
■商品のお問い合わせは上記の支店までご連絡ください。 
■事情によりパッケージ、デザイン、仕様など変更する場合があります。
　また都合により製造を中止する商品もございますので、予めご了承ください。
■使用環境により燃焼時間が異なることがあります。（燃焼時間は無風状態で測定）

カメヤマ株式会社　
〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-9-11　
TEL：06-4798-9071　FAX：06-4798-9070

http://www.kameyama.co.jp

神仏事業部

http://rosoku.kameyama.co.jp

□ 札幌支店
 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4-4 札幌クレストビル401 
 TEL：011-706-1717　FAX：011-706-1718

□ 仙台支店
 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1-3-5
 TEL：022-786-2316　FAX：022-388-6108

□ 東京支店
 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-12 新川フロンティアビル3F
 TEL：03-5117-3571　FAX：03-5117-3572

□ 名古屋支店
 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町2-5 TOMITA BLD.1F
 TEL：052-446-5888　FAX：052-551-3251

□ 大阪支店
 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-9-11
 TEL：06-4798-9072　FAX：06-4798-9073

□ 広島支店
 〒730-0044 広島県広島市中区宝町4-28 イトービル1F
 TEL：082-241-7608　FAX：082-243-1906
　
□ 福岡支店
 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル717
   TEL：092-626-8820　FAX：092-626-8823

□ 亀山工場
　〒519-0111 三重県亀山市栄町1504-1
 TEL：0595-82-3111　FAX：0595-82-5367

ID :@kameyama_rosokuTwitter 

http://k-design.kameyama.co.jp

キャンドルハウス事業部

□ 東京ヘッドオフィス／キャンドルハウス 青山店
 〒107-0062 東京都港区南青山4-25-12
 （オフィス）TEL：03-5656-1919   FAX：03-5656-1920
 （直営店）TEL：03-5656-1923　FAX：03-5656-1924

□ 大阪オフィス
 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-9-11 
 TEL：06-4798-9074　FAX：06-4798-9075

□ 名古屋オフィス
 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町2-5 TOMITA BLD.1F
 TEL：052-586-9690　FAX：052-586-9641

□ 福岡オフィス
 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル717
 TEL：092-624-7131　FAX：092-624-7132

□ 札幌オフィス
 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4-4 札幌クレストビル401
 TEL：011-706-1200　FAX：011-706-1201

□ 仙台・新潟オフィス コールセンター
 TEL：050-3803-9965　FAX：052-586-0057

□ 広島オフィス コールセンター
   TEL：050-3803-9240　FAX：052-586-0057

□ 物流センター
　〒510-0304 三重県津市河芸町上野3830
 TEL：059-244-1200　FAX：059-245-0379

アカウント名:kameyama_candle_house

アカウント名:kameyamacandlehouse

カメヤマのSDGsへの取り組み

宮大工だった創業者・谷川兵三郎の時代から、

私たちは人々の生活によりそう商品づくりを目指して参りました。

この世に生を受けてから天に召されるそのときまで、

様々な節目や生活シーンに登場する商品を真心こめて作り続けています。

創業100周年を迎えるにあたり、時代と共に変化する世の中の課題と人々のニーズに真摯に向き合い、

次世代に残せる価値ある商品づくりを通して社会に貢献し続けることが、

カメヤマのSDGｓ（持続可能な開発目標）への取り組みです。

SDGsへの取り組みの詳細はホームページをご確認ください
https://www.kameyama.co.jp/csr.html
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亀山五色蝋燭

F0010-97-00F ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-902326
小函寸法：φ97×H96mm
ローソク寸 法：φ7.5×H26mm
ミニマム／入数：4函／4函×8
燃焼時間：約10分
内 容 量：約252g（約300本入）

亀山五色蝋燭 小

F0010-97-02 ¥600（税込¥660）

JANコード：4901435-844732
小函寸法：φ75×H72mm
ローソク寸 法：φ7.5×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約10分
内 容 量：約110g（約130本入）

カメヤマ 徳用10分ローソク 
225g

F0861-02-57 ¥600（税込¥660）

JANコード：4901435-213927
小函寸法：W58×L150×H72mm
ローソク寸 法：φ7.5×H26mm
ミニマム／入数：30函／30函
燃焼時間：約10分
内 容 量：約225g（約270本入）

カメヤマ 10分ローソク 
120g

F0861-02-50 ¥400（税込¥440）

JANコード：4901435-213910
小函寸法：W58×L150×H42mm
ローソク寸 法：φ7.5×H26mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約10分
内 容 量：約120g（約144本入）

亀
山
蝋
燭

あんしん燭台（小）

S7421-00-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-211527
小函寸法：W88×L56×H164mm
本体寸法：φ40×H54mm
ミニマム／入数：6函／6函×6

ロウが残らない※、最後まで燃え切る。カメヤマローソク専用燭台。

●適合ローソク…10分ローソク、ダルマ、豆ダルマ、短寸ダルマ、小ローソク3号・5号 
※寒冷地や風のあたる場所など使用環境によってロウが残る場合がございます。

動画で実感
燃え残り0!!
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カメヤマ小ローソク 豆ダルマ
90g A#141

F0691-02-50 ¥250（税込¥275）

JANコード：4901435-846576
小函寸法：W58×L145×H23mm
ローソク寸 法：φ7.5×H50mm
ミニマム／入数：120函／10函×12
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g（約50本入）

カメヤマ小ローソク 徳用豆ダルマ
225g A#151

F0691-02-57 ¥530（税込¥583）

JANコード：4901435-855844
小函寸法：W60×L153×H49mm
ローソク寸 法：φ7.5×H50mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約19分
内 容 量：約225g（約126本入）

カメヤマ小ローソク 豆ダルマ
450g A#150

F0691-02-45 ¥990（税込¥1,089）

JANコード：4901435-855851
小函寸法：W58×L207×H68mm
ローソク寸 法：φ7.5×H50mm
ミニマム／入数：30函／30函
燃焼時間：約19分
内 容 量：約450g（約252本入）

カメヤマ小ローソク ダルマ
90g A#142

F0701-02-50 ¥250（税込¥275）

JANコード：4901435-846569
小函寸法：W57×L134×H24mm
ローソク寸 法：φ6×H50mm
ミニマム／入数：120函／10函×12
燃焼時間：約15分
内 容 量：約90g（約80本入）

カメヤマ小ローソク 徳用ダルマ
225g A#152

F0701-02-57 ¥530（税込¥583）

JANコード：4901435-855837
小函寸法：W60×L152×H50mm
ローソク寸 法：φ6×H50mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約15分
内 容 量：約225g（約200本入）

カメヤマ小ローソク 特大ダルマ
225g A#156

F0671-02-57 ¥530（税込¥583）

JANコード：4901435-855806
小函寸法：W75×L160×H37mm
ローソク寸 法：φ9.3×H66mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約40分
内 容 量：約225g（約64本入）

カメヤマ小ローソク 徳用3号
225g A#153

F0711-02-57 ¥530（税込¥583）

JANコード：4901435-846552
小函寸法：W71×L210×H28mm
ローソク寸 法：φ6×H61mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約19分
内 容 量：約225g（約164本入）

カメヤマ小ローソク 5号
90g A#144

F0721-02-50 ¥250（税込¥275）

JANコード：4901435-846545
小函寸法：W72×L123×H20mm
ローソク寸 法：φ6×H70mm
ミニマム／入数：120函／5函×24
燃焼時間：約24分
内 容 量：約90g（約56本入）

カメヤマ小ローソク 8号
90g A#145

F0731-02-50 ¥250（税込¥275）

JANコード：4901435-846538
小函寸法：W90×L124×H16mm
ローソク寸 法：φ7.5×H84mm
ミニマム／入数：120函／10函×12
燃焼時間：約37分
内 容 量：約90g（約30本入）

カメヤマ小ローソク 徳用5号
225g A#154

F0721-02-57 ¥530（税込¥583）

JANコード：4901435-855820
小函寸法：W80×L185×H28mm
ローソク寸 法：φ6×H70mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約24分
内 容 量：約225g（約138本入）

カメヤマ小ローソク 徳用8号
225g A#155

F0731-02-57 ¥530（税込¥583）

JANコード：4901435-855813
小函寸法：W94×L160×H28mm
ローソク寸 法：φ7.5×H84mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約37分
内 容 量：約225g（約74本入）

カメヤマ大ローソク 1号
225g A#201

F0741-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855790
小函寸法：W99×L116×H37mm
ローソク寸 法：φ7.5×H104mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約47分
内 容 量：約225g（60本入）

カメヤマ大ローソク トク1号5
112g A#221

F0751-02-57 ¥240（税込¥264）

JANコード：4901435-846521
小函寸法：W72×L110×H26mm
ローソク寸 法：φ9.3×H102mm
ミニマム／入数：120函／10函×12
燃焼時間：約1時間
内 容 量：約112g（20本入）

カメヤマ大ローソク 1号5
225g A#202

F0751-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855783
小函寸法：W106×L115×H37mm
ローソク寸 法：φ9.3×H102mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約1時間
内 容 量：約225g（40本入）

カメヤマ大ローソク 2号
225g A#203

F0761-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855776
小函寸法：W82×L145×H37mm
ローソク寸 法：φ9.3×H134mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約1時間20分
内 容 量：約225g（30本入）

カメヤマ大ローソク トク3号
112g A#222

F0771-02-57 ¥240（税込¥264）

JANコード：4901435-846507
小函寸法：W60×L155×H24mm
ローソク寸 法：φ11×H145mm
ミニマム／入数：120函／10函×12
燃焼時間：約1時間40分
内 容 量：約112g（10本入）
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ソフトクリームキャンドル

T8721-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-213675
小函寸法：W60×L60×H90mm
本体寸法：φ55×H88mm

（スタンド含む）
ミニマム／入数：6函／6函×6
備 考：バニラの香り付き

香り付

好
物
キ
ャ
ン
ド
ル

スイカキャンドル

T8687-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-857589
小函寸法：W108×L108×H69mm
本体寸法：φ107×H69mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
備 考：スイカの香り付き 香り付

数量限定

香り付

NEW
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カメヤマ大ローソク 3号
225g A#204

F0771-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855769
小函寸法：W86×L155×H34mm
ローソク寸 法：φ11×H145mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約1時間40分
内 容 量：約225g（20本入）

カメヤマ大ローソク ポンド3号
A#232

F0771-02-56N ¥880（税込¥968）

JANコード：4901435-846514
小函寸法：W94×L155×H56mm
ローソク寸 法：φ11×H145mm
ミニマム／入数：30函／3函×10
燃焼時間：約1時間40分
内 容 量：約450g（40本入）

カメヤマ大ローソク 4号
225g A#205

F0781-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855752
小函寸法：W66×L186×H36mm
ローソク寸 法：φ12×H175mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約2時間20分
内 容 量：約225g（15本入）

カメヤマ大ローソク 5号
225g A#206

F0791-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855745
小函寸法：W83×L190×H28mm
ローソク寸 法：φ13×H180mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約3時間
内 容 量：約225g（12本入）

カメヤマ大ローソク 7号5
225g A#207

F0801-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855738
小函寸法：W70×L190×H34mm
ローソク寸 法：φ16×H180mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約4時間
内 容 量：約225g（8本入）

カメヤマ大ローソク 10号
225g A#208

F0811-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855721
小函寸法：W58×L214×H36mm
ローソク寸 法：φ17×H205mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約5時間
内 容 量：約225g（6本入）

カメヤマ大ローソク 15号
225g A#209

F0821-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855714
小函寸法：W83×L244×H21mm
ローソク寸 法：φ19×H235mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約6時間50分
内 容 量：約225g（4本入）

カメヤマ大ローソク 20号
225g A#210

F0831-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855707
小函寸法：W70×L260×H25mm
ローソク寸 法：φ22×H248mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約8時間40分
内 容 量：約225g（3本入）

カメヤマ大ローソク 30号
225g A#211

F0841-02-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-855691
小函寸法：W60×L263×H28mm
ローソク寸 法：φ27×H255mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約11時間30分
内 容 量：約225g（2本入）

カメヤマ大ローソク 60号
450g A#212

F0851-02-50 ¥880（税込¥968）

JANコード：4901435-855684
小函寸法：W70×L323×H36mm
ローソク寸 法：φ34×H315mm
ミニマム／入数：30函／5函×6
燃焼時間：約22時間
内 容 量：約450g（2本入）

大ローソク3号 赤

T0077-02-50R ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-849904
小函寸法：W80×L148×H35mm
ローソク寸 法：φ11×H145mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約1時間40分
内 容 量：約225g（20本入）

大ローソク30号 赤

T0084-87-50R ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-849898
小函寸法：W55×L255×H28mm
ローソク寸 法：φ27×H255mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約11時間30分
内 容 量：約225g（2本入）

大ローソク60号 赤

T0085-87-50R ¥880（税込¥968）

JANコード：4901435-849911
小函寸法：W68×L320×H35mm
ローソク寸 法：φ34×H315mm
ミニマム／入数：30函／5函×6
燃焼時間：約22時間
内 容 量：約450g（2本入）

カメヤマ小ローソク 徳用豆ダルマ 
225g A#151

F0691-01-57 ¥530（税込¥583）

JANコード：4901435-884691
小函寸法：W57×L150×H50mm
ローソク寸 法：φ7.5×H49mm
ミニマム／入数：30函／30函
燃焼時間：約19分
内 容 量：約225g（約126本入）

カメヤマ大ローソク 1号5
225g A#202

F0751-01-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-884639
小函寸法：W100×L105×H38mm
ローソク寸 法：φ9.3×H102mm
ミニマム／入数：30函／30函
燃焼時間：約1時間
内 容 量：約225g（40本入）

カメヤマ大ローソク 3号
225g A#204

F0771-01-50 ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-884615
小函寸法：W80×L148×H35mm
ローソク寸 法：φ11×H145mm
ミニマム／入数：30函／30函
燃焼時間：約1時間40分
内 容 量：約225g（20本入）

懐かしのスタンド付きで安全に火を灯せます。

お団子キャンドル（笹）

T8602-00-01 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-208220
小函寸法：W115×L115×H35mm
本体寸法：φ113×H25mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
備 考：甘い香り付き

火を灯すと、甘い香りがふんわり広がります。

お盆のお供えの定番。みずみずしいスイカの香り付き。

まるで本物! 故人との想いをつなぐキャンドル。
食卓を囲んでいる家族の笑顔。何気ない日常こそが、一番の思い出。
美味しかった記憶と、楽しかった記憶は常にセットになって心に
刻まれている。そんな幸せな「あのとき」への想いをキャンドルの
灯火にこめて…天国の家族へ。
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豆大福キャンドル

T8610-00-00 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-892894
小函寸法：W95×L95×H48mm
本体寸法：W91×L91×H47mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

どらやきキャンドル

T8655-00-00 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-882376
小函寸法：W95×L95×H48mm
本体寸法：W91×L91×H43mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

さくら餅キャンドル

T8609-00-00 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-892900
小函寸法：W95×L95×H48mm
本体寸法：W91×L91×H45mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

おはぎキャンドル

T8643-00-00 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-884769
小函寸法：W95×L95×H48mm
本体寸法：W91×L91×H43mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

おはぎキャンドル 2個入

T8643-00-10 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-884363
小函寸法：W125×L103×H43mm
本体寸法：W124×L102×H41mm
ミニマム／入数：6函／6函×6

みたらし団子キャンドル

T8602-00-10 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-790985
小函寸法：W115×L115×H35mm
本体寸法：φ113×H25mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

いちご大福キャンドル

T8703-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-209425
小函寸法：W125×L103×H43mm
本体寸法：W124×L102×H41mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
備 考：甘い香り付き

クリームあんみつキャンドル

T8622-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-888842
小函寸法：W60×L60×H57mm
本体寸法：φ58×H52mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約7時間
備 考：甘い香り付き

カステラキャンドル

T8706-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-210155
小函寸法：W107×L107×H69mm
本体寸法：W105×L105×H65mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
備 考：甘い香り付き

スイーツキャンドル ショートケーキ

T8698-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-792088
小函寸法：W60×L60×H50mm
ローソク寸 法：W38×L48×H44mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
備 考：スイーツの香り付き

スイーツキャンドル プリンアラモード

T8698-00-40 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-209098
小函寸法：W95×L95×H48mm
本体寸法：φ88×H44mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
備 考：スイーツの香り付き

焼き芋キャンドル

T8688-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-855431
小函寸法：W111×L90×H41mm
本体寸法：W60×L40×H30mm（1個）
ミニマム／入数：6函／6函×6
備 考：焼き芋の香り付き

完熟メロンキャンドル

T8704-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-209449
小函寸法：W108×L108×H69mm
本体寸法：φ107×H64mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
備 考：メロンの香り付き

井村屋あずきバーキャンドル

T8710-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-211503
袋 寸 法：W75×L195×H30mm
ローソク寸 法：W45×L102×H15mm
ミニマム／入数：6袋／6袋×8

かき氷キャンドル イチゴ

T8665-00-00 ¥980（税込¥1,078）

JANコード：4901435-877631
小函寸法：W77×L77×H132mm
本体寸法：φ77×H125mm
ミニマム／入数：4函／4函×6
燃焼時間：約3時間
備 考：イチゴの香り付き

かき氷キャンドル 宇治金時

T8665-00-02 ¥980（税込¥1,078）

JANコード：4901435-877617
小函寸法：W77×L77×H132mm
本体寸法：φ77×H125mm
ミニマム／入数：4函／4函×6
燃焼時間：約3時間
備 考：宇治金時の香り付き

香り付香り付

香り付

香り付

香り付 香り付

香り付

香り付

香り付
数量限定数量限定 数量限定

数量限定

© imuraya

寿司キャンドルA（マグロ・玉子）サビ入

T8603-00-10 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-208855
小函寸法：W110×L110×H45mm
本体寸法：W108×L108×H35mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

寿司キャンドルB（エビ・ハマチ）サビ入

T8603-00-20 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-208862
小函寸法：W110×L110×H45mm
本体寸法：W108×L108×H38mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

寿司キャンドルC（ウニ・大トロ）サビ入

T8603-00-30 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-208879
小函寸法：W110×L110×H45mm
本体寸法：W108×L108×H44mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

寿司キャンドルD（サーモン・イクラ）サビ入

T8603-00-40 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-209067
小函寸法：W110×L110×H45mm
本体寸法：W108×L108×H40mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

助六寿司キャンドル ガリ付

T8681-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-210100
小函寸法：W110×L110×H45mm
本体寸法：W108×L108×H40mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

手まり寿司キャンドル

T9623-00-00 ¥1,300（税込¥1,430）

JANコード：4901435-834894
小函寸法：W112×L112×H50mm
本体寸法：φ110×H45.5mm
ミニマム／入数：6函／6函×6

からあげキャンドル

T8719-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-213187
小函寸法：W115×L115×H35mm
本体寸法：φ100×H30mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
備 考：レモンの香り付き（レモンのみ）

ハンバーグキャンドル

T8720-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-213194
小函寸法：W115×L115×H35mm
本体寸法：W120×L88×H34mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

ステーキキャンドル

T8707-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-210391
小函寸法：W115×L115×H35mm
本体寸法：W120×L88×H20mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
備 考：ステーキの香り付き

カレーライスキャンドル

T8715-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-212548
小函寸法：W115×L115×H35mm
本体寸法：φ101×H30mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
備 考：ほのかなスパイスの香り付き

ざるそばキャンドル

T8717-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-212616
小函寸法：W125×L103×H43mm
本体寸法：W79×L69×H35mm
ミニマム／入数：6函／6函×6

うな重キャンドル

T8713-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-211626
小函寸法：W125×L103×H43mm
本体寸法：W78×L62×H38mm
ミニマム／入数：6函／6函×6

おむすびキャンドル（梅干入り）

T8709-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-210544
小函寸法：W94×L94×H73mm
本体寸法：W92×L92×H72mm
ミニマム／入数：6函／6函×6

らーめん横丁キャンドル

T8619-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-889795
小函寸法：W72×L72×H40mm
本体寸法：φ70×H35mm
ミニマム／入数：6函／6函×6

カップヌードルキャンドル

T8679-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-873565
小函寸法：W80×L80×H92mm
本体寸法：φ78×H90mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約5時間

えだまめキャンドル

T8699-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-791241
小函寸法：W114×L114×H38mm
本体寸法：φ100×H30mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

香り付香り付

火を灯すと、中からあんこが出てくる! マグロに火を灯すと、中からワサビが出てくる!

火を灯すと、それぞれあんことおこわが出てくる! いなり寿司と定番の太巻き寿司をセットに。

火を灯すと、甘い香りが広がります。 火を灯すと、炭火で焼いた香ばしさが広がります。

オレンジ色の果肉メロン。甘いメロンの香り付き。 火を灯すと、中から梅干が出てくる!

火を灯すと、中からあんこが出てくる! 火を灯すと、中からワサビが出てくる!

火を灯すと、タレの中からお団子が出てくる! 竹かごに入って、ギフトにも最適です。

老若男女の大好物。定番の苺ショート。 ほのかなスパイスの香り付き。

凍っていません。火を灯すと熱いです。 屋台で食べた懐かしいラーメンのキャンドル。

火を灯すと、中からあんこが出てくる! 大トロに火を灯すと、中からワサビが出てくる!

火を灯すと、いちごが甘い香りとともに出てくる! さわやかな香りが付いたレモン付き。

香り付

※レモンのみ

火を灯すと、甘い香りがふんわり! 馴染みの蕎麦屋のざるそば。蕎麦ちょこ付き。

甘味処で食べたなつかしいかき氷。香り付き。 「カップヌードル」を具材までリアルに再現。

火を灯すと、あんこの中からおこわが出てくる! サーモンに火を灯すと、中からワサビが出てくる!

夏の風物詩あんみつのキャンドル。 付け合わせのブロッコリーとジャガイモ付き。

新聞紙に包まれた焼き芋。焼き芋の香り付き。 炭火であぶった焼き目とご飯までリアルに再現!

甘味処で食べたなつかしいかき氷。香り付き。 夏の定番おつまみ、えだまめのキャンドル。
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ル

セットで買うと
のれん付き

ディスプレイ
プレゼント!

シリーズで揃えることで
注目度UP!!

ミニジョッキ

T8600-00-10 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-893358
小函寸法：W60×L60×H75mm
本体寸法：W75×L50×H72mm

（取っ手含む）
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約20時間

レモンサワーキャンドル

T8718-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-213170
小函寸法：W60×L60×H90mm
本体寸法：φ52×H80mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約7時間
備 考：レモンの香り付き

ワンカップ大関ローソク

T8601-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-901718
小函寸法：W60×L60×H87mm
本体寸法：φ50×H83mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約27時間
備 考：柑橘系の香り付き

大分むぎ焼酎 二階堂ローソク

T8604-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-897677
小函寸法：W60×L60×H87mm
本体寸法：φ50×H83mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約27時間
備 考：柑橘系の香り付き

ウイスキーロックキャンドル

T8617-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-890326
小函寸法：W60×L60×H58mm
本体寸法：φ47×H50mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約8時間
備 考：ウィスキーの香り付き

麦焼酎ローソク

T8608-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-893006
小函寸法：W60×L60×H75mm
本体寸法：φ52×H60mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約8時間
備 考：柑橘系の香り付き

芋焼酎ローソク

T8650-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-883991
小函寸法：W60×L60×H75mm
本体寸法：φ52×H60mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約8時間
備 考：柑橘系の香り付き

桜茶キャンドル（小）

T8658-00-10 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-209265
小函寸法：W50×L50×H60mm
本体寸法：φ48×H60mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約9時間
備 考：桜の香り付き

緑茶キャンドル（小）

T8607-00-10 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-791111
小函寸法：W50×L50×H60mm
本体寸法：φ52×H60mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約9時間
備 考：緑茶の香り付き

ホットコーヒー

B5589-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-902296
小函寸法：W60×L60×H49mm
本体寸法：W70×L59×H47mm

（カップ・ソーサー含む 最大）
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約9時間
備 考：コーヒーの香り付き

アイスコーヒーキャンドル

T8702-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-790794
小函寸法：W60×L60×H90mm
本体寸法：φ52×H80mm　
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約15時間
備 考：コーヒーの香り付き

クリームソーダキャンドル

T8716-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-212555
小函寸法：W60×L60×H90mm
本体寸法：φ52×H84mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
燃焼時間：約8時間
備 考：メロンソーダの香り付き

香り付

好物木製12種 アソートディスプレーG白木

T8640-00-11DSPW ¥16,320（税込¥17,952）

JANコード：4901435-213743
小函寸法：W321×L736×H322mm
本体寸法：W563×L310×H403mm（のれん含む）
ミニマム／入数：1セット／1セット

※什器は予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。

［セット内容］
・おはぎキャンドル 2個入・・・2函 
・お団子キャンドル（笹）・・・・・・2函 
・寿司キャンドルB・・・・・・・・・・・・2函
・寿司キャンドルC・・・・・・・・・・・・2函
・ホットコーヒー・・・・・・・・・・・・・・2函
・緑茶キャンドル（小）・・・・・・・・・2函

・アイスコーヒーキャンドル・・・・・・・・・・・2函
・ミニジョッキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2函
・ワンカップ大関ローソク・・・・・・・・・・・・・2函
・大分むぎ焼酎 二階堂ローソク・・・2函
・レモンサワーキャンドル・・・・・・・・・・・・・・2函
・芋焼酎ローソク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2函

香り付

香り付

香り付

香り付

香り付香り付

香り付

香り付香り付

香り付

フルーツ詰合せキャンドル

T8714-00-00 ¥950（税込¥1,045）

JANコード：4901435-211633
小函寸法：W120×L87×H72mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
備 考：フルーツの香り付き

お供菓子落雁ローソク

T8621-00-00 ¥950（税込¥1,045）

JANコード：4901435-888859
小函寸法：W111×L111×H65mm
ローソク寸 法：φ47×H18mm（1個）
ミニマム／入数：4函／4函×6
内 容 量：8個入

お供え団子キャンドル

T8660-00-10 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-848396
小函寸法：W102×L102×H68mm
本体寸法：φ100×H67mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

精霊馬ローソク

T8628-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-886862
小函寸法：W118×L118×H69mm
ローソク寸 法：ナス φ32×L70mm、

キュウリ φ20×L97mm
ミニマム／入数：6函／6函×6

数量限定

数量限定

香り付

お供え野菜ローソク

T8712-00-00 ¥950（税込¥1,045）

JANコード：4901435-211565
小函寸法：W112×L112×H50mm
本体寸法：φ110×H44mm
ミニマム／入数：6函／6函×6

数量限定

お
盆
の
お
供
え

とりあえずビール! のビール党の方に。

カランと氷の音が聞こえそうな透明感がリアル!

お寿司屋さんで出てくるあの緑茶のキャンドル。

シュワっと、のどごしさっぱりレモンサワー。

焼酎は麦派、というのんべえさんに。

朝は必ずコーヒー、という珈琲好きの方に。

元祖カップ酒「ワンカップ」。火を灯すと、熱燗に!?

焼酎は芋派、というのんべえさんに。

コーヒーはブラックで、という珈琲好きの方に。

麦焼酎ブームの火付け役「二階堂」のローソク。

八重桜が花ひらく桜茶キャンドル。

多くの地方でお盆飾りに使われる「精霊馬」を、
仏壇に飾りやすいミニサイズにして再現。

迎え火･送り火ローソク

T8705-00-00 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-209715
小函寸法：W118×L118×H70mm
本体寸法：φ115×H63mm（皿含む）
ミニマム／入数：6函／6函×6

数量限定

ミニサイズなので、小型仏壇や玄関など場所を
選ばず「迎え火・送り火」を行っていただけます。

ご先祖様をお迎えする盆飾りの野菜のカゴ盛り。 お彼岸・お盆・仏事などにお供えする落雁。 フルーティな香りが広がります。 お彼岸・お盆・仏事などにお供えする白い団子。

懐かしのシュワシュワはじけるクリームソーダ。

日本の古き良きお盆の風習をキャンドルで。
「精霊馬」や「迎え火・送り火」は目に見えないものを敬い尊ぶ、
次世代の子供達にも伝えたい日本の古き良き風習。自分らしい
新しいカタチでご先祖様をおもてなし。

「ワンカップ」は大関株式会社の登録商標です。
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コ
ラ
ボ
線
香

© SAKUMA

©オリオン

©オリオン

カメヤマレトロギフトＡ
コラボ線香（不二家）

I2300-08-01 ¥1,500（税込¥1,650）

カメヤマレトロギフトＢ
コラボ線香（サクマ）

I2300-08-02 ¥1,500（税込¥1,650）

コラボ線香アソートセット3F

I2300-20-93SET ¥12,240（税込¥13,464）

JANコード：4901435-212708
小函寸法：W230×L275×H220mm

ミニマム／入数：1セット／1セット
燃焼時間：約19分
セット内容：ミルキーの香りのミニ寸線香×6函、

いちごみるく ミニ寸線香×6函、
サクマドロップス ミニ寸線香×6函

本体寸法：W209×L191×H160mm

JANコード：4901435-210407
小函寸法：W195×L130×H35mm

ミニマム／入数：5セット／5セット×4
燃焼時間：ローソク 約10分、線香 約19分

ローソク寸 法：φ7.5×H26mm

セット内容：ミルキーの香りのミニ寸線香×１函、
不二家ネクター ミニ寸線香×１函、
亀山五色蝋燭×１袋（約40本入）

JANコード：4901435-210414
小函寸法：W195×L130×H35mm

ミニマム／入数：5セット／5セット×4
燃焼時間：ローソク 約10分、線香 約19分

ローソク寸 法：φ7.5×H26mm

セット内容：サクマドロップス ミニ寸線香×１函、
いちごみるく ミニ寸線香×１函、
亀山五色蝋燭×１袋（約40本入）

3フェイス用什器
コラボ線香を3種類1ボールずつご購入いた
だいた方に、3フェイス用什器をプレゼント。

什器寸法（商品含まず）
Ｗ209×L191×H145mm  ※商品はつきません。

懐かしい駄菓子屋さん風ディスプレイ
ミニコーラ、ココアシガレット、お好きなコラボ
線香を1ボールずつ（計18函）ご購入でご提供
いたします。
什器寸法（商品含まず）
Ｗ205×L172×H247mm 

追加用什器

数量限定!!
コラボ線香
専用什器

使用例

© SAKUMA

ココアシガレット ミニ寸線香

I2300-00-18 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-213880
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

©2013 FUJIYA CO.,LTD.

©2017 FUJIYA CO.,LTD. © imuraya

「ワンカップ」は大関株式会社の登録商標です。

© カクダイ

©セイカ食品

© SAKUMA©FUJIYA CO.,LTD.

煙
ほとんど

ない

煙
ほとんど

ない

煙
ほとんど

ない

煙
ほとんど

ない

煙少香煙少香

数量限定

NEW
4/1

NEW
4/1

煙少香煙少香

あの頃食べた懐かしい味を
香りで再現したコラボレーション線香。
どこか郷愁を誘うパッケージのコラボ線香シリーズは、
細部にこだわり、各社と共同で開発したミニ寸線香。
毎日のご供養のほか、お部屋の芳香・インセンスや幼児
向けの啓蒙など幅広い年齢層にお使いいただけます。

不二家ネクター ミニ寸線香

I2300-00-10 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-208206
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

とろける桃の甘い香り。
クッピーラムネ ミニ寸線香

I2300-00-17 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-212463
小函寸法：W115×L62×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

クッピーラムネの爽やかな香り。
井村屋あずきバー ミニ寸線香

I2300-00-16 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-211510
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

天国の「あずきバー」ファン待望のコラボ線香。

ワンカップ大関 ミニ寸線香

I2300-00-15 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-210483
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約45g

ほのかにふんわり、日本酒の香り。
ボンタンアメ ミニ寸線香

I2300-00-07 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-832920
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

柑橘系の爽やかな香り。
夕張メロンキャラメル ミニ寸線香

I2302-00-60 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-875644
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

キャラメルと同じ夕張メロン果汁パウダーを配合。
北のかおりハッカ油 ミニ寸線香

I2350-00-60 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-872056
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

鼻にスッと抜ける爽やかなハッカの香り。

コーヒー牛乳 ミニ寸線香

I2300-00-14 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-210339
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

銭湯の定番! コーヒー牛乳の香り。
すいかミニ寸線香（パウダー入）

I2300-01-09 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-209760
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

すいかの名産地・尾花沢の「すいかパウダー」を配合。

ミニコーラ ミニ寸線香

I2300-00-19 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-213897
小函寸法：W115×L62×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

はじける炭酸!ミニコーラの香り。

ハッカとココアが混じった絶妙なあの香り。

ミルキーの香りのミニ寸線香

I2300-00-06 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-840406
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

懐かしいミルキーの甘い香り。

サクマドロップス ミニ寸線香

I2300-00-08 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-796994
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：4種類（いちご、りんご、

オレンジ、メロン）×各10g

「サクマドロップス」の4種類の香り。

いちごみるく ミニ寸線香

I2300-00-05 ¥680（税込¥748）

JANコード：4901435-848389
小函寸法：W62×L115×H26mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約50g

 ふわっと甘く香るいちごみるくの香り。
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ろ
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り

パッケージには再生紙を使用しています。 パッケージには再生紙を使用しています。

いろはあかりS

小函寸法：W60×L60×H150mm

ミニマム／入数：2函／18函
本体寸法：φ55×H130mm

連続点灯時間：約150時間
（アルカリ単3形乾電池2本使用の場合）

備 考：単3形乾電池2本使用（別売）

各¥1,500（税込¥1,650）

いろはあかり

小函寸法：W78×L78×H155mm

ミニマム／入数：2函／12函
本体寸法：φ75×H140mm

連続点灯時間：約150時間
（アルカリ単3形乾電池2本使用の場合）

備 考：単3形乾電池2本使用（別売）

各¥2,500（税込¥2,750）

進物 いろはあかりS

小函寸法：W133×L65×H158mm

ミニマム／入数：2セット／8セット
本体寸法：φ55×H130mm

セット内容：いろはあかりS×2本、
いろはあかり リモコン×1個

各¥3,500（税込¥3,850）

蓮  S7687-10-00

ほおずき  S7687-10-10

しだれ桜  S7687-10-20

花籠  S7687-10-30

菊花  S7687-10-40

秋の七草  S7687-10-50

JANコード：4901435-213682

JANコード：4901435-213699

JANコード：4901435-213705

JANコード：4901435-213712

JANコード：4901435-213729

JANコード：4901435-213736

進物 いろはあかり

小函寸法：W172×L85×H162mm

ミニマム／入数：2セット／6セット
本体寸法：φ75×H140mm

セット内容：いろはあかり×2本、
いろはあかり リモコン×1個

各¥5,500（税込¥6,050）

蓮ハナ  S7686-10-10

蓮ツボミ  S7686-10-20

桜  S7686-10-30

雅  S7686-10-40

JANコード：4901435-211787

JANコード：4901435-211770

JANコード：4901435-212579

JANコード：4901435-213156

いろはあかりS 無地

S7687-00-60 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901435-214023
小函寸法：W60×L60×H150mm
本体寸法：φ55×H130mm
ミニマム／入数：2函／18函
連続点灯時間：約150時間（アルカリ単3形

乾電池2本使用の場合）
備 考：単3形乾電池2本使用（別売）

S7686-00-00 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-210629
袋 寸 法：W40×L86×H7mm
本体寸法：W40×L86×H7mm
ミニマム／入数：1個／10個×18
備 考：リチウム電池CR2025使用

（テスト用1個付属）

リモコンだけの
タイマー機能で
消し忘れの
心配なし！

い
ろ
は
あ
か
り

［ 蓮ハナ］ ［しだれ桜 ］

［ 雅 ］ ［ 秋の七 草 ］［ 桜 ］ ［ 菊 花 ］

［ほおずき］

［ 蓮ツボミ］ ［ 花 籠 ］

［ 蓮 ］

座ったまま電源のON／OFFが可能!
さらに「6H」ボタンを押すと「毎日決まった
時刻に点灯し、6時間後に消灯」を繰り返す
タイマー機能付き。

いろはあかり リモコン

①ボディ全体が光るのでほのかな灯りとして間接照明にも最適。
②本物のロウを使い炎のゆらぎもリアルに近づけたこだわりの質感。
③タイマー機能付きのリモコンで、座ったまま電源のON／OFFが可能!（別売）

