます。地
方によっては、お供え物を川や海に流す精霊流しや灯籠を流す灯
籠流しなども行われます。

●施餓鬼（せがき）
ご先祖様とは別に餓鬼道に堕ちた方達の為に食べ物を布施し、供
養する儀礼です。通常は餓鬼棚を設け、供物を供えますが、盆棚の
下に蓮や里芋の葉などに盛った供物を供えたりします。

※お盆のしきたり等は、地域や宗派によって異なります。

お盆の知識

日本のお盆行事は、家族や一族が集まりご先祖様を供養し、亡くなられた人をしのぶ行事として行われます。
家族や一族が集まり、故人様の思い出を語り合うことは大変に意義ある素晴らしい風習であると思います。

盂蘭盆（施餓鬼）会日本固有の先祖供養
う ら ぼん せ が き え


