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ご先祖様の霊を大切に迎えるためのお盆用品。
全て、安心の組合員価格でご提供いたします。

本体価格128,000円本体価格128,000円
138,240138,240円（税込）

35 高さ120㎝×巾57.5㎝

十三仏４尺桐箱入り
絵書き

じゅうさんぶつ　　　　 きりばこ

え     が

本体価格28,000円本体価格28,000円
30,24030,240円（税込）

37 高さ126㎝×巾40㎝

十三仏４尺桐箱入り
新金上 プリント

じゅうさんぶつ　　　    きりばこ

しんきんじょう

本体価格18,400円本体価格18,400円
19,87219,872円（税込）

36 高さ96㎝×巾34㎝

十三仏３尺桐箱入り
新金上 プリント

じゅうさんぶつ           きりばこ

しんきんじょう

本体価格28,381円本体価格28,381円
30,65130,651円（税込）

39 高さ120㎝×巾54㎝

十三仏４尺林英華
桐箱入り プリント

じゅうさんぶつ　　　 　  はやしえいか

きりばこ

本体価格18,858円本体価格18,858円
20,36620,366円（税込）

38 高さ90㎝×巾44㎝

十三仏３尺林英華
桐箱入り プリント

じゅうさんぶつ　　　      はやしえいか

きりばこ

本体価格28,381円本体価格28,381円
30,65130,651円（税込）

41 高さ120㎝×巾54㎝

真言十三仏大師入４尺
林英華 桐箱入り プリント

しんごんじゅうさんぶつだいしいり

はやしえいかきりばこ

本体価格18,858円本体価格18,858円
20,36620,366円（税込）

40 高さ90㎝×巾44㎝

真言十三仏大師入３尺
林英華 桐箱入り プリント

しんごんじゅうさんぶつだいしいり

はやしえいかきりばこ

本体価格56,000円本体価格56,000円
60,48060,480円（税込）

43 高さ120㎝×巾55㎝

十三仏4尺
佐 将々吉桐箱入り プリント

じゅうさんぶつ

ささしょうきちきりばこ

本体価格45,000円本体価格45,000円
48,60048,600円（税込）
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高さ90㎝×巾46.5㎝

十三仏3尺
佐 将々吉桐箱入り プリント

じゅうさんぶつ

ささしょうきちきりばこ

掛け軸

お盆用品各種

本体価格7,000円本体価格7,000円 7,5607,560円（税込）

34 巾60cm×奥行60cm

い草・金襴座布団
い ぐ さ ・ き ん ら ん ざ ぶ と ん

1枚
色指定できません

本体価格2,100円本体価格2,100円 2,2682,268円（税込）

33 八端版 巾59ｃｍ×奥行き63ｃｍ

法事座布団カバー
ほ う じ ざ ぶ と ん

1枚
※商品はカバーのみ本体価格

20,000円
本体価格
20,000円 21,60021,600円（税込）

28 巾60㎝×奥行60㎝×高さ118㎝

盆だな
ぼ ん

ござ・イグサ・十三仏付

本体価格800円本体価格800円 864864円（税込）

31 素焼き 直径25㎝

ほうろく皿

本体価格1,600円本体価格1,600円 1,7281,728円（税込）

30 巾43.6㎝×奥行28.5㎝

経机掛け
難燃製（18号用）

きょうつくえか

なんねんせい

色・柄指定できません

本体価格1,400円本体価格1,400円 1,5121,512円（税込）

32 12㎝×高さ12㎝
PC製

貫通型高月
タメ４寸

かんつうがたたかつき

本体価格1,800円本体価格1,800円 1,9441,944円（税込）

29 高さ7.5㎝×18㎝四方 黒内朱 PC製

供養膳
６寸黒内朱

く よ う ぜ ん

     くろ  うちしゅ

本体価格
19,000円
本体価格
19,000円

20,52020,520円（税込）

26

27

高さ30.5㎝

巾54.5㎝

奥行30㎝経机 黒檀18号
きょうつくえ   こくたん

経机 紫檀18号
きょうつくえ    したん

本体価格2,381円本体価格2,381円 2,5712,571円（税込）

25
25㎝四方
木製
階段付
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JAグループ神奈川

お盆とは・・・

迎え火・送り火

古代のインド語の一つであるサンスクリット語の『ウラバンナ』を漢字『盂蘭盆』にあてはめて読まれた言葉です。
お釈迦様の弟子の目連は、母親が死後の世界で餓鬼道に堕ちて飢えに苦しんでいる姿を見て、お釈迦様に教
えを請い、供養を僧侶や多くの方 に々施したところ、その功徳により母親は極楽浄土に行くことができました。
それ以来、七月十五日は先祖供養の大切な日となったと伝えられています。また一方、中国では仏教伝来以前か
ら死者への祖霊の儀式もありました。これらが合わさり、日本に祖霊信仰として伝わってきたと言われます。

十三日の夕方に自宅の門口などで「迎え火」を焚いて、霊を迎えます。「迎え火」はほうろくと呼ばれる素
焼きのお皿の上でおがらを焚きます。
十五日の夜、もしくは十六日に「送り火」を焚いて盆送りをします。

盆提灯をはじめ、その他のお盆用品を
豊富な品揃えと組合員価格でご提供いたします。

お盆用品お盆用品

組合員の皆様へ
平成29年度 JAのお盆用品

7月お盆の方は6月30日（金）8月お盆の方は7月28日（金）までにご注文をお願いします

JAよこすか葉山
[葬祭センター]

横須賀市林3‒1‒11
 FAX.046-858-0430

046-858-0432

〒238-0315

お問合せは…

経済部 購買課
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