小さなお仏壇にも置けるコンパクトな
Sサイズ! 省スペースなので、盆提灯
として対でお使いいただけます。

NEW
5/2

モダンな蓮デザイン 楚々とした蓮 色彩豊かなほおずき 優雅に舞うしだれ桜

色とりどりの花々 高貴な菊の花 風流な秋の七草桔梗や牡丹等、雅で華やか一年を通じて人気の桜大柄の蓮がほのかに浮かぶ

化粧箱入り
化粧箱入り

蓮ハナ  S7686-00-10

蓮ツボミ  S7686-00-20

桜  S7686-00-30

雅  S7686-00-40

JANコード：4901435-210636

JANコード：4901435-210643

JANコード：4901435-210667

JANコード：4901435-210650

蓮  S7687-00-00

ほおずき  S7687-00-10

しだれ桜  S7687-00-20

花籠  S7687-00-30

菊花  S7687-00-40

秋の七草  S7687-00-50

JANコード：4901435-213088

JANコード：4901435-213095

JANコード：4901435-213101

JANコード：4901435-213118

JANコード：4901435-213125

JANコード：4901435-213132

いろはあかりS
φ55×H130mm

いろはあかり
φ75×H140mm

炎が揺らぐ様子を
ご覧ください。

炎が揺らぐ様子を
ご覧ください。
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和
遊

和
遊

和遊 白梅の香り

I2012-01-05 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-844688
小函寸法：φ63×H103mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g

和遊 桜の香り

I2012-01-01 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-844725
小函寸法：φ63×H103mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g

和遊 備長炭

I2012-01-06 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-844671
小函寸法：φ63×H103mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g

和遊 ラベンダーの香り

I2012-01-02 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-844718
小函寸法：φ63×H103mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g

和遊 向日葵の香り

I2012-01-07 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-790831
小函寸法：φ63×H103mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g

和遊 しゃぼんの香り

I2012-01-03 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-844701
小函寸法：φ63×H103mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g

和遊 金木犀の香り

I2012-01-08 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-209883
小函寸法：φ63×H103mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g

和遊 緑茶の香り

I2012-01-04 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-844695
小函寸法：φ63×H103mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g

和遊 梔子の香り

I2012-01-09 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-213477
小函寸法：φ63×H103mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g

3. 植物原料配合
消火後のにおいが気にならず、
ススが出にくく、綺麗な空気で
安心してご使用いただけます。

4. 蜜蝋配合
植物原料のパーム油に
希少な蜜蝋を25% 配合
した、天然の生成り色が
美しい高級ローソク。

2. 清流の香
伊勢の鎮守の森を流れ
る五十鈴川をイメージ
したさわやかな香りの
ローソク。

1. 五色の芯
色鮮やかな五色の芯糸が
目にも楽しく、ご供養にも
彩りを添えるローソク。

煙
ほとんど

ない

煙少香 煙少香

煙少香

煙少香

煙少香

煙少香煙少香

和遊 10分蝋燭

小函寸法：φ63×H103mm

ミニマム／入数：6函／6函×8
ローソク寸 法：φ7.5×H26mm

燃焼時間：約10分
内 容 量：約98g（約116本入）

1.（五色の芯）

2.（清流の香）

3.（植物原料配合）

4.（蜜蝋配合）

F0010-96-00

F0010-96-10

F0010-96-20

F0010-96-30

¥700（税込¥770）

¥800（税込¥880）

¥700（税込¥770）

¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-839134

JANコード：4901435-833972

JANコード：4901435-209074

JANコード：4901435-209081

和遊 白梅の香り 平箱

I2012-02-05 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901435-806693
小函寸法：W95×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／40函
燃焼時間：約25分
内 容 量：約130g

和遊 桜の香り 平箱

I2012-02-01 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901435-806730
小函寸法：W95×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／40函
燃焼時間：約25分
内 容 量：約130g

和遊 金木犀の香り 平箱

I2012-02-08 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901435-211602
小函寸法：W95×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／40函
燃焼時間：約25分
内 容 量：約130g

和遊 ラベンダーの香り 平箱

I2012-02-02 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901435-806723
小函寸法：W95×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／40函
燃焼時間：約25分
内 容 量：約130g

和遊 しゃぼんの香り 平箱

I2012-02-03 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901435-806716
小函寸法：W95×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／40函
燃焼時間：約25分
内 容 量：約130g

NEW

和遊 梔子の香り 平箱

I2012-02-09 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901435-213460
小函寸法：W95×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／40函
燃焼時間：約25分
内 容 量：約130g

NEW

煙少香

白檀、丁子、桂皮等の生薬をふんだんに配合し、
フローラルのエッセンスを加えた桜の香り。

フランス産ラベンダーパウダーとメントールを
配合した、清涼感のある香り。

清潔感のある、
どこか懐かしいしゃぼんの香り。

緑茶末を配合し、いれ立ての日本茶の持つ
清 し々く香ばしい香りを再現。

古くから香水にも使われる洋名ガーデニア。
深みのある甘さの中に清涼感のある香り。

春の訪れを感じさせる、
ほんのりと甘酸っぱさを感じる白梅の香り。

無香料で、煙がほとんどない備長炭香。
空気清浄・消臭でお部屋の空気を快適に。

太陽に向かって咲く向日葵のように、
明るく華やかさが広がるフローラルの香り。

秋の澄んだ空気にふわりと香るどこか懐かしい
郷愁を誘う金木犀の香り。

パッケージには再生紙を使用しています。
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和
遊

平箱専用
ディスプレイ

什器

筒箱専用
ディスプレイ

什器

平箱専用
ギフト箱

筒箱専用
ギフト箱

小函寸法：W80×L80×H215mm

ミニマム／入数：6函／6函×6
セット寸法：φ63×H230mm

香りの持続時間：約4～6週間
内 容 量：約50ml

和遊 ディフューザー

1.桜の香り

2.しゃぼんの香り

3.白梅の香り

PE340-05-10

PE340-05-30

PE340-05-50

¥1,800（税込¥1,980）

¥1,800（税込¥1,980）

¥1,800（税込¥1,980）

JANコード：4901435-610351 

JANコード：4901435-610375

JANコード：4901435-617527

和遊シリーズのディフューザー。
和モダンなデザインは和室にも洋室にも。

2 31

本体寸法：φ50×H30mm

燃焼時間：約6時間
ミニマム／入数：6個／6個×24

和遊 缶キャンドル

1.ラベンダーの香り 2.しゃぼんの香り
BA222-05-20 BA222-05-30

¥650（税込¥715） ¥650（税込¥715）
JANコード：4901435-610597 JANコード：4901435-610603

持ち運び便利な缶入りキャンドル。

1

2

 W212×L179×H38mm

2函用  W172×L140×H67mm

3函用  W247×L140×H67mm

線香×線香、線香×蝋燭、蝋燭×蝋燭…
組み合わせは自由自在。2函用と3函用
がございます。

お好みの6種類※を1ボールずつ（計36函）ご購入で、
ディスプレイ什器を2台ご提供いたします。
※対象商品…和遊 筒箱、和遊 10分蝋燭、吟撰 仙年香 
筒箱、和華の雅 10分極寸、桜華の雅 10分極寸
什器寸法（1台）
W240×L313×H90mm（テスター含まず）

（3種類テスター付）

お好みの6種類※を1ボールずつ（計30函）ご購入で、ディスプレイ什器をご提供いたします。
※対象商品…和遊 平箱、吟撰 仙年香 平箱
什器寸法（1台） W326×L280×H90mm（テスター含まず）（6種類テスター付）

※什器は予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。

ご
進
物

のし付のし付

進物 和遊 お線香と蝋燭セット

I1343-00-00 ¥2,500（税込¥2,750）

JANコード：4901435-209463
小函寸法：W172×L335×H33mm

ミニマム／入数：5セット／20セット
ローソク寸 法：φ7.5×H26mm

燃焼時間：ローソク 約10分、線香 約25分
セット内容：和遊線香（ラベンダー・白梅・桜）

×各1函、亀山五色蝋燭×3函

10分蝋燭と3種類の香りのお線香のアソート。
ギフト箱は美しい貼り箱。使用後は小物入れとしても
お使いいただけます。

進物 和遊 お線香セット

I1342-00-00 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-209456
小函寸法：W172×L335×H33mm
ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：約25分
セット内容：和遊線香（向日葵・しゃぼん・桜・

緑茶・白梅・ラベンダー）×各1函

人気の和遊の香り6種類のアソート。
ギフト箱は美しい貼り箱。使用後は小物入れとしても
お使いいただけます。

のし付

進物 和遊 和菓子キャンドルセット

I1348-00-00 ¥3,500（税込¥3,850）

JANコード：4901435-213859
小函寸法：W172×L335×H45mm
ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：線香 約25分
セット内容：和菓子キャンドル（桜餡巻き・紫陽花・手毬・

栗かのこ・椿）×各1個、和遊線香（紫陽花・桜・
金木犀）×各1函　

人気の和菓子キャンドルをセットした季節を感じる上品な佇まい。
“紫陽花の香り”は新しい香り。ギフト箱は美しい貼り箱。使用後は
小物入れとしてもお使いいただけます。

のし付

和遊 彩いろは

I2012-09-10 ¥4,000（税込¥4,400）

JANコード：4901435-213798
小函寸法：W300×L193×H25mm
ミニマム／入数：2セット／20セット
燃焼時間：約25分
セット内容：和遊線香（桜・白梅・ラベンダー・しゃぼん・緑茶・

向日葵・金木犀・梔子・白檀・沈香）×各１函

この進物だけの新たな香り“白檀”と“沈香”を含めた10種の香りが
楽しめる香りのギフト。

NEW
4/1

NEW

貼り箱

貼り箱

貼り箱
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蓮水香 白檀の香り／蝋燭セット 桐

I1344-00-03 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-210612
小函寸法：W168×L330×H38mm
ローソク寸 法：蓮花ローソク φ19×H130mm、

亀山五色蝋燭 φ7.5×H26mm
ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：蓮花ローソク 約4時間、

亀山五色蝋燭 約10分、線香 約25分
セット内容：蓮花ローソク×4本、亀山五色蝋燭×１函、

蓮水香（白壇）×3函

蓮水香 白檀の香り／蓮ローソク（ピンク）

I1344-00-01 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-210520
小函寸法：W179×L330×H43mm

燭台寸法：φ89×H30mm
ローソク寸 法：φ58×H28mm

ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：ローソク 約2時間、線香 約25分
セット内容：蓮水香（白壇）×3函、蓮ローソク（ピンク）×

3個、ガラス製燭台×1個

蓮水香 白檀の香り／蓮ローソク（紫）

I1344-00-02 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-210537
小函寸法：W179×L330×H43mm

燭台寸法：φ89×H30mm
ローソク寸 法：φ58×H28mm

ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：ローソク 約2時間、線香 約25分
セット内容：蓮水香（白壇）×3函、蓮ローソク（紫）×3個、

ガラス製燭台×1個

進物 清蓮灯（紫）

T2597-00-10 ¥2,000（税込¥2,200）

JANコード：4901435-213149
小函寸法：W195×L236×H59mm

皿 寸 法：φ107×Ｈ20ｍｍ
ローソク寸 法：蓮（大）φ86×Ｈ40ｍｍ、蓮（小）φ58×Ｈ28ｍｍ

ミニマム／入数：2セット／12セット
燃焼時間：蓮（大）約7時間、蓮（小）約2時間
セット内容：蓮（大）紫×１個、蓮（小）紫×3個、蓮の葉型の

陶製皿×1枚

進物 清蓮灯

T2597-00-00 ¥2,000（税込¥2,200）

JANコード：4901435-209487
小函寸法：W195×L236×H59mm

皿 寸 法：φ107×H20ｍｍ
ローソク寸 法：蓮（大）φ86×Ｈ40ｍｍ、蓮（小）φ58×Ｈ28ｍｍ

ミニマム／入数：2セット／12セット
燃焼時間：蓮（大）約7時間、蓮（小）約2時間
セット内容：蓮（大）ピンク×1個、蓮（小）ピンク×3個、蓮

の葉型の陶製皿×1枚

進物用 沈香桐箱入 静寂

I1034-09-00 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-964317
小函寸法：W168×L330×H38mm
ミニマム／入数：10セット／20セット
燃焼時間：約25分
セット内容：沈香×6函

和菓子づくしギフトセット

T9626-00-00 ¥3,800（税込¥4,180）

JANコード：4901435-209470
小函寸法：W235×L228×H52mm

皿 寸 法：φ88×H19ｍm
ローソク寸 法：W44.5×L57.5×H31mm（最大）

ミニマム／入数：2セット／8セット
セット内容：季節の和菓子12種類（松、雪うさぎ、桜餡巻き、

黄身しぐれ、新緑の棹もの、紫陽花、西瓜、手毬、
栗かのこ、柿、菊、椿）×各1個、陶製皿×1枚

のし付

のし付 のし付

花づくしギフトセット（植物性）

T9620-07-00 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-791258
小函寸法：W220×L220×H50mm

燭台寸法：φ87×H38mm
ローソク寸 法：φ48×H25mm（最大）

ミニマム／入数：4セット／8セット
燃焼時間：約2時間
セット内容：花づくし12ヶ月分×各1個、ガラス製燭台×1個

のし付 のし付

寿司づくしキャンドルギフトセット

T9627-00-00 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-211640
小函寸法：W225×L225×H53mm

皿 寸 法：φ92×H22mm
ローソク寸 法：W31×L85×H32mm(最大）

ミニマム／入数：2セット／8セット
セット内容：寿司8種類、ガリ、醤油挿し

×各1個、陶製皿×1枚

本体寸法：φ220×H50mm

のし付

のし付 のし付

香り付

それぞれの
花の香り付

煙少香煙少香 煙少香 煙少香

蓮花ローソク

5色の芯糸の
亀山五色蝋燭

ガラス製
燭台付き

ガラス製
燭台付き

©DISNEY

和華の雅

I1345-00-00 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-212333
小函寸法：W200×L240×H50mm

燭台寸法：φ74.5×H16mm
ローソク寸 法：φ45×H20mm

ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：ローソク 約3時間、線香 約19分
セット内容：線香×3函、菊ローソク×4個、ガラス製燭台×1個

のし付

桜華の雅

I1346-00-00 ¥4,000（税込¥4,400）

JANコード：4901435-212340
小函寸法：W188×L348×H45mm
ローソク寸 法：φ17×H83mm
ミニマム／入数：2セット／20セット
燃焼時間：ローソク 約1時間40分、

線香 約25分
セット内容：線香×3函、ローソク×6本

のし付

ディズニー/ルームインセンスギフト（香立て付）

I2015-03-00 ¥4,000（税込¥4,400）

JANコード：4901435-212654
小函寸法：W274×L144×H70mm

ミニマム／入数：2セット／8セット
燃焼時間：約19分
セット内容：ミッキー 白檀の香り×1函、ミニー すみれの香り×1函、ディズニー/

インセンスホルダー×1個、香皿×1枚、メッセージカード×1枚

香立寸法：W24×L21×H4mm
香皿寸法：φ87×H17mm

ミッキー アイコン型の香立て、金縁の香皿付き

煙少香

煙少香

寿司桶に入った本格的なお寿司のセット。
醤油差し、ガリなど細かいディテールにもこだわっています。

植物性原料配合で、環境に優しくススもほとんど出ません。
水に浮かべて火を灯すフローティングキャンドルです。

蓮のローソクは職人手作りのフローティングキャンドル。
煙の少ないフローラル白檀のお線香とのセット。

お盆や命日の特別な日にお供えいただける、
高級感のある華やかな蓮のご進物。蓮の葉型のお皿付き。

蓮のローソクは職人手作りのフローティングキャンドル。
煙の少ないフローラル白檀のお線香とのセット。

一年を通じて特別な日にお供えいただける、
高級感のある華やかな蓮のご進物。蓮の葉型のお皿付き。

白檀の香りのお線香と、普段使いの10分ローソク、蓮花ローソク
の入った、贈って喜ばれる実用的なご進物。

日本人に古くから愛されてきた桐の小箱に入った、
最高峰の天然香木「沈香」のお線香。

お香としても、お供えとしてもお使いいただける、
贈る人を選ばないミニ寸線香とローソクの進物。

お仏壇まわりを華やかにする、絵ローソクとお線香の進物。
高級感のあるかぶせ式の桐箱。移ろいゆく日本の美しい四季を丁寧に表現した、手作りの和菓子

蝋燭。月命日ごとに火を灯し、お供えいただけます。

貼り箱 貼り箱
貼り箱 貼り箱

貼り箱
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蓮花セット

T9700-00-10N ¥8,000（税込¥8,800）

JANコード：4901435-970011
小函寸法：W325×L310×H85mm
ローソク寸 法：φ68×H280mm
ミニマム／入数：2セット／4セット
燃焼時間：約127時間
セット内容：106号蓮花×2本、陶製燭台×2台

160番蓮花セット

T2408-00-21N ¥6,000（税込¥6,600）

JANコード：4901435-240824
小函寸法：W250×L355×H65mm
ローソク寸 法：φ55×H325mm
ミニマム／入数：5セット／10セット
燃焼時間：約65時間
セット内容：160番蓮花×2本、陶製燭台×2台

104号蓮花セット 20.5cm

T2049-00-21N ¥5,000（税込¥5,500）

JANコード：4901435-204901
小函寸法：W205×L245×H95mm
ローソク寸 法：φ65×H145mm
ミニマム／入数：2セット／8セット
燃焼時間：約50時間
セット内容：104号蓮花×2本、陶製燭台×2台

蓮玉ローソクセット 琴 33.5cm

T2593-00-10P ¥10,000（税込¥11,000）

JANコード：4901435-259307
小函寸法：W300×L430×H115mm
本体寸法：蓮玉ローソク φ125×H90mm
ミニマム／入数：2セット／4セット
燃焼時間：約34時間
セット内容：蓮玉ローソク×2個、陶製燭台×2台

