株式会社

彫一

〒532-0023
大阪市淀川区十三東 1-17-23
TEL 06-6303-5521

FAX 06-6303-5522

MAIL choyi@mountain.ocn.ne.jp

お気軽にお問い合わせください
この度は彫一カタログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
本カタログ記載は取り扱い製品のごく一部です。カタログに記載のないサイズや仕上げのものでも在庫
がある場合がございます。また、ご指定のサイズや仕上げによるオーダーも承っております。
ご興味のある品物がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

・彫一 HP のお問い合わせフォーム
http://chokoku-ichