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大谷派用 新案須弥盛 京仏具犬塚 
オリジナル 

（１）どの部分からでも実物のお餅に取替え、お供えすることができます。 

「新案須弥盛・新案杉盛」はお華束（お餅）を須弥型や杉型に盛るための仏具です。芯棒を中心に餅板を 

重ねて積み上げております。本物のお餅を間に挟んだり載せたりすることが簡単に出来るので、どこの部 

分までを仏具として使用されても、そのすべての使い方に対処できるように設計されております。                  

御本尊様や御開山様に「お供え」される場合は、是非
とも本物の「お餅」や「橙」に替えてお供えして頂きたく
存じます。 

■大谷派用 新案須弥盛・杉盛の特徴 

（２）経済的です。 

 ・何年もご使用できます。汚れても洗うことができます。 

 ・材質はお餅の柔らかさを伝える塩化ビニール製です。 

 ・落としても割れる心配がありません。 

（３）違和感がありません。 

 ・レストラン等で飾られている食品サンプルと同じ素材 

  で出来ております。本物のお餅をどの部分に載せて 

  いただいても違和感がありません。 

（４）簡単です。 

 ・どなたでも簡単にきれいに積み重ねることができます。 

 ・専用の下台に固定されておりますので、供笥の下水 

  板の上に置くだけで、あっという間にご荘厳すること 

  が可能です。 

（５）立派になります。 

 ・難しいと諦めていた正式な須弥盛がいつでも簡単に、 

  立派に飾ることができ、報恩講やお盆など、ご法要の 

  お飾りが一段と立派になります。                            
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＜本物のお餅を載せた例＞ 
橙の下、最上部2段に本物の 
丸餅を載せてみました。 
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＜新案 須弥盛お飾り例＞ 

須弥盛 

杉  盛 

・報恩講（中尊前・祖師前） 1対乃至3対 
・落慶法要（三尊前）1対～3対 
・永代経などの重い法要の節に用います 

・春秋彼岸会（中尊前・祖師前）1対ずつ 
・盂蘭盆会  （中尊前・祖師前）1対ずつ 
・先住年忌及び祥月命日 
   （中尊前・祖師前・法名前）1対ずつ など  
 軽い法要の節に用います 
・葬儀・中陰などにも用います 
 

紅色 



■新案須弥盛   
（税込） ◆1対 

大谷派用 新案 須弥盛 

須弥盛上段 Ｃセット 

須弥盛下段 Ｂセット 
杉盛組替用  

追加餅板セット 

※ご要望に合わせた色へ変更も 

    承ります。（下記価格の1割増） 

※上記は藍色→緑色への変更事例 

大谷派用 新案須弥盛 京仏具犬塚 
オリジナル 

寸　法 高さ 須弥盛
 Ｂセット
（下部）

Ｃセット
（上部）

杉盛組替用
追加餅板セット

　　*8.0寸用 281,000 180,000 101,000 60,800

7.0・7.5寸用    　　約60㎝ 247,000 158,000 89,000 51,400

6.5寸用    　　約56㎝ 218,000 146,000 72,000 48,300

6.0寸用    　　約55㎝ 193,000 133,000 60,000 44,500

5.0・5.5寸用    　　約49.5㎝ 165,000 111,000 54,000 37,500

*8.0寸用は特注品の為、製作に3ヶ月程度要します。　他の寸法は1～2ヶ月程度要します。

*高さは『だいだい』を除いた高さです。

*総丈を低くしたい場合など、不要な餅板については代金差引致します。

*ご指定の色目への変更は上記価格の1割増にて承ります。

*須弥盛単体では杉盛に組替えられません。

  組替える場合には別途、「杉盛組替用追加餅板セット」をお求めください。



組立納品 

■新案須弥盛の形状 

 下記のように一段ずつ取り外せる仕組みとなっております。 

■新案杉盛  

立上りの白餅以外を外し、別売の「杉盛組替用追加餅板セット」を加えて1枚ずつ交互に積み重ねる。
5寸、6寸用は36段、6.5寸、7寸用は37段となります。（立上り餅板は各寸法とも32段です） 