蓮玉ローソクセット 雅（陶製燭台付）

T2591-00-10NP ¥8,000（税込¥8,800）

JANコード：4901435-259116
小函寸法：W315×L270×H120mm

ローソク寸 法：大30号蓮花 φ27×H255mm
本体寸法：蓮玉ローソク φ125×H90mm

ミニマム／入数：2セット／6セット
燃焼時間：蓮玉 約34時間、蓮花 約11時間30分
セット内容：蓮玉ローソク×2個、大30号蓮花×2本、

陶製燭台×2台

進物用 和光灯 蓮花

T7453-25-04 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-210247
小函寸法：W268×L189×H90mm
本体寸法：φ80×H155mm
ミニマム／入数：12セット／12セット
燃焼時間：約5時間
セット内容：和光灯 蓮花×2台、クリアカップティーライト

（4個入）×1函、紙製火消しうちわ×１枚

浄雅（蓮紫）

T9617-00-00 ¥5,000（税込¥5,500）

JANコード：4901435-210674
小函寸法：W265×L185×H130mm
ミニマム／入数：2セット／6セット
セット内容：上段／葵乃舞束×4束、蓮ローソク（紫）×3個、

ガラス製燭台×1個
下段／菜100、菜15、亀山五色蝋燭

華蓮 2個入りギフト

T2145-00-25V ¥3,300（税込¥3,630）

JANコード：4901435-214535
小函寸法：W218×L270×H90mm

ローソク寸 法：φ95×H72mm
本体寸法：φ95×H192mm

ミニマム／入数：3セット／12セット
燃焼時間：約20時間
セット内容：台付華蓮（ムラサキ）×2個

のし付

のし付

のし付

のし付

のし付

のし付進物用 葵乃舞備長炭 束 桐箱入

I1313-09-06 ¥2,000（税込¥2,200）

JANコード：4901435-902241
小函寸法：W135×L328×H37mm
ミニマム／入数：10セット／20セット
燃焼時間：約25分
セット内容：葵乃舞備長炭×6束

進物用 葵乃舞 2種

I1314-00-26 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-919553
小函寸法：W140×L280×H43mm
ローソク寸 法：φ9.3×H102mm
ミニマム／入数：10セット／30セット
燃焼時間：ローソク 約1時間、線香 約30分
セット内容：大ローソク1号5（18本入）×1函、

葵乃舞×2函

進物用 葵乃舞煙少香 2種

I1315-00-26 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-919546
小函寸法：W140×L280×H43mm
ローソク寸 法：φ9.3×H102mm
ミニマム／入数：10セット／30セット
燃焼時間：ローソク 約1時間、線香 約25分
セット内容：大ローソク1号5（18本入）×1函、

葵乃舞煙少香×2函

吟撰 仙年香 8箱入 桐箱

I1347-09-00 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-213231
小函寸法：W170×L330×H40mm
ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：約30分
セット内容：吟撰 仙年香×8函

水引付

吟撰 仙年香 絵ろうそくセット 桐箱

I1347-09-01 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-213248
小函寸法：W170×L330×H40mm
ローソク寸 法：φ15.8×H85mm
ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：ローソク 約1時間30分、線香 約30分
セット内容：蜜蝋配合絵ローソク×6本、吟撰 仙年香×4函

水引付

※燭台は付属しておりません。

吟撰 仙年香 蜜ろうそくセット 桐箱

I1347-09-02 ¥2,500（税込¥2,750）

JANコード：4901435-213255
小函寸法：W170×L330×H40mm
ローソク寸 法：大ローソク φ9×H65mm、

小ローソク φ7.5×H42mm
ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：大ローソク 約35分、小ローソク 約15分、

線香 約30分
セット内容：蜜蝋入りローソク小×24本、大×16本、

吟撰 仙年香×4函

のし付

のし付 のし付 のし付

煙少香

煙少香

煙少香
煙

ほとんど
ない

煙少香

誕生百十余年『仙年香』の歴史を伝承した
モダン調香のお線香。

仙年香のさわやかで気品のある香りはそのままに、最高級の沈香
をきかせ9種もの漢方・生薬をふんだんに加えた香り。

お線香の元祖「仙年香」を進物用に特別調合したお線香と、
希少な蜜蝋をふんだんに配合した蜜蝋入りローソクのセット。

お線香の元祖「仙年香」を進物用に特別調合したお線香と、
希少な天然蜜蝋を配合した絵蝋燭のセット。
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カメヤマ菜蜜灯和ローソク90

TM090-10-50 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-212029
小函寸法：W96×L168×H33mm

ミニマム／入数：6函／36函
ローソク寸 法：φ12×H135mm

燃焼時間：約1時間30分
内 容 量：6本入

カメヤマ菜蜜灯ローソク15

TM015-10-50 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-212005
小函寸法：W88×L86×H66mm

ミニマム／入数：6函／36函
ローソク寸 法：φ7.5×H42mm

燃焼時間：約15分
内 容 量：約80本入

カメヤマ菜蜜灯和ローソク35

TM035-10-50 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-212012
小函寸法：W168×L96×H33mm

ミニマム／入数：6函／36函
ローソク寸 法：φ9×H65mm

燃焼時間：約35分
内 容 量：32本入

菜 12時間ボーティブ6個入

TS444 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-849331
小函寸法：W113×L155×H53mm
本体寸法：φ50×H44mm
ミニマム／入数：6函／36函
燃焼時間：約12時間
内 容 量：6個入

菜 24時間ボーティブ6個入

TS457 ¥1,400（税込¥1,540）

JANコード：4901435-849324
小函寸法：W117×L162×H75mm
本体寸法：φ54×H71mm
ミニマム／入数：6函／24函
燃焼時間：約24時間
内 容 量：6個入

カメヤマローソク菜20 八華

FS020-00-50N ¥550（税込¥605）

JANコード：4901435-963457
小函寸法：W53×L202×H43mm

ミニマム／入数：60函／5函×12
ローソク寸 法：φ9×H45mm

燃焼時間：約20分
内 容 量：約225g（約104本入）

カメヤマローソク菜40 八華

FS040-00-50N ¥550（税込¥605）

JANコード：4901435-963440
小函寸法：W92×L137×H35mm

ミニマム／入数：60函／5函×12
ローソク寸 法：φ9×H83mm

燃焼時間：約40分
内 容 量：約225g（54本入）

カメヤマローソク菜60 八華

FS060-88-50N ¥550（税込¥605）

JANコード：4901435-927763
小函寸法：W97×L120×H35mm

ミニマム／入数：60函／5函×12
ローソク寸 法：φ9×H110mm

燃焼時間：約1時間
内 容 量：約225g（40本入）

カメヤマローソク菜100 八華

FS100-00-50N ¥550（税込¥605）

JANコード：4901435-963433
小函寸法：W96×L158×H35mm

ミニマム／入数：60函／5函×12
ローソク寸 法：φ11×H145mm

燃焼時間：約1時間40分
内 容 量：約266g（24本入）

菜蜜灯 植物原料パーム油に高級素材の蜜蝋を25％配合。天然度１００％の蜜蝋ローソク。

さい　みつ　とう

カメヤマローソク菜10

FS010-00-25N ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-901756
小函寸法：φ97×H96mm

ミニマム／入数：4函／4函×8
ローソク寸 法：φ7.5×H26mm

燃焼時間：約10分
内 容 量：約250g（約300本入）

カメヤマローソク菜15

FS015-00-50N ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-945088
小函寸法：W48×L160×H43mm

ミニマム／入数：60函／5函×12
ローソク寸 法：φ7.5×H42mm

燃焼時間：約15分
内 容 量：約175g（約120本入）

カメヤマローソク菜30

FS030-00-50N ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-945101
小函寸法：W85×L165×H23mm

ミニマム／入数：60函／5函×12
ローソク寸 法：φ7.5×H75mm

燃焼時間：約30分
内 容 量：約170g（60本入）

カメヤマローソク菜60

FS060-00-50N ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-945118
小函寸法：W100×L125×H35mm

ミニマム／入数：60函／5函×12
ローソク寸 法：φ11×H90mm

燃焼時間：約1時間
内 容 量：約215g（30本入）

カメヤマローソク菜100

FS100-00-60N ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-921785
小函寸法：W75×L155×H34mm

ミニマム／入数：60函／5函×12
ローソク寸 法：φ11×H142mm

燃焼時間：約1時間40分
内 容 量：18本入

カメヤマローソク菜300

FS300-00-50N ¥470（税込¥517）

JANコード：4901435-981123
小函寸法：W57×L214×H36mm

ミニマム／入数：60函／5函×12
ローソク寸 法：φ17×H205mm

燃焼時間：約5時間
内 容 量：6本入

カメヤマローソク菜720

FS720-00-50N ¥470（税込¥517）

JANコード：4901435-981116
小函寸法：W59×L264×H28mm

ミニマム／入数：60函／5函×12
ローソク寸 法：φ27×H255mm

燃焼時間：約12時間
内 容 量：2本入

カメヤマローソク菜1320

FS132-00-50N ¥940（税込¥1,034）

JANコード：4901435-981109
小函寸法：W72×L328×H35mm

ミニマム／入数：30函／5函×6
ローソク寸 法：φ34×H315mm

燃焼時間：約22時間
内 容 量：2本入

菜 ススが出にくい、植物性原料の自然環境にやさしいエコローソク。

さい

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています

厚底・アルミシール 採用商品 厚底・アルミシール 採用商品

蜜蝋入りの10分ローソクはP.14の『和遊 10分蝋燭』へ。

【脱炭素原料】繰り返し栽培・収穫可能な植物原料
由来の地球にやさしいローソクです。

【CO2の排出量が少ない】大気中の二酸化炭素を
吸収して成り立つ植物から製造されるため、大気中
の二酸化炭素量を増やさないと言われています。

【ススが出にくい】ススが出にくく、空気もお仏壇も
クリーンなローソクです。夏場の暑さにも強いため、
曲がりが少ないのも特長です。

パーム油（アブラヤシ
の果実）から抽出した
植物原料を配合。
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和光灯 蓮花 台なし

T7453-30-01 ¥800（税込¥880）

JANコード：4901435-921945
小函寸法：W96×L94×H90mm
本体寸法：φ80×H72mm
ミニマム／入数：6函／6函×6
備 考：ローソクは付属しておりません。

和光灯 蓮花

T7453-15-01 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901435-938530
小函寸法：W85×L85×H165mm
本体寸法：φ80×H155mm
ミニマム／入数：12函／24函
燃焼時間：約5時間
備 考：クリアカップティーライト1個付

和光灯 大 蓮／ムラサキ

T7458-30-01 ¥1,600（税込¥1,760）

JANコード：4901435-848556
小函寸法：W118×L118×H115mm
本体寸法：φ105×H94mm
ミニマム／入数：6函／6函×4
燃焼時間：約5時間
内 容 量：クリアカップティーライト4個付

あかりひとえ ポリカーボネイト
1.唐草台付

2.刺し子台付

3.青海波台付

4.般若心経台付

5.無地台付

HZ463-10P

HZ463-30P

HZ463-40P

HZ463-50P

HZ463-60P

¥1,000（税込¥1,100）

¥1,000（税込¥1,100）

¥1,000（税込¥1,100）

¥1,000（税込¥1,100）

¥900（税込¥990）

JANコード：4901435-921129

JANコード：4901435-916309

JANコード：4901435-921112

JANコード：4901435-921105

JANコード：4901435-912486

小函寸法：W97×L97×H132mm
本体寸法：φ93×H115mm
ミニマム／入数：6函／24函
燃焼時間：約24時間
備 考：24時間ボーティブ1個付24時間ボーティブ台付

1.鳳凰

2.青海波

3.蓮花

4.無地

HZ460-02

HZ460-03

HZ460-05

HZ460-04

¥500（税込¥550）

¥500（税込¥550）

¥500（税込¥550）

¥400（税込¥440）

JANコード：4901435-930633

JANコード：4901435-929781

JANコード：4901435-912745

JANコード：4901435-912073

小函寸法：W70×L70×H91mm
本体寸法：φ66×H80mm
ミニマム／入数：12函／12函×3
燃焼時間：約24時間

24時間ボーティブ台なし
1.蓮花

2.鳳凰

3.青海波

HZ461-01

HZ461-02

HZ461-03

¥300（税込¥330）

¥300（税込¥330）

¥300（税込¥330）

JANコード：4901435-912066

JANコード：4901435-930640

JANコード：4901435-929774

小函寸法：W55×L55×H74mm
本体寸法：φ54×H71ｍｍ
ミニマム／入数：12函／12函×3
燃焼時間：約24時間

1

1
1

2

2

2

3

3 3

4

4

5 24時間ボーディブの外側に
ポリカーボネートのカバーを
かぶせます。

非常用コップローソク（マッチ付）

T7302-00-99 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-997575
小函寸法：W70×L72×H95mm
本体寸法：φ68×H80mm
ミニマム／入数：12函／12函×4
燃焼時間：約24時間
備 考：マッチ1函付

非常用クリアカップローソク（マッチ付）

T7303-00-00 ¥300（税込¥330）

JANコード：4901435-212289
小函寸法：W55×L58×H58mm
本体寸法：φ50×H47mm
ミニマム／入数：12函／12函×6
燃焼時間：約12時間
備 考：マッチ1函付

ナイトライトキャンドル12

T7321-00-00 ¥200（税込¥220）

JANコード：4901435-941523
本体寸法：φ50×H47mm
ミニマム／入数：6個／6個×32
燃焼時間：約12時間

12時間ボーティブ台付
アセテート函入

T7792-00-00 ¥350（税込¥385）

JANコード：4901435-919607
小函寸法：W67×L67×H61mm
本体寸法：φ67×H60mm
ミニマム／入数：12函／12函×6
燃焼時間：約12時間

いざというとき、頼れる安心ローソク。
懐中電灯のように電池切れで使えないという心配がなく、これさえあれば「いざ」というときに安心のコップ入りローソク。

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています

ミニ蓮玉 2個入り 台紙付き

T2592-00-94 ¥660（税込¥726）

JANコード：4901435-259222
小函寸法：W115×L62×H50mm
本体寸法：φ60×H50mm（1個）
ミニマム／入数：72パック／6パック×12
燃焼時間：約3時間30分

台付華蓮（白）

T2145-00-15W ¥1,650（税込¥1,815）

JANコード：4901435-214528
小函寸法：W100×L100×H195mm
本体寸法：φ95×H192mm

ミニマム／入数：6函／24函
ローソク寸 法：φ95×H72mm

燃焼時間：約20時間

浮きあかり

HZ440W ¥400（税込¥440）

JANコード：4901435-968803

ミニマム／入数：12個／12個
ローソク寸 法：φ80×H45mm

燃焼時間：約12時間

フローティング蓮あかり アイボリー

HZ439GD10 ¥380（税込¥418）

JANコード：4901435-968810

ミニマム／入数：6個／6個×8
ローソク寸 法：φ105×H45mm

燃焼時間：約6時間

フローティング蓮あかり ピンク

HZ439GD03 ¥380（税込¥418）

JANコード：4901435-968834

ミニマム／入数：6個／6個×8
ローソク寸 法：φ105×H45mm

燃焼時間：約6時間

台なしブロンマ
白

ピンク

T2135-00-30W

T2135-00-30P

¥750（税込¥825）

¥750（税込¥825）
JANコード：4901435-995670

JANコード：4901435-995687

本体寸法：W76×L77×H71mm

燃焼時間：約16時間
ミニマム／入数：48函／48函
ローソク寸 法：φ75×H70mm

台付ブロンマ 1個入
白

ピンク

T2135-00-15W

T2135-00-15P

¥1,000（税込¥1,100）

¥1,000（税込¥1,100）
JANコード：4901435-995694

JANコード：4901435-995700

小函寸法：W85×L85×H115mm
本体寸法：φ83×H105mm

燃焼時間：約16時間
ミニマム／入数：36函／36函
ローソク寸 法：φ75×H70mm

蓮玉ローソク
白

ピンク

T412W

T412P

¥2,000（税込¥2,200）

¥2,000（税込¥2,200）
JANコード：4901435-968100

JANコード：4901435-973791

小函寸法：W150×L150×H105mm
本体寸法：φ125×H90mm

燃焼時間：約34時間
ミニマム／入数：24函／24函

華蓮
白

ムラサキ

T2145-00-30W

T2145-00-30V

¥1,100（税込¥1,210）

¥1,100（税込¥1,210）
JANコード：4901435-214566

JANコード：4901435-214559

小函寸法：W95×L95×H80mm
ローソク寸 法：φ95×H72mm

燃焼時間：約20時間
ミニマム／入数：6函／36函

台付ブロンマ 2個入
白

ピンク

T2135-00-25W

T2135-00-25P

¥2,000（税込¥2,200）

¥2,000（税込¥2,200）
JANコード：4901435-995656

JANコード：4901435-995663

小函寸法：W173×L100×H115mm
本体寸法：φ83×H105mm

燃焼時間：約16時間
ミニマム／入数：20函／20函
ローソク寸 法：φ75×H70mm

クリア華蓮 24 クリア

T2148-00-30C ¥800（税込¥880）

JANコード：4901435-899794
小函寸法：W100×L100×H88mm
本体寸法：φ100×H84mm
ミニマム／入数：12函／48函
燃焼時間：約24時間
備 考：24時間ボーティブ1個付

クリア華蓮 24 ピンク

T2148-00-30P ¥800（税込¥880）

備 考：24時間ボーティブ1個付

JANコード：4901435-899787
小函寸法：W100×L100×H88mm
本体寸法：φ100×H84mm
ミニマム／入数：12函／48函
燃焼時間：約24時間

底には熱を通しにくい安心のアルミシールを貼付

底には熱を通しにくい安心のアルミシールを貼付

底には熱を通しにくい安心のアルミシールを貼付 底には熱を通しにくい安心のアルミシールを貼付

24時間ボーティブが
セットされています。

24時間ボーティブが
セットされています。

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています
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カップの中でロウが液化し、無駄なく燃焼するので経済的!

ローだれの心配がないので、掃除の手間もなくクリーン!

ポリカーボネート製で耐熱性に優れているので安心・安全!

カートリッジ式は使用後何度も交換出来るので経済的!

和ロー型（E）白 18.4cm 2本入

T2414-99-02WN ¥830（税込¥913）

JANコード：4901435-241425
小函寸法：W100×L187×H50mm

ミニマム／入数：50函／50函
ローソク寸 法：φ48×H183mm

燃焼時間：約11時間
内 容 量：2本入

和ロー型（C）白 22cm 2本入

T2412-00-02W ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-241210
小函寸法：W105×L225×H58mm

ミニマム／入数：24函／24函
ローソク寸 法：φ52×H223mm

燃焼時間：約26時間
内 容 量：2本入

和ロー型（B）白 25cm

T2411-00-00WN ¥1,100（税込¥1,210）

JANコード：4901435-241111
小函寸法：W75×L250×H75mm

ミニマム／入数：24函／24函
ローソク寸 法：φ66×H250mm

燃焼時間：約47時間
内 容 量：1本入

和ロー型（E）朱 18.4cm 2本入

T2414-99-02RN ¥940（税込¥1,034）

JANコード：4901435-241418
小函寸法：W100×L187×H50mm

ミニマム／入数：10函／50函
ローソク寸 法：φ48×H183mm

燃焼時間：約11時間
内 容 量：2本入

和ロー型（C）朱 22cm 2本入

T2412-00-02R ¥1,430（税込¥1,573）

JANコード：4901435-241203
小函寸法：W105×L225×H58mm

ミニマム／入数：6函／24函
ローソク寸 法：φ52×H223mm

燃焼時間：約26時間
内 容 量：2本入

和ロー型（B）朱 25cm

T2411-00-00RN ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-241104
小函寸法：W75×L250×H75mm

ミニマム／入数：6函／24函
ローソク寸 法：φ66×H250mm

燃焼時間：約47時間
内 容 量：1本入

和ロー型（E）黒線入り 18.4cm 2本入

T2414-00-02N ¥880（税込¥968）

JANコード：4901435-968131
小函寸法：W100×L187×H50mm

ミニマム／入数：50函／50函
ローソク寸 法：φ48×H183mm

燃焼時間：約11時間
内 容 量：2本入

和ロー型（E）銀 18.4cm 2本入

T2414-01-02SI ¥1,430（税込¥1,573）

JANコード：4901435-241432
小函寸法：W100×L187×H50mm

ミニマム／入数：10函／50函
ローソク寸 法：φ48×H183mm

燃焼時間：約11時間
内 容 量：2本入

和ロー型（C）銀 22cm 2本入

T2412-01-02SIN ¥1,750（税込¥1,925）

JANコード：4901435-241227
小函寸法：W105×L225×H58mm

ミニマム／入数：6函／24函
ローソク寸 法：φ52×H223mm

燃焼時間：約26時間
内 容 量：2本入

和ろうそく 1号

TW001-00-00N ¥770（税込¥847）

JANコード：4901435-001005
小函寸法：W100×L103×H30mm

ミニマム／入数：12函／48函
ローソク寸 法：φ16×H98mm

燃焼時間：約1時間20分
内 容 量：12本入

和ろうそく 2号

TW002-00-00 ¥770（税込¥847）

JANコード：4901435-002002
小函寸法：W170×L130×H28mm

ミニマム／入数：12函／24函
ローソク寸 法：φ25×H125mm

燃焼時間：約2時間30分
内 容 量：6本入

和ろうそく 4号

TW004-00-00N ¥1,100（税込¥1,210）

JANコード：4901435-998350
小函寸法：W200×L170×H33mm

ミニマム／入数：12函／24函
ローソク寸 法：φ30×H160mm

燃焼時間：約5時間30分
内 容 量：6本入

和ろうそく 12号

TW012-00-00 ¥1,050（税込¥1,155）

JANコード：4901435-998343
小函寸法：W120×L210×H58mm

ミニマム／入数：12函／24函
ローソク寸 法：φ50×H190mm

燃焼時間：約19時間
内 容 量：2本入

和ろうそく 24号

TW024-00-00 ¥1,650（税込¥1,815）

JANコード：4901435-998336
小函寸法：W140×L255×H68mm

ミニマム／入数：6函／12函
ローソク寸 法：φ60×H230mm

燃焼時間：約30時間
内 容 量：2本入

和ろうそく 1号5 白 箱入

TW115-00-00W ¥400（税込¥440）

JANコード：4901435-975900
小函寸法：W55×L110×H24mm

ミニマム／入数：10函／80函
ローソク寸 法：φ11×H90mm

燃焼時間：約30分
内 容 量：10本入

和ろうそく 1号5 朱 箱入

TW115-00-00R ¥400（税込¥440）

JANコード：4901435-975917
小函寸法：W55×L110×H24mm

ミニマム／入数：10函／80函
ローソク寸 法：φ11×H90mm

燃焼時間：約30分
内 容 量：10本入

カートリッジ式和蝋型 白 18cm 2本入

HZ353-18 ¥1,800（税込¥1,980）

JANコード：4901435-877600
小函寸法：W168×L211×H81mm
本体寸法：φ75×H180mm
ミニマム／入数：1函／12函
燃焼時間：約4時間30分
内 容 量：2本入
備 考：植物性カートリッジ和蝋型 

クリアカップ2個付

カートリッジ式和蝋型 白 21cm 2本入

HZ353 ¥2,000（税込¥2,200）

備 考：植物性カートリッジ和蝋型 
クリアカップ2個付

JANコード：4901435-902579
小函寸法：W168×L243×H81mm
本体寸法：φ78×H210mm
ミニマム／入数：1函／12函
燃焼時間：約4時間30分
内 容 量：2本入

カートリッジ式和蝋型 白 24cm 2本入

HZ353-24 ¥2,200（税込¥2,420）

備 考：植物性カートリッジ和蝋型 
クリアカップ2個付

JANコード：4901435-877686
小函寸法：W168×L270×H81mm
本体寸法：φ77×H240mm
ミニマム／入数：1函／12函
燃焼時間：約4時間30分
内 容 量：2本入

カートリッジ式和蝋型 白 27cm 2本入

HZ353-27 ¥2,400（税込¥2,640）

備 考：植物性カートリッジ和蝋型 
クリアカップ2個付

JANコード：4901435-877679
小函寸法：W168×L300×H81mm
本体寸法：φ76×H270mm
ミニマム／入数：1函／12函
燃焼時間：約4時間30分
内 容 量：2本入

陶製カートリッジ式本体
リキッドロング用

HZ327 ¥6,500（税込¥7,150）

JANコード：4901435-948393
本体寸法：φ85×H228mm
ミニマム／入数：2本／1本

リキッドキャンドルボトル
（ロング）

S7072-00-00 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-990682
本体寸法：φ35×H150mm
ミニマム／入数：12本／12本×3
燃焼時間：約30時間
備 考：使い捨てタイプ

陶製カートリッジ式本体
ミニ用 Dタイプ

HZ328D ¥7,000（税込¥7,700）

JANコード：4901435-910826
本体寸法：φ80×H213mm
ミニマム／入数：2本／1本

リキッドキャンドルボトル
（ミニ）

S7073-00-00 ¥400（税込¥440）

JANコード：4901435-990224
本体寸法：φ50×H68mm
ミニマム／入数：12本／12本×12
燃焼時間：約24時間
備 考：使い捨てタイプ

植物性カートリッジ和蝋型
クリアカップ付

HZ354 ¥140（税込¥154）

JANコード：4901435-902562
本体寸法：φ78×H47mm
ミニマム／入数：12個／12個×10
燃焼時間：約4時間30分

受注生産2本から 受注生産2本から

植物性原料配合!
スス（油煙）が出にくく
消した後もにおいが

気になりません！

こちらの受注生産品は、納品日まで約45営業日のリードタイムをいただいています。受注生産
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ティーライトティン10個入

T7790-00-10 ¥300（税込¥330）

JANコード：4901435-925783
小函寸法：W78×L193×H23mm
本体寸法：φ38×H20mm
ミニマム／入数：10函／50函
燃焼時間：約5時間
内 容 量：10個入

ティーライトティン125個入

B7234-00-125 オープン価格
JANコード：4901435-723419
小函寸法：W195×L192×H105mm
本体寸法：φ38×H20mm
ミニマム／入数：1函／4函
燃焼時間：約5時間
内 容 量：125個入

ボーティブ（大）コップなし

T7795-00-00 ¥800（税込¥880）

JANコード：4901435-779508
小函寸法：W170×L125×H50mm

ミニマム／入数：10函／30函
ローソク寸 法：φ40×H48mm

燃焼時間：約8時間
内 容 量：12個入

ボーティブ（大）コップ付

T7795-00-10 ¥570（税込¥627）

JANコード：4901435-779515
小函寸法：W125×L85×H57mm

ミニマム／入数：10函／60函
ローソク寸 法：φ40×H48mm

燃焼時間：約8時間
内 容 量：5個入

ボーティブ（中）コップなし

T7796-00-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-779607
小函寸法：W217×L145×H45mm

ミニマム／入数：24函／24函
ローソク寸 法：φ35×H42mm

燃焼時間：約6時間
内 容 量：24個入

ボーティブ（小）コップなし

T7797-00-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-779706
小函寸法：W215×L145×H33mm

ミニマム／入数：24函／24函
ローソク寸 法：φ35×H33mm

燃焼時間：約4時間
内 容 量：24個入

ティンカップボーティブ

T7798-00-00 ¥600（税込¥660）

JANコード：4901435-779805
小函寸法：W155×L115×H30mm
本体寸法：φ37×H22mm
ミニマム／入数：48函／48函
燃焼時間：約2時間30分
内 容 量：12個入

ボーティブガラスコップ（大）

S7833-00-07W ¥200（税込¥220）

JANコード：4901435-783338
本体寸法：φ53×H53mm
ミニマム／入数：12個／12個×12

クリアカップティーライト4個入

BA825-00-10WK ¥300（税込¥330）

JANコード：4901435-213293
小函寸法：W80×L80×H23mm
本体寸法：φ40×H22mm
ミニマム／入数：6函／6函×12
燃焼時間：約5時間
内 容 量：4個入

ネオクリアカップ6

S8492-00-00 ¥1,800（税込¥1,980）

JANコード：4901435-897837
小函寸法：W164×L124×H60mm
本体寸法：φ40×H27mm
ミニマム／入数：24個／24個×24函
燃焼時間：約6時間
内 容 量：24個入

クリアカップティーライト20個袋入

S8350-00-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-936659
袋 寸 法：W158×L80×H240mm
本体寸法：φ40×H22mm
ミニマム／入数：12袋／12袋
燃焼時間：約5時間
内 容 量：20個入

クリアカップティーライト24個入

S8351-00-00 ¥1,440（税込¥1,584）

JANコード：4901435-835105
小函寸法：W162×L125×H48mm
本体寸法：φ40×H22mm
ミニマム／入数：24個／24個×24函
燃焼時間：約5時間
内 容 量：24個入

クリアカップボーティブ4

S8352-00-00 ¥1,440（税込¥1,584）

JANコード：4901435-835204
小函寸法：W177×L132×H78mm
本体寸法：φ44×H30mm
ミニマム／入数：24個／24個×24函
燃焼時間：約5時間30分
内 容 量：24個入

クリアカップボーティブ6

S8366-66-00 ¥1,800（税込¥1,980）

JANコード：4901435-962900
小函寸法：W177×L133×H78mm
本体寸法：φ44×H34mm
ミニマム／入数：24個／24個×24函
燃焼時間：約7時間
内 容 量：24個入

クリアカップボーティブ10

S8377-00-00 ¥2,400（税込¥2,640）

JANコード：4901435-882086
小函寸法：W177×L140×H102mm
本体寸法：φ44×H50mm
ミニマム／入数：24個／24個×12函
燃焼時間：約10時間
内 容 量：24個入

12時間ボーティブ6個入

HZ444 ¥900（税込¥990）

JANコード：4901435-959689
小函寸法：W153×L103×H53mm
本体寸法：φ50×H44mm
ミニマム／入数：6函／36函
燃焼時間：約12時間
内 容 量：6個入

24時間ボーティブ6個入

HZ457 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-939421
小函寸法：W162×L107×H73mm
本体寸法：φ54×H71mm
ミニマム／入数：6函／24函
燃焼時間：約24時間
内 容 量：6個入

日本製

日本製植物原料
50%配合

底には熱を通しにくい安心のアルミシールを貼付 底には熱を通しにくい安心のアルミシールを貼付

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています

異物の混入を
防止するシールを
貼付しています

日本製

日本製

5インチ蓮花 4本入

T0122-00-60 ¥660（税込¥726）

JANコード：4901435-012261
小函寸法：W88×L140×H22mm

ミニマム／入数：10函／60函
ローソク寸 法：φ19×H127mm

燃焼時間：約4時間
内 容 量：4本入

5インチ蓮花

T0122-00-50 ¥1,320（税込¥1,452）

JANコード：4901435-998404
小函寸法：W87×L270×H27mm

ミニマム／入数：10函／50函
ローソク寸 法：φ19×H127mm

燃焼時間：約4時間
内 容 量：8本入

大10号蓮花

T0125-00-50 ¥1,320（税込¥1,452）

JANコード：4901435-012551
小函寸法：W78×L210×H25mm

ミニマム／入数：10函／50函
ローソク寸 法：φ17×H205mm

燃焼時間：約5時間
内 容 量：4本入

大30号蓮花

T0126-00-50 ¥1,320（税込¥1,452）

JANコード：4901435-998398
小函寸法：W60×L265×H30mm

ミニマム／入数：10函／50函
ローソク寸 法：φ27×H255mm

燃焼時間：約11時間30分
内 容 量：2本入

104号蓮花 2本入

T405 ¥3,500（税込¥3,850）

JANコード：4901435-969381
小函寸法：W155×L150×H75mm

ミニマム／入数：12函／12函
ローソク寸 法：φ65×H145mm

燃焼時間：約50時間
内 容 量：2本入

160番蓮花 2本入

T407 ¥4,200（税込¥4,620）

JANコード：4901435-980928
小函寸法：W345×L125×H60mm

ミニマム／入数：10函／10函
ローソク寸 法：φ55×H325mm

燃焼時間：約65時間
内 容 量：2本入

大30号蓮花 2本入

T402 オープン価格
JANコード：4901435-998688
小函寸法：W61×L267×H32mm

ミニマム／入数：50函／50函
ローソク寸 法：φ27×H255mm

燃焼時間：約11時間30分
内 容 量：2本入

60号蓮花 2本入

T403 ¥2,000（税込¥2,200）

JANコード：4901435-973821
小函寸法：W68×L320×H35mm

ミニマム／入数：30函／30函
ローソク寸 法：φ34×H315mm

燃焼時間：約22時間
内 容 量：2本入

100号蓮花 37.5cm

T404 ¥2,850（税込¥3,135）

JANコード：4901435-973814
小函寸法：W85×L390×H45mm

ミニマム／入数：20函／20函
ローソク寸 法：φ39×H375mm

燃焼時間：約40時間
内 容 量：2本入

100号ローソク 37.5cm

T0086-00-02 ¥1,650（税込¥1,815）

JANコード：4901435-008608
小函寸法：W85×L390×H45mm

ミニマム／入数：20函／20函
ローソク寸 法：φ39×H375mm

燃焼時間：約40時間
内 容 量：2本入

200号ローソク 40cm

T0087-00-02 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901435-008707
小函寸法：W112×L415×H62mm

ミニマム／入数：10函／10函
ローソク寸 法：φ55×H400mm

燃焼時間：約83時間
内 容 量：2本入

500号ローソク 2本入

T0088-00-02 ¥7,000（税込¥7,700）

JANコード：4901435-008806
小函寸法：W170×L490×H90mm

ミニマム／入数：4函／4函
ローソク寸 法：φ79×H475mm

燃焼時間：約196時間
内 容 量：2本入

大3号蓮花 50

T0140-00-50 ¥1,320（税込¥1,452）

JANコード：4901435-014050
小函寸法：W105×L155×H25mm

ミニマム／入数：10函／50函
ローソク寸 法：φ11×H145mm

燃焼時間：約1時間40分
内 容 量：16本入
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あんしん燭台（小）

S7421-00-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-211527
小函寸法：W88×L56×H164mm
本体寸法：φ40×H54mm
ミニマム／入数：6函／6函×6

あかりの燭台（小） 金

S7418-00-00GO ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-947938
小函寸法：W34×L34×H51mm
本体寸法：φ31×H40mm
ミニマム／入数：12函／12函×4

ローカット ミニ

S7100-00-00 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-710006
本体寸法：φ40×H134mm
ミニマム／入数：10個／10個×10
内 容 量：約80ml

ローがとれます

S7101-00-00 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-710105
本体寸法：φ40×H134mm
ミニマム／入数：10個／10個×10
内 容 量：約80ml

カメヤマ ローソク火消し

S7436-00-00 ¥300（税込¥330）

JANコード：4901435-905259
小函寸法：W63×L31×H167mm
本体寸法：W31×L154×H48mm
ミニマム／入数：12函／12函×8

15号型 5インチハウスホールド

T7900-00-00W ¥820（税込¥902）

JANコード：4901435-790008
小函寸法：W115×L136×H40mm

ミニマム／入数：60函／60函
ローソク寸 法：φ19×H127mm

燃焼時間：約4時間
内 容 量：12本入

グローキャンドル 500号 白

T0088-00-01 ¥3,200（税込¥3,520）

JANコード：4901435-008813

ミニマム／入数：9本／9本
ローソク寸 法：φ79×H475mm

燃焼時間：約196時間

グローキャンドル 200号 白

T0087-00-01 ¥1,300（税込¥1,430）

JANコード：4901435-008714

ミニマム／入数：20本／20本
ローソク寸 法：φ55×H400mm

燃焼時間：約83時間

新グローキャンドル

T1069-00-01W ¥1,900（税込¥2,090）

JANコード：4901435-106915

ミニマム／入数：16本／16本
ローソク寸 法：φ68×H285mm

燃焼時間：約127時間

9インチグローキャンドル

T0089-00-01 オープン価格
JANコード：4901435-905570

ミニマム／入数：16本／16本
ローソク寸 法：φ76×H225mm

燃焼時間：約80時間

Origami-lite 蓮花 XS

S7681-00-03 ¥5,000（税込¥5,500）

JANコード：4901435-830940
小函寸法：W265×L260×H225mm
本体寸法：φ245×H185mm
ミニマム／入数：1台／1台
備 考：LED電球（取替え不可）、