■須弥盛から杉盛へ組み替え 

立ち上がりの餅板を 
交互に積み重ねる 

【交互積み】 
上から見た写真 

【葬儀荘厳事例】 
    *供笥・方立・はちまきは 
      別売です。 

（税込） ◆1対 

京仏具犬塚 
オリジナル 大谷派用 新案須弥盛/杉盛 

寸　法 杉 盛

8.0寸用    173,000

7.0・7.5寸用    145,000

6.5寸用    133,000

6.0寸用    122,000

5.0・5.5寸用    103,000

*高さ：6寸用 約38ｃｍ

*5.0・6.0寸は36段、6.5・7.0寸は37段です。



■お手入れ・保管について 
 【保管の注意点】 
 １．出来るだけ湿気の少ない場所で保管してください。 カビが付着する場合があります。 
 ２．ビニール等で密閉して保管するのはお避けください。 
   長期間密閉して保管しますと、経年変化（可塑剤の表面化）が早まっておこる恐れがあります。 
 ３．経年変化で塩化ビニールの中に入っている可塑剤が表面ににじみ出たり、揮発する場合（ブリード現象） 
      があります。例えば、長く放っておいたスキーストックのグリップやカメラの三脚のグリップ等にも、数多くこの 
   現象が見られます。これはビニール製品やゴム製品の宿命で、避けることのできない現象ですので、ご了解 
   いただきたく存じます。 
   ※可塑剤が浮き出しますと餅板の表面がベタベタした感じになります。 
     可塑剤は食品容器や医療機器、玩具などに広く使用されており、通常の条件下において人の健康や環境に 
      悪い影響を与える恐れはありません。 
 ４．ブリード現象を理由とする現品交換には応じておりませんので、ご了承の上、ご購入願います。 
   通常のご使用で割れが生じた場合には、10年間の長期保証を付けておりますので、安心してご使用ください。 
 
 【ベタつきの取り方】 
 １．無水エタノールを布に浸み込ませて拭く事でベタつきを除去することができます。 
 ２．市販の重曹を45℃位のお湯に溶かして重曹水を作り、浸け置きを３～５時間することでベタつきが改善されます。 
 ３．特殊洗剤「洗浄能力pro」を使ってスポンジで磨き洗いすることにより、汚れとべた付きをある程度除去できます。 

■単品パーツ価格表 
（税込） 

◆1個 

餅板8ｹ付 餅板6ｹ付 みかん だいだい 月の輪 のり板 下 台 
（芯棒は別見積） 

餅板単品 5.0・5.5寸用 6.0寸用 6.5寸用 7.0・7.5寸用 8.0寸用

18ケ付 - - - - 4,890
16ケ付 - - - 4,080 4,080

14ケ付 - - 3,110 3,100 3,100
12ケ付 2,070 2,460 2,460 2,460 （立）2,460

10ケ付 1,780 2,070 2,070 (立）2,070 2,070
9ケ付 - - (立）1,940 - -

8ケ付 (立）1,490 (立）1,780 1,780 1,780 1,780
6ケ付 1,030 1,160 1,160 1,160 1,160

4ケ付 700 830 830 830 830
2ケ付 600 600 600 600 600

1ケ付 290 290 290 290 290
特大  白 4,140 5,230 6,080 6,730 7,240

大　藍色 2,750 2,840 3,240 4,290 4,660
中　藍色 1,780 1,900 2,120 2,970 3,100

みかん 700 700 700 700 700
だいだい 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

のり板 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160
月の輪 990 990 1,050 1,050 1,050

下   台 2,750 3,840 3,840 4,290 5,060

京仏具犬塚 
オリジナル 大谷派用 新案須弥盛/杉盛 



●ホームページ   http://www.kyobutugu.co.jp 
●Emailアドレス    inuzuka@kyobutugu.co.jp 
●カタログ内の写真画像は印刷の特性上、現品と色彩が異なる場合 

 がございますので、ご了承ください 

●改良などが生じた際に商品の仕様は予告なく変更する場合があります 

●価格には、消費税10％が含まれています（令和2年4月現在） 

●価格は、変更になる場合がございます 

●当店は仏壇公正取引協議会の会員企業です 