単3形乾電池3本使用（電池別売）

ラベンダーキャンドル

T0068-00-00LV ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-844534
小函寸法：W58×L149×H23mm

ミニマム／入数：5函／5函×12
ローソク寸 法：φ11×H130mm

燃焼時間：約1時間40分
内 容 量：10本入

ラベンダーキャンドル ミニ

T0068-00-10LV ¥440（税込¥484）

JANコード：4901435-844527
小函寸法：W60×L149×H23mm

ミニマム／入数：5函／5函×12
ローソク寸 法：φ9×H60mm

燃焼時間：約30分
内 容 量：20本入

トラワックス

B7970-00-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-797007
本体寸法：W80×L105×H140mm
ミニマム／入数：2パック／24パック

ロータスキャンドルホルダー クリア

SJ259-00-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-905723
本体寸法：φ120×H50mm
ミニマム／入数：4個／24個

ゆめさき観音像

HZ377 オープン価格
JANコード：4901435-875651
小函寸法：W320×L110×H112mm
本体寸法：φ93×H300mm
ミニマム／入数：10個／20個

カメヤマ 御焼香 フック付

I2012-00-00 ¥400（税込¥440）

JANコード：4901435-936680
小函寸法：W55×L160×H24mm
ミニマム／入数：50函／50函
内 容 量：約30g

カメヤマ 香炉灰 フック付

I2013-00-00 ¥300（税込¥330）

JANコード：4901435-936697
小函寸法：W55×L160×H24mm
ミニマム／入数：50函／50函
内 容 量：約60g

カメヤマ 焼香炭 フック付

I2014-00-00 ¥300（税込¥330）

JANコード：4901435-936642
小函寸法：W55×L160×H24mm
ミニマム／入数：50函／50函
内 容 量：約70g

長春香 300g入

IK781 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901405-007815
小函寸法：W112×L218×H69mm
ミニマム／入数：10函／30函
内 容 量：約300g

勅香 300g入

IK782 ¥3,500（税込¥3,850）

JANコード：4901405-007822
小函寸法：W112×L218×H69mm
ミニマム／入数：5函／30函
内 容 量：約300g

信念香 300g入

IK783 ¥4,500（税込¥4,950）

JANコード：4901405-007839
小函寸法：W112×L218×H69mm
ミニマム／入数：5函／30函
内 容 量：約300g

御焼香 梅印

IK786 ¥500（税込¥550）

内 容 量：約30g

JANコード：4901405-007860
小函寸法：W73×L105×H26mm
ミニマム／入数：15函／15函×6

安全コップ用燭台（三脚）

S7389-00-00 ¥800（税込¥880）

JANコード：4901435-738901
小函寸法：W72×L72×H98mm
本体寸法：φ60×H95mm
ミニマム／入数：12函／48函

三脚燭台

S7381-00-00 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-960159
小函寸法：W83×L83×H120mm
本体寸法：φ73×H113mm
ミニマム／入数：6函／6函×8

オシャレなデザインの三脚燭台。ボーティブ
専用スタンドとしてお使いください。

10分ローソク、ダルマ、豆ダルマ、
小ローソク3号・5号・8号 適合。

シンプルなデザインの三脚燭台。ボーティブ
専用スタンドとしてお使いください。

10分ローソク、ダルマ、豆ダルマ、
短寸ダルマ、小ローソク3号・5号  適合。

使用前に吹きつけておくと、ロウが付着しにくくなります。 跡を残すことなくロウがきれいにとれます。 ローソクの火が簡単に消せます。 クリアカップティーライト、クリアカップボーティブ 適合。

ロウが残らない、
最後まで燃え切る
ローソク立て。

ビニールハウス栽培の霜付き防止用ローソク
ビニールハウス栽培の気温の下がる冬期夜間用に霜付き防止を目的として開発。
燃焼時に発生する炭酸ガスが野菜・植物の育成促進に好結果をもたらします。

100%天然精油配合のラベンダーの
香りのキャンドル。

100%天然精油配合のラベンダーの
香りのキャンドル。

トラックの荷すべりに、
シートの補正に便利なアイテムです。

香り付 香り付

パラフィンが主原料の副葬品。火葬において可燃性に優れ、
完全燃焼します。有害ガスの発生、ご遺骨損傷の心配もなく
安心してご使用いただけます。

副葬品
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贈り物にもピッタリ。
専用ギフト箱もご用意
しています。
Ｗ132×L66×H83mm

葵乃舞
煙の少ない備長炭のお線香

I1336-02-00 ¥1,100（税込¥1,210）

JANコード：4901435-832661
小函寸法：W95×L157×H35mm
ミニマム／入数：10函／60函
燃焼時間：約25分
内 容 量：約130g

葵乃舞 白檀

I1314-02-50 ¥660（税込¥726）

JANコード：4901435-131481
小函寸法：W78×L155×H32mm
ミニマム／入数：10函／60函
燃焼時間：約30分
内 容 量：約110g

葵乃舞 白檀 徳用バラ

I1314-02-88 ¥1,100（税込¥1,210）

JANコード：4901435-131412
小函寸法：W98×L157×H37mm
ミニマム／入数：10函／60函
燃焼時間：約30分
内 容 量：約190g

葵乃舞 煙少香

I1315-02-50 ¥880（税込¥968）

JANコード：4901435-131504
小函寸法：W78×L155×H32mm
ミニマム／入数：10函／60函
燃焼時間：約25分
内 容 量：約120g

葵乃舞 煙少香 長寸バラ

I1315-05-50 ¥880（税込¥968）

JANコード：4901435-131559
小函寸法：W93×L234×H30mm
ミニマム／入数：10函／80函
燃焼時間：約50分
内 容 量：約110g

花は咲く
フローラルの香りのお線香

I2318-02-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-846491
小函寸法：W95×L163×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×12
燃焼時間：約25分
内 容 量：約130g

葵乃舞 櫻の香りのお線香

I1312-02-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-836942
小函寸法：W95×L157×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×12
燃焼時間：約25分
内 容 量：約130g

花街道 橙の花の香りのお線香

I2400-00-01 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-209371
小函寸法：W95×L159×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×12
燃焼時間：約25分
内 容 量：約100g

花街道 あんずの花の香りのお線香

I2400-00-02 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-209388
小函寸法：W95×L159×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×12
燃焼時間：約25分
内 容 量：約100g

桃花鳥（トキ） 白梅の香り

I2309-00-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-884776
小函寸法：W95×L163×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×8
燃焼時間：約30分
内 容 量：約130g

沈香 煙少香 桐箱入

I1033-09-50 ¥1,650（税込¥1,815）

JANコード：4901435-980522
小函寸法：W91×L162×H44mm
ミニマム／入数：10函／30函
燃焼時間：約25分
内 容 量：約120g

煙が苦手な方のための備長炭のお線香。
毎日お線香をあげたいけれど煙が苦手…という方や、ペットのいるご家庭におすすめの備長炭のお線香。 
リビングで焚いても食事の邪魔にならず、部屋や洋服への匂い移りも最小限に抑えます。

煙少香

煙の量の比較〈当社比〉

有煙香 備長炭（葵乃舞）

線
香

カメヤマはＮＨＫ東日本大震災プロジェクトの趣旨
に賛同し、復興支援ソング『花は咲く』のお線香を
通じて、被災地への支援を行っています。
カメヤマはこの商品の利益の全額を義援金として
寄付いたします。これまでも、これからも…
支援を続けてまいります。

煙少香

煙少香

煙少香

煙少香

煙少香

煙少香

煙少香

煙少香

無香料・無着色

NEW

NEW

NEW

華の雅専用
ギフト箱

桜華の雅 10分極寸

I1346-01-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-213637
小函寸法：φ63×H82mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約10分
内 容 量：約70g

深みのある老木桜と白檀の香り。
燃焼時間約10分の極寸タイプのお線香。

和華の雅 10分極寸

1345-01-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-213620
小函寸法：φ63×H82mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約10分
内 容 量：約70g

和の花の清らかな香り。
燃焼時間約10分の極寸タイプのお線香。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主な舞台となる
鎌倉を代表する花、紫陽花の香りのお線香。

北条義時
紫陽花の香りのお線香

I2310-00-22 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-213811
小函寸法：W95×L159×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×12
燃焼時間：約25分
内 容 量：約100g

吟撰 仙年香 筒箱

I2016-01-01 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901435-213217
小函寸法：φ63×H103mm
ミニマム／入数：6函／6函×8
燃焼時間：約19分
内 容 量：約90g

吟撰 仙年香 平箱

I2016-02-01 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901435-213200
小函寸法：W160×L95×H35mm
ミニマム／入数：5函／40函
燃焼時間：約25分
内 容 量：約130g

煙少香

煙少香

煙少香

煙少香

最高級の沈香をきかせ、
9種もの漢方・生薬をふんだんに加えた香り。

最高級の沈香をきかせ、
9種もの漢方・生薬をふんだんに加えた香り。

煙
ほとんど

ない
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御香 ゆり 花月8入

IK727-08-08 ¥2,700（税込¥2,970）

JANコード：4901405-008393
小函寸法：W191×L382×H46mm
ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：約30分
セット内容：ゆり 花月×8函

御香 ゆり 花月6入

IK727-08-06 ¥2,000（税込¥2,200）

JANコード：4901405-008188
小函寸法：W130×L355×H41mm
ミニマム／入数：10セット／20セット
燃焼時間：約30分
セット内容：ゆり 花月×6函

御香 白檀 薫風使8入

IK731-09-08 ¥5,000（税込¥5,500）

JANコード：4901405-008355
小函寸法：W175×L352×H60mm
ミニマム／入数：2セット／12セット
燃焼時間：約30分
セット内容：白檀 薫風使×8函

御香 白檀 花月8入

IK726-08-08 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4901405-008201
小函寸法：W191×L382×H46mm
ミニマム／入数：5セット／20セット
燃焼時間：約30分
セット内容：白檀 花月×8函

御香 白檀 花月6入

IK726-08-06 ¥2,000（税込¥2,200）

JANコード：4901405-008294
小函寸法：W130×L355×H41mm
ミニマム／入数：10セット／20セット
燃焼時間：約30分
セット内容：白檀 花月×6函

白檀涼月8入 進物高級木箱 包装品

IK814-08-08N ¥2,800（税込¥3,080）

JANコード：4901405-008171
小函寸法：W160×L352×H38mm
ミニマム／入数：20セット／20セット
燃焼時間：約25分
セット内容：白檀涼月×8函

白檀涼月6入 進物高級木箱 包装品

IK814-08-06N ¥2,000（税込¥2,200）

JANコード：4901405-008157
小函寸法：W125×L352×H38mm
ミニマム／入数：20セット／20セット
燃焼時間：約25分
セット内容：白檀涼月×6函

仙年香 進物用

IK102-00-21 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901405-001066
小函寸法：W230×L152×H36mm
ミニマム／入数：10セット／50セット
燃焼時間：約30分
セット内容：仙年香×12束

新仙年香 バラ詰

IK202-03-00 ¥850（税込¥935）

JANコード：4901405-002025
小函寸法：W82×L160×H35mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約30分
内 容 量：約150g

新仙年香 大型バラ詰

IK202-03-99 ¥1,450（税込¥1,595）

JANコード：4901405-002070
小函寸法：W105×L160×H45mm
ミニマム／入数：40函／5函×8
燃焼時間：約30分
内 容 量：約270g

新仙年香 ミニ寸

IK202-03-60 ¥450（税込¥495）

JANコード：4901405-002087
小函寸法：W75×L105×H26mm
ミニマム／入数：100函／5函×20
燃焼時間：約20分
内 容 量：約55g

仙年香 バラ詰

IK102-03-00 ¥650（税込¥715）

JANコード：4901405-001028
小函寸法：W72×L152×H33mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約30分
内 容 量：約125g

仙年香 中型バラ詰

IK102-03-77 ¥1,100（税込¥1,210）

JANコード：4901405-001080
小函寸法：W100×L152×H40mm
ミニマム／入数：40函／5函×8
燃焼時間：約30分
内 容 量：約220g

仙年香 大型バラ詰

IK102-03-99 ¥1,600（税込¥1,760）

JANコード：4901405-001073
小函寸法：W115×L152×H49mm
ミニマム／入数：40函／5函×8
燃焼時間：約30分
内 容 量：約340g

松竹梅 バラ詰

IK002-03-00 ¥750（税込¥825）

JANコード：4901405-000021
小函寸法：W72×L143×H30mm
ミニマム／入数：5函／5函×24
燃焼時間：約30分
内 容 量：約100g

松竹梅 中型バラ詰

IK002-03-77 ¥1,400（税込¥1,540）

JANコード：4901405-000083
小函寸法：W105×L143×H40mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約30分
内 容 量：約220g

松竹梅 大型バラ詰

IK002-03-99 ¥2,000（税込¥2,200）

JANコード：4901405-000076
小函寸法：W112×L143×H50mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約30分
内 容 量：約320g

松竹梅 十入

IK002-04-10 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901405-000014
小函寸法：W137×L120×H48mm
ミニマム／入数：10セット／10セット×6
燃焼時間：約30分
内 容 量：約16g×10函

蘭月 バラ詰

IK302-03-00 ¥550（税込¥605）

JANコード：4901405-003022
小函寸法：W77×L152×H33mm
ミニマム／入数：5函／5函×24
燃焼時間：約30分
内 容 量：約112g

蘭月 大型バラ詰

IK302-03-99 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901405-003077
小函寸法：W115×L152×H49mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約30分
内 容 量：約340g

蘭月 長寸十入

IK302-04-10 ¥1,400（税込¥1,540）

JANコード：4901405-003046
小函寸法：W86×L240×H35mm
ミニマム／入数：5セット／5セット×10
燃焼時間：約50分
内 容 量：約24g×10束

孔
官
堂

水引付 のし付

水引付

包装済 包装済

水引付 のし付

のし付

煙
ほとんど

ない

煙
ほとんど

ない

煙
ほとんど

ない

煙
ほとんど

ない

煙少香 煙少香

煙少香 煙少香 煙少香
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香りの記憶 珈琲 バラ詰

IK632-03-00 ¥850（税込¥935）

JANコード：4901405-006320
小函寸法：W82×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約30分
内 容 量：約100g

香りの記憶 蜜柑 バラ詰

IK642-03-00 ¥850（税込¥935）

JANコード：4901405-006429
小函寸法：W82×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約30分
内 容 量：約100g

香りの記憶 チョコレート バラ詰

IK652-03-00 ¥850（税込¥935）

JANコード：4901405-006528
小函寸法：W82×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約30分
内 容 量：約100g

自然派 ゆり バラ詰

IK572-03-00 ¥750（税込¥825）

JANコード：4901405-005729
小函寸法：W82×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約30分
内 容 量：約100g

ゆり 花月 バラ詰

IK727-03-00 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901405-007273
小函寸法：W97×L160×H34mm
ミニマム／入数：5函／5函×6
燃焼時間：約30分
内 容 量：約130g

菊世界 長寸１把入

IK751-05-01 ¥600（税込¥660）

JANコード：4901405-007518
小函寸法：W32×L264×H26mm
ミニマム／入数：20函／20函×6
燃焼時間：約50分
内 容 量：約70g

蘭舟香 長寸１把入

IK752-05-01 ¥900（税込¥990）

JANコード：4901405-007525
小函寸法：W32×L269×H28mm
ミニマム／入数：20函／20函×6
燃焼時間：約70分
内 容 量：約70g

深山紫 長寸バラ詰

IK501-05-00 ¥880（税込¥968）

JANコード：4901405-005019
小函寸法：W93×L230×H25mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約45分
内 容 量：約130g

彩風 心華やぐお花の香り

IK878-03-00 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901405-008782
小函寸法：W71×L96×H25mm
ミニマム／入数：3函／3函×9
燃焼時間：約8分
内 容 量：20本入

彩風 清らかな高原の香り

IK879-03-00 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901405-008799
小函寸法：W71×L96×H25mm
ミニマム／入数：3函／3函×9
燃焼時間：約8分
内 容 量：20本入

彩風 やすらぎの海の香り

IK880-03-00 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901405-008805
小函寸法：W71×L96×H25mm
ミニマム／入数：3函／3函×9
燃焼時間：約8分
内 容 量：20本入

灰が少なく、散らばりにくい特許取得の微灰技術! 特許取得済：第5403384号

従来のお線香に比べ灰の量が少なく散らばりにくいので、ミニ仏壇用のミニ香炉でも、お線香を折らずに安心してお使いいただけます。

［微灰技術採用商品］

約φ55㎜のミニ香炉

ミニ香炉でも大丈夫!

灰の落ちた状態

一般的な煙少香 自然派 ゆり

灰が散らばりにくい!

着火5分後の灰の状況

一般的な
煙少香 自然派 ゆり

灰の量が少ない!

自然をテーマに、和と洋の香りを繊細にブレンドした
アロマインセンスです。手のひらサイズのカワイイ缶は
香立て・香皿付きで、すぐにお使いいただけます。灰は
スティック状に固まるので、片付けも簡単です。

彩風
あや　かぜ
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煙
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煙少香

煙少香 煙少香 煙少香

新蘭月 バラ詰

IK222-03-00 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901405-002223
小函寸法：W82×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×16
燃焼時間：約30分
内 容 量：約150g

新蘭月 大型バラ詰

IK222-03-99 ¥1,700（税込¥1,870）

JANコード：4901405-002278
小函寸法：W105×L160×H45mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約30分
内 容 量：約270g

微香蘭月 バラ詰

IK432-03-00 ¥900（税込¥990）

JANコード：4901405-004326
小函寸法：W82×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×16
燃焼時間：約30分
内 容 量：約130g

微香蘭月 大型バラ詰

IK432-03-99 ¥1,550（税込¥1,705）

JANコード：4901405-004371
小函寸法：W105×L160×H45mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約30分
内 容 量：約270g

微香蘭月 ミニ寸

IK432-03-60 ¥450（税込¥495）

JANコード：4901405-004395
小函寸法：W75×L105×H26mm
ミニマム／入数：5函／5函×32
燃焼時間：約20分
内 容 量：約60g

自然派 フリージアの香り 煙少香

IK287-03-00 ¥660（税込¥726）

JANコード：4901435-213026
小函寸法：W82×L160×H35mm
ミニマム／入数：60函／5函×12
燃焼時間：約30分
内 容 量：約140g

自然派 フリージアの香り 煙少香 徳用大型

IK287-03-88 ¥1,100（税込¥1,210）

JANコード：4901435-213033
小函寸法：W105×L160×H45mm
ミニマム／入数：40函／5函×8
燃焼時間：約30分
内 容 量：約250g

自然派 ライラック バラ詰

IK562-03-00 ¥800（税込¥880）

JANコード：4901405-005620
小函寸法：W82×L160×H35mm
ミニマム／入数：5函／5函×10
燃焼時間：約25分
内 容 量：約125g

自然派 ライラック 大型バラ詰

IK562-03-99 ¥1,300（税込¥1,430）

JANコード：4901405-005675
小函寸法：W105×L160×H45mm
ミニマム／入数：5函／5函×6
燃焼時間：約25分
内 容 量：約235g

自然派 ライラック ミニ寸

IK562-03-60 ¥450（税込¥495）

JANコード：4901405-005682
小函寸法：W75×L105×H26mm
ミニマム／入数：5函／5函×32
燃焼時間：約15分
内 容 量：約60g

白檀 花月 バラ詰

IK726-03-00 ¥1,500（税込¥1,650）

JANコード：4901405-007266
小函寸法：W97×L160×H34mm
ミニマム／入数：5函／30函
燃焼時間：約30分
内 容 量：約130g

煙少香

香りの記憶 珈琲・蜜柑・チョコレート、自然派 ゆり、
ゆり 花月、御香 ゆり 花月6入・8入

◀動画で灰の少なさを徹底検証!
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パッケージ、墓参線香の巻紙には再生紙を使用しています。パッケージ、墓参線香の巻紙には再生紙を使用しています。

屋外専用ローソク6本入

T9860-00-00 ¥200（税込¥220）

JANコード：4901435-211589
袋 寸 法：W60×L11×H185mm
ミニマム／入数：12袋／12袋×12
燃焼時間：約20分
内 容 量：6本入

屋外用安全ローソク

T9863-00-00 ¥300（税込¥330）

JANコード：4901435-885773
本体寸法：W110×L215×H18mm
ミニマム／入数：10パック／10パック×8
セット内容：三鈴香細巻×3束、屋外専用

ローソク×4本、マッチ×1函

墓参セット1号5 ブリスターパック

T9964-00-01N ¥300（税込¥330）

JANコード：4901435-996424
本体寸法：W110×L215×H18mm
ローソク寸 法：φ9.3×H102mm
ミニマム／入数：10パック／10パック×8
燃焼時間：大ローソク 約1時間
セット内容：三鈴香細巻×3束、

カメヤマ大ローソク1号5×4本、
マッチ×1函

三鈴香シトロネラプラス 中巻 2束入

IM034-02-00 ¥150（税込¥165）

JANコード：4901435-210087
袋 寸 法：W43×L175×H20mm
本体寸法：φ20×H137mm（1束）
ミニマム／入数：200袋／25袋×8
内 容 量：約25g×2束

三鈴香 細巻 4束入

IM024-02-00 ¥150（税込¥165）

JANコード：4901435-024028
袋 寸 法：W59×L175×H15mm
本体寸法：φ15×H137mm（1束）
ミニマム／入数：200袋／25袋×8
内 容 量：約15g×4束

三鈴香 中巻 2束入

IM023-02-00 ¥120（税込¥132）

JANコード：4901435-023021
袋 寸 法：W43×L175×H20mm
本体寸法：φ20×H137mm（1束）
ミニマム／入数：200袋／25袋×8
内 容 量：約25g×2束

三鈴香 中巻 3束入

IM023-02-99 ¥180（税込¥198）

JANコード：4901435-023090
袋 寸 法：W60×L175×H20mm
本体寸法：φ20×H137mm（1束）
ミニマム／入数：160袋／20袋×8
内 容 量：約25g×3束

三鈴香 太巻 1束

IM022-01-00 ¥60（税込¥66）

JANコード：4901435-022017
本体寸法：φ22×H137mm
ミニマム／入数：320束／40束×8
内 容 量：約32g

三鈴香 太巻 2束入

IM022-02-00 ¥120（税込¥132）

JANコード：4901435-022024
袋 寸 法：W45×L175×H22mm
本体寸法：φ22×H137mm（1束）
ミニマム／入数：160袋／20袋×8
内 容 量：約32g×2束

三鈴香 太巻 3束入

IM022-02-03 ¥180（税込¥198）

JANコード：4901435-022031
袋 寸 法：W70×L175×H22mm
本体寸法：φ22×H137mm（1束）
ミニマム／入数：160袋／20袋×8
内 容 量：約32g×3束

三鈴香 太巻 10束入

IM022-02-10 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-944883
袋 寸 法：W115×L138×H48mm
本体寸法：φ22×H137mm（1束）
ミニマム／入数：48袋／48袋
内 容 量：約32g×10束

三鈴香 極太巻 紫巻 1P

IM023-01-01 ¥80（税込¥88）

JANコード：4901435-945170
本体寸法：φ29×H137mm
ミニマム／入数：320束／40束×8
内 容 量：約50g

三鈴香 太巻 紫巻

IM023-02-01 ¥120（税込¥132）

JANコード：4901435-023014
袋 寸 法：W45×L175×H22mm
本体寸法：φ22×H137mm（1束）
ミニマム／入数：200袋／25袋×8
内 容 量：約32g×2束

鈴峰 着火剤付 2束入

IM029-08-02 ¥150（税込¥165）

JANコード：4901435-931050
袋 寸 法：W50×L175×H20mm
本体寸法：φ20×H137mm（1束）
ミニマム／入数：200袋／25袋×8
内 容 量：約25g×2束

菊心香 5束入

IM062-02-00 ¥380（税込¥418）

JANコード：4901435-062006
小函寸法：W77×L227×H22mm
本体寸法：φ12×H215mm（1束）
ミニマム／入数：80函／80函
燃焼時間：約1時間
内 容 量：約19g×5束

三鈴線香 茶ゴマ 2束入

IM027-02-02 ¥100（税込¥110）

JANコード：4901435-953458
袋 寸 法：W41×L137×H20mm
本体寸法：φ20×H137mm（1束）
ミニマム／入数：200袋／25袋×8
内 容 量：約27g×2束

御薫線香 1束

I1152-02-01 ¥50（税込¥55）

JANコード：4901435-115238
本体寸法：φ20×H137mm
ミニマム／入数：400束／50束×8
内 容 量：約29g

御薫線香 2束入

I1152-02-02 ¥100（税込¥110）

JANコード：4901435-998664
袋 寸 法：W41×L137×H20mm
本体寸法：φ20×H137mm（1束）
ミニマム／入数：200袋／25袋×8
内 容 量：約29g×2束

御薫線香 3束入

I1152-02-03 ¥150（税込¥165）

JANコード：4901435-115221
袋 寸 法：W65×L137×H20mm
本体寸法：φ20×H137mm（1束）
ミニマム／入数：160袋／20袋×8
内 容 量：約29g×3束

ステンレス香炉皿

S7912-00-00 ¥1,200（税込¥1,320）

JANコード：4901435-900353

本体寸法：W182×L86×H38mm
小函寸法：W185×L90×H40mm

ミニマム／入数：6函／36函

墓参灯コップローソク（袋入）

T9972-86-99 ¥220（税込¥242）

JANコード：4901435-997209
袋 寸 法：W53×L53×H53mm
本体寸法：φ53×H53mm
ミニマム／入数：20袋／20袋×4
燃焼時間：約2時間30分

安心ローソク立て

S7572-00-00 ¥700（税込¥770）

JANコード：4901435-212760
袋 寸 法：W80×L71×H210mm（ヘッダー含む）
本体寸法：φ71×H167mm
ミニマム／入数：10袋／10袋×6
燃焼時間：1号5ローソク 約1時間、クリアカップティーライト  約3時間
備 考：1号5ローソク×1本、クリアカップティーライト×1個、マッチ×1函付き

ローソク（1号5サイズ）と墓参線香、
マッチの便利な3点セット。

屋外専用ローソクと墓参線香、
マッチの便利な3点セット。

屋外でも着火が簡単。
ロウが流れにくく、ススも少なめです。

夏の屋外でのお墓参りに最適。「シトロネラ」
を配合した、香り爽やかなお線香。鮮やかな
ネオンカラーのライムグリーンが目をひく
パッケージです。

柑橘系
の香り

お線香を寝かせてお供えするので、風に強く
安全です。また、お墓の周りに灰が散らばること
なく、掃除などのお手入れも簡単です。

風が吹いても消えにくい、墓参用として便利
なコンパクトサイズのコップローソク。

茶ゴマ 茶ゴマ 茶ゴマ 茶ゴマ

豆ダルマ、ダルマ、小ローソク3号・5号・8号、菜10・15・30・60、菜 八華20・40・60、
亀山五色蝋燭、大ローソク1号・1号5、クリアカップティーライト 適合。

「クリアカップ入りローソク」と、「普通ローソク」の両方が使用
出来ます。丈夫なポリカーボネートでできたクリアな筒と、重み
のあるしっかりとした土台が、屋外の風から転倒・消灯を防いで
くれるので、安心・安全にお使いいただけます。また、停電時には
ランタン替わりとしてご使用いただけます。

お
墓
参
り
用

着火剤
付

動画で実感!
風に強いローソク
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線香つり台付線香つり台付

七浄香 つり糸なし

I1093-04-14 ¥700（税込¥770）

JANコード：4901435-928944
小函寸法：W100×L100×H44mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函

内 容 量：14巻入

新・七浄香 つり糸なし

I1093-06-14 ¥850（税込¥935）

JANコード：4901435-910703
小函寸法：W115×L115×H60mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：60函／60函

内 容 量：14巻入

煙の少ない 新・七浄香 つり糸なし

I1093-07-14 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-910710
小函寸法：W115×L115×H60mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：60函／60函

内 容 量：14巻入

葵乃舞 白檀 うずまき つり糸なし

I1314-04-14 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-927633
小函寸法：W100×L100×H41mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函

内 容 量：14巻入

葵乃舞 備長炭 うずまき つり糸なし

I1313-04-14 ¥1,300（税込¥1,430）

JANコード：4901435-927640
小函寸法：W100×L100×H75mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函

内 容 量：14巻入

葵乃舞 煙少香 うずまき つり糸なし

I1315-04-14 ¥1,300（税込¥1,430）

JANコード：4901435-927626
小函寸法：W100×L100×H75mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函

内 容 量：14巻入

五浄香 つり糸なし

I1092-04-10 ¥500（税込¥550）

JANコード：4901435-928937
小函寸法：W100×L100×H34mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函×2

内 容 量：10巻入

新・五浄香 つり糸なし

I1092-06-10 ¥600（税込¥660）

JANコード：4901435-910727
小函寸法：W115×L115×H45mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：90函／90函

内 容 量：10巻入

煙の少ない 新・五浄香 つり糸なし

I1092-07-10 ¥700（税込¥770）

JANコード：4901435-910734
小函寸法：W115×L115×H45mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：90函／90函

内 容 量：10巻入

葵乃舞 煙少香 うずまきつり糸なし 10巻

I1315-04-10 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4901435-902777
小函寸法：W98×L98×H63mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函

内 容 量：10巻入

七浄香

I1093-02-14 ¥770（税込¥847）

JANコード：4901435-109305
小函寸法：W100×L100×H44mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函

内 容 量：14巻入

葵乃舞 白檀 うずまき

I1314-03-14 ¥1,100（税込¥1,210）

JANコード：4901435-998718
小函寸法：W100×L100×H41mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函

内 容 量：14巻入

葵乃舞 備長炭 うずまき

I1313-03-14 ¥1,430（税込¥1,573）

JANコード：4901435-998497
小函寸法：W100×L100×H75mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函

内 容 量：14巻入

葵乃舞 煙少香 うずまき

I1315-03-14 ¥1,430（税込¥1,573）

JANコード：4901435-998701
小函寸法：W100×L100×H75mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函

内 容 量：14巻入

五浄香

I1092-02-10 ¥550（税込¥605）

JANコード：4901435-109206
小函寸法：W100×L100×H34mm

燃焼時間：約12時間
ミニマム／入数：10函／60函×2

内 容 量：10巻入

線香つり台

S7906-00-00N ¥300（税込¥330）

JANコード：4901435-790619
袋 寸 法：W170×L200×H25mm
本体寸法：φ145×H135mm（組み立て時）
ミニマム／入数：10袋／10袋×12

渦巻き線香つり台 法楽

S7904-00-00 ¥450（税込¥495）

JANコード：4901435-945989
袋 寸 法：W170×L200×H25mm
本体寸法：φ145×H135mm（組み立て時）
ミニマム／入数：10袋／10袋×12

うずまき線香三脚置き台

S7913-00-00 オープン価格
JANコード：4901435-209876
袋 寸 法：W160×L160×H25mm
本体寸法：φ145×H120mm（組み立て時）
ミニマム／入数：10袋／10袋×6

つり糸なし／10巻入／燃焼時間 約12時間

つり糸なし／14巻入／燃焼時間 約12時間

つり糸つき／14巻入／燃焼時間 約12時間

つり糸つき／10巻入／
燃焼時間 約12時間

渦巻き線香つり台 

つり下げ用
金具付

つり下げ用
金具付

つり下げ用
金具付

つり下げ用
金具付

つり下げ用
金具付

つり下げ用
金具付

つり下げ用
金具付

つり下げ用
金具付

つり下げ用
金具付

つり下げ用
金具付

天国へ送る弔いの心…
初七日に使う渦巻き線香。
つり糸なしタイプの煙少香が最近のトレンドです。
カメヤマの「つり糸なし渦巻き線香」は、専用金具付きで、つり台にもご使用いただけます。

渦巻き線香置き台 

三本脚だから、渦巻き線香が安定しやすく、灰が香皿の外に
こぼれにくい仕様になっています。

新常識！ カメヤマのつり糸なし渦巻き線香は、専用金具付きで

つり台にも使用できます。
カメヤマのつり糸なし渦巻き線香には、専用のつり下げ用金具が付属されており、こちらに線香をかぶせ、
つり台にもご使用いただけます。置き台がなくても使用できるので、大変便利です。

つり台使用時

金具に線香を上からかぶせ、つり台に吊るします。

付属の金具
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煙少香

煙少香

煙少香

煙少香
煙少香
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伽羅 都の香 短寸 八把 桐箱

IS202-00-M1 ¥10,000（税込¥11,000）

JANコード：4511272-000934
小函寸法：W162×L350×H57mm
ミニマム／入数：1セット／20セット
燃焼時間：約30分
セット内容：伽羅 都の香 短寸×8把

沈香 都の香 短寸 八把 桐箱

IS203-00-M3 ¥5,000（税込¥5,500）

JANコード：4511272-001818
小函寸法：W162×L350×H57mm
ミニマム／入数：2セット／20セット
燃焼時間：約30分
セット内容：沈香 都の香 短寸×8把

微煙 きらり 短寸 六箱 桐箱

IS201-00-G40 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4511272-000941
小函寸法：W162×L350×H41mm
ミニマム／入数：2セット／20セット
燃焼時間：約30分
セット内容：微煙 きらり 短寸×6函

白檀 松寿 短寸 八把 桐箱

IS204-00-M4 ¥3,000（税込¥3,300）

JANコード：4511272-001801
小函寸法：W162×L350×H57mm
ミニマム／入数：2セット／20セット
燃焼時間：約30分
セット内容：白檀 松寿 短寸×8把

白檀 松寿 中型バラ詰

IS101-00-C10 ¥1,000（税込¥1,100）

JANコード：4511272-001665
小函寸法：W95×L158×H38mm
ミニマム／入数：5函／60函
燃焼時間：約30分
内 容 量：約110g

微煙 かれん 小型バラ詰

IS102-00-K26 ¥800（税込¥880）

JANコード：4511272-001795
小函寸法：W76×L148×H31mm
ミニマム／入数：6函／48函
燃焼時間：約30分
内 容 量：約90g

微煙 きらり 小型バラ詰

IS103-00-K27 ¥900（税込¥990）

JANコード：4511272-001788
小函寸法：W76×L148×H31mm
ミニマム／入数：6函／48函
燃焼時間：約30分
内 容 量：約90g

少煙 風樹 長寸バラ詰

IS107-00-K32 ¥620（税込¥682）

JANコード：4511272-001771
小函寸法：W90×L233×H28mm
ミニマム／入数：5函／60函
燃焼時間：約40分
内 容 量：約120g

少煙 風樹 中寸 太筋 バラ詰

IS107-00-K33 ¥450（税込¥495）

JANコード：4511272-001825
小函寸法：W37×L185×H30mm
ミニマム／入数：5函／160函
燃焼時間：約45分
内 容 量：約50g
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華蓮 �����������������������������������������������������������������������������������������������23
完熟メロンキャンドル �������������������������������������������������������������������������� 5
菊心香 5束入 ��������������������������������������������������������������������������������38
菊世界 長寸１把入 �������������������������������������������������������������������������35
北のかおりハッカ油 ミニ寸線香 �������������������������������������������������������10
伽羅 都の香 短寸 八把 桐箱 ���������������������������������������������������������41
9インチグローキャンドル �������������������������������������������������������������������29
吟撰 仙年香 8箱入 桐箱 ���������������������������������������������������������������19
吟撰 仙年香 絵ろうそくセット 桐箱���������������������������������������������������19

吟撰 仙年香 筒箱 ��������������������������������������������������������������������������31
吟撰 仙年香 平箱 ��������������������������������������������������������������������������31
吟撰 仙年香 蜜ろうそくセット 桐箱���������������������������������������������������19
クッピーラムネ ミニ寸線香 ���������������������������������������������������������������10
クリアカップティーライト4個入 ����������������������������������������������������������28
クリアカップティーライト20個袋入 ����������������������������������������������������28
クリアカップティーライト24個入 ��������������������������������������������������������28
クリアカップボーティブ4 �������������������������������������������������������������������28
クリアカップボーティブ6 �������������������������������������������������������������������28
クリアカップボーティブ10 �����������������������������������������������������������������28
クリア華蓮 24 ��������������������������������������������������������������������������������23
クリームあんみつキャンドル ����������������������������������������������������������������� 5
クリームソーダキャンドル��������������������������������������������������������������������� 7
グローキャンドル 200号 白 ��������������������������������������������������������������29
グローキャンドル 500号 白 ��������������������������������������������������������������29
煙の少ない 新・五浄香 つり糸なし ���������������������������������������������������39
煙の少ない 新・七浄香 つり糸なし ���������������������������������������������������39
5インチ蓮花 ������������������������������������������������������������������������������������27
5インチ蓮花 4本入 �������������������������������������������������������������������������27
好物木製12種 アソートディスプレーG白木 ���������������������������������������� 7
コーヒー牛乳 ミニ寸線香 �����������������������������������������������������������������10
ココアシガレット ミニ寸線香 ��������������������������������������������������������������� 9
五浄香 �������������������������������������������������������������������������������������������40
五浄香 つり糸なし ���������������������������������������������������������������������������39
500号ローソク 2本入���������������������������������������������������������������������27
コラボ線香アソートセット3F �������������������������������������������������������������10

さ
菜 12時間ボーティブ6個入 ������������������������������������������������������������22
菜 24時間ボーティブ6個入 ������������������������������������������������������������22
サクマドロップス ミニ寸線香 �������������������������������������������������������������� 9
桜茶キャンドル（小） ��������������������������������������������������������������������������� 7
さくら餅キャンドル ������������������������������������������������������������������������������� 5
ざるそばキャンドル ������������������������������������������������������������������������������ 6
三脚燭台 ����������������������������������������������������������������������������������������29
自然派 フリージアの香り 煙少香 �����������������������������������������������������35
自然派 フリージアの香り 煙少香 徳用大型 �������������������������������������35
自然派 ゆり バラ詰 �������������������������������������������������������������������������36
自然派 ライラック 大型バラ詰 ���������������������������������������������������������35
自然派 ライラック バラ詰 �����������������������������������������������������������������35
自然派 ライラック ミニ寸 �����������������������������������������������������������������35
七浄香 �������������������������������������������������������������������������������������������40
七浄香 つり糸なし ���������������������������������������������������������������������������39
12時間ボーティブ6個入 �����������������������������������������������������������������28
12時間ボーティブ台付 アセテート函入 ��������������������������������������������24
15号型 5インチハウスホールド ��������������������������������������������������������29
少煙 風樹 中寸 太筋 バラ詰 ���������������������������������������������������������41
少煙 風樹 長寸バラ詰 �������������������������������������������������������������������41
浄雅（蓮紫） ������������������������������������������������������������������������������������20
松竹梅 大型バラ詰 ������������������������������������������������������������������������34
松竹梅 十入 �����������������������������������������������������������������������������������34
松竹梅 中型バラ詰 ������������������������������������������������������������������������34
松竹梅 バラ詰 ��������������������������������������������������������������������������������34
精霊馬ローソク ��������������������������������������������������������������������������������� 8
植物性カートリッジ和蝋型 クリアカップ付 �����������������������������������������26
新・五浄香 つり糸なし ���������������������������������������������������������������������39
新・七浄香 つり糸なし ���������������������������������������������������������������������39
新グローキャンドル ���������������������������������������������������������������������������29
沈香 煙少香 桐箱入 ����������������������������������������������������������������������32
沈香 都の香 短寸 八把 桐箱 ���������������������������������������������������������41
新仙年香 大型バラ詰 ���������������������������������������������������������������������34
新仙年香 バラ詰 ����������������������������������������������������������������������������34
新仙年香 ミニ寸 �����������������������������������������������������������������������������34
信念香 300g入 �����������������������������������������������������������������������������30
進物 いろはあかり ���������������������������������������������������������������������������11
進物 いろはあかりS �������������������������������������������������������������������������12
進物 清蓮灯 �����������������������������������������������������������������������������������18
進物 清蓮灯（紫） ���������������������������������������������������������������������������18
進物用 葵乃舞 2種 ������������������������������������������������������������������������19
進物用 葵乃舞煙少香 2種�������������������������������������������������������������19
進物用 葵乃舞備長炭 束 桐箱入 ��������������������������������������������������19
進物用 沈香桐箱入 静寂 ���������������������������������������������������������������18
進物用 和光灯 蓮花 ����������������������������������������������������������������������20
進物 和遊 お線香セット ������������������������������������������������������������������16
進物 和遊 お線香と蝋燭セット ��������������������������������������������������������16
進物 和遊 和菓子キャンドルセット ���������������������������������������������������16
新蘭月 大型バラ詰 �������������������������������������������������������������������������35
新蘭月 バラ詰 ��������������������������������������������������������������������������������35
スイーツキャンドル ショートケーキ �������������������������������������������������������� 5
スイーツキャンドル プリンアラモード ���������������������������������������������������� 5
スイカキャンドル ��������������������������������������������������������������������������������� 4
すいかミニ寸線香（パウダー入）��������������������������������������������������������10
助六寿司キャンドル ガリ付 ���������������������������������������������������������������� 6
寿司キャンドル ���������������������������������������������������������������������������������� 6
寿司づくしキャンドルギフトセット ��������������������������������������������������������17
鈴峰 着火剤付 2束入 ��������������������������������������������������������������������38
ステーキキャンドル ����������������������������������������������������������������������������� 6
ステンレス香炉皿 ����������������������������������������������������������������������������38
線香つり台 �������������������������������������������������������������������������������������40
仙年香 大型バラ詰 ������������������������������������������������������������������������34
仙年香 進物用 �������������������������������������������������������������������������������33
仙年香 中型バラ詰 ������������������������������������������������������������������������34
仙年香 バラ詰 ��������������������������������������������������������������������������������34
ソフトクリームキャンドル ���������������������������������������������������������������������� 4

た
大3号蓮花 50 �������������������������������������������������������������������������������27
大10号蓮花 �����������������������������������������������������������������������������������27
大30号蓮花 �����������������������������������������������������������������������������������27
大30号蓮花 2本入 ������������������������������������������������������������������������27
台付華蓮（白） ���������������������������������������������������������������������������������23
台付ブロンマ 1個入 ������������������������������������������������������������������������23
台付ブロンマ 2個入 ������������������������������������������������������������������������23
台なしブロンマ ���������������������������������������������������������������������������������23
大ローソク3号 赤������������������������������������������������������������������������������ 3
大ローソク30号 赤 ��������������������������������������������������������������������������� 3
大ローソク60号 赤 ��������������������������������������������������������������������������� 3
長春香 300g入 �����������������������������������������������������������������������������30
勅香 300g入 ���������������������������������������������������������������������������������30
ティーライトティン10個入 �����������������������������������������������������������������28
ティーライトティン125個入 ��������������������������������������������������������������28
ディズニー／ルームインセンスギフト（香立て付） ��������������������������������18
ティンカップボーティブ����������������������������������������������������������������������28
手まり寿司キャンドル ������������������������������������������������������������������������� 6
陶製カートリッジ式本体リキッドロング用 ��������������������������������������������26
陶製カートリッジ式本体ミニ用 Dタイプ ���������������������������������������������26
桃花鳥（トキ） 白梅の香り ����������������������������������������������������������������32
どらやきキャンドル ������������������������������������������������������������������������������ 5
トラワックス ��������������������������������������������������������������������������������������30

な
ナイトライトキャンドル12 �������������������������������������������������������������������24
24時間ボーティブ台付 ��������������������������������������������������������������������24
24時間ボーティブ台なし ������������������������������������������������������������������24
24時間ボーティブ6個入 �����������������������������������������������������������������28
200号ローソク 40cm ��������������������������������������������������������������������27
ネオクリアカップ６ ����������������������������������������������������������������������������28

は
花街道 あんずの花の香りのお線香 �������������������������������������������������32
花街道 橙の花の香りのお線香 �������������������������������������������������������32
花づくしギフトセット（植物性）������������������������������������������������������������17
花は咲く フローラルの香りのお線香 ������������������������������������������������32
ハンバーグキャンドル�������������������������������������������������������������������������� 6
微煙 かれん 小型バラ詰 �����������������������������������������������������������������41
微煙 きらり 小型バラ詰 �������������������������������������������������������������������41
微煙 きらり 短寸 六箱 桐箱 ������������������������������������������������������������41
微香蘭月 大型バラ詰 ���������������������������������������������������������������������35
微香蘭月 バラ詰 �����������������������������������������������������������������������������35
微香蘭月 ミニ寸������������������������������������������������������������������������������35
非常用クリアカップローソク（マッチ付） ���������������������������������������������24
非常用コップローソク（マッチ付） ������������������������������������������������������24
100号蓮花 37�5cm ����������������������������������������������������������������������27
100号ローソク 37�5cm �����������������������������������������������������������������27
104号蓮花 2本入 �������������������������������������������������������������������������27
104号蓮花セット 20�5cm ��������������������������������������������������������������20
160番蓮花 2本入 �������������������������������������������������������������������������27
160番蓮花セット ����������������������������������������������������������������������������20
白檀 花月 バラ詰 ����������������������������������������������������������������������������35
白檀 松寿 短寸 八把 桐箱 �������������������������������������������������������������41
白檀 松寿 中型バラ詰 ��������������������������������������������������������������������41
白檀涼月6入 進物高級木箱 包装品 ����������������������������������������������33
白檀涼月8入 進物高級木箱 包装品 ����������������������������������������������33
不二家ネクター ミニ寸線香 �������������������������������������������������������������10
フルーツ詰合せキャンドル ������������������������������������������������������������������ 8
フローティング蓮あかり ���������������������������������������������������������������������23
北条義時 紫陽花の香りのお線香 ���������������������������������������������������32
ボーティブ（小）コップなし �����������������������������������������������������������������28
ボーティブ（大）コップ付 �������������������������������������������������������������������28
ボーティブ（大）コップなし �����������������������������������������������������������������28
ボーティブ（中）コップなし �����������������������������������������������������������������28
ボーティブガラスコップ（大） ��������������������������������������������������������������28
墓参セット1号5 ブリスターパック������������������������������������������������������37
墓参灯コップローソク（袋入） �����������������������������������������������������������38
ホットコーヒー ������������������������������������������������������������������������������������ 7
ボンタンアメ ミニ寸線香 ������������������������������������������������������������������10

ま
豆大福キャンドル ������������������������������������������������������������������������������� 5
三鈴香 極太巻 紫巻 1P ����������������������������������������������������������������38
三鈴香シトロネラプラス 中巻 2束入 ������������������������������������������������37
三鈴香 中巻 2束入 ������������������������������������������������������������������������37
三鈴香 中巻 3束入 ������������������������������������������������������������������������37
三鈴香 太巻 1束 ���������������������������������������������������������������������������37
三鈴香 太巻 2束入 ������������������������������������������������������������������������37
三鈴香 太巻 3束入 ������������������������������������������������������������������������37
三鈴香 太巻 10束入 ���������������������������������������������������������������������37
三鈴香 太巻 紫巻 ��������������������������������������������������������������������������38
三鈴香 細巻 4束入 ������������������������������������������������������������������������37
三鈴線香 茶ゴマ 2束入 �����������������������������������������������������������������38
みたらし団子キャンドル ����������������������������������������������������������������������� 5
ミニコーラ ミニ寸線香 ����������������������������������������������������������������������� 9
ミニジョッキ ��������������������������������������������������������������������������������������� 7
ミニ蓮玉 2個入り 台紙付き ������������������������������������������������������������23
深山紫 長寸バラ詰 ������������������������������������������������������������������������35
ミルキーの香りのミニ寸線香 �������������������������������������������������������������� 9
迎え火･送り火ローソク ���������������������������������������������������������������������� 8
麦焼酎ローソク ��������������������������������������������������������������������������������� 7

や
焼き芋キャンドル �������������������������������������������������������������������������������� 5
夕張メロンキャラメル ミニ寸線香 ������������������������������������������������������10
ゆめさき観音像 �������������������������������������������������������������������������������30
ゆり 花月 バラ詰 �����������������������������������������������������������������������������36

ら
らーめん横丁キャンドル ���������������������������������������������������������������������� 6
ラベンダーキャンドル ������������������������������������������������������������������������30
ラベンダーキャンドル ミニ �����������������������������������������������������������������30
蘭月 大型バラ詰 �����������������������������������������������������������������������������34
蘭月 長寸十入 ��������������������������������������������������������������������������������34
蘭月 バラ詰 ������������������������������������������������������������������������������������34
蘭舟香 長寸１把入 �������������������������������������������������������������������������35
リキッドキャンドルボトル（ミニ） �����������������������������������������������������������26
リキッドキャンドルボトル（ロング）��������������������������������������������������������26
緑茶キャンドル（小） ��������������������������������������������������������������������������� 7
レモンサワーキャンドル ����������������������������������������������������������������������� 7
蓮花セット ���������������������������������������������������������������������������������������20
蓮玉ローソクセット 琴 33�5cm �������������������������������������������������������20
蓮玉ローソクセット 雅（陶製燭台付） ������������������������������������������������20
蓮玉ローソク �����������������������������������������������������������������������������������23
蓮水香 白檀の香り／蓮ローソク（ピンク） �����������������������������������������17
蓮水香 白檀の香り／蓮ローソク（紫） ����������������������������������������������17
蓮水香 白檀の香り／蝋燭セット 桐 �������������������������������������������������17
ローカット ミニ����������������������������������������������������������������������������������29
ローがとれます ���������������������������������������������������������������������������������29
ロータスキャンドルホルダー クリア ����������������������������������������������������30
60号蓮花 2本入 ����������������������������������������������������������������������������27

わ
和菓子づくしギフトセット �������������������������������������������������������������������17
和華の雅 ����������������������������������������������������������������������������������������18
和華の雅 10分極寸 �����������������������������������������������������������������������31
和光灯 大 蓮／ムラサキ �����������������������������������������������������������������24
和光灯 蓮花 �����������������������������������������������������������������������������������24
和光灯 蓮花 台なし ������������������������������������������������������������������������24
和遊 10分蝋燭 ������������������������������������������������������������������������������14
和遊 彩いろは ��������������������������������������������������������������������������������16
和遊 缶キャンドル ���������������������������������������������������������������������������15
和遊 筒箱 ��������������������������������������������������������������������������������������13
和遊 平箱 ��������������������������������������������������������������������������������������14
和遊 ディフューザー ������������������������������������������������������������������������15
和ろうそく 1号 ���������������������������������������������������������������������������������25
和ろうそく 1号5 ������������������������������������������������������������������������������26
和ろうそく 2号 ���������������������������������������������������������������������������������25
和ろうそく 4号 ���������������������������������������������������������������������������������25
和ろうそく 12号 ������������������������������������������������������������������������������26
和ろうそく 24号 ������������������������������������������������������������������������������26
和ロー型（B） �����������������������������������������������������������������������������������25
和ロー型（C） ����������������������������������������������������������������������������������25
和ロー型（E） �����������������������������������������������������������������������������������25
ワンカップ大関 ミニ寸線香 ��������������������������������������������������������������10
ワンカップ大関ローソク ���������������������������������������������������������������������� 7
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カメヤマ謹製

和遊シリーズ

吟撰 仙年香シリーズ

ローソクのご進物

線香のご進物 ローソクと線香のご進物

￥
10,000

￥
5,000

￥
4,000

￥
3,000

￥
2,000

￥
1,000

カメヤマ謹製 孔官堂謹製 松竹堂謹製

￥
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00
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￥
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00
0

￥
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00
0

￥
1,

00
0
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微煙 きらり
￥3,000（税抜）

白檀 松寿
￥3,000（税抜）

伽羅 都の香
￥10,000（税抜）

御香 白檀 花月8入
￥3,000（税抜）

御香 白檀
花月6入

￥2,000（税抜）

白檀涼月6入
￥2,000（税抜）

御香 ゆり
花月6入

￥2,000（税抜）

御香 ゆり
花月8入

￥2,700（税抜）

白檀涼月8入
￥2,800（税抜）

和菓子づくしギフトセット
￥3,800（税抜）

花づくしギフトセット
￥3,000（税抜）

寿司づくしキャンドル
￥3,000（税抜）

蓮水香シリーズ
各￥3,000（税抜）

清蓮灯シリーズ
各￥2,000（税抜）

沈香桐箱入 静寂
￥3,000（税抜）

和遊 お線香セット
￥3,000（税抜）

進物 和遊
和菓子キャンドルセット

￥3,500（税抜）

和遊 お線香と蝋燭セット
￥2,500（税抜）

葵乃舞備長炭 束 
￥2,000（税抜）

和華の雅
￥3,000（税抜）

桜華の雅
￥4,000（税抜）

和遊 彩いろは
￥4,000（税抜）

吟撰 仙年香
8箱入

￥3,000（税抜）

吟撰 仙年香 蜜ろうそくセット
￥2,500（税抜）

吟撰 仙年香
絵ろうそくセット
￥3,000（税抜）

沈香 都の香
￥5,000（税抜）

御香 白檀 薫風使8入
￥5,000（税抜）

仙年香 進物用
￥1,500（税抜）

ご進物 価格一覧表

葵乃舞煙少香 2種
￥1,000（税抜）

葵乃舞 2種
￥1,000（税抜）

©DISNEY

ディズニー／ルームインセンスギフト
￥4,000（税抜）



45 46

5
分

10
分

短
寸
ダ
ル
マ

普
通
ロ
ー
ソ
ク
実
寸
表

四
号

豆
ダ
ル
マ

五
号

ダ
ル
マ

短
寸
ダ
ル
マ

10
分

5
分

七
号
五

小
ロ
ー
三
号

十
号

小
ロ
ー
五
号

十
五
号

小
ロ
ー
八
号

二
十
号

三
十
号

特
大
ダ
ル
マ

一
号

一
号
五

二
号

三
号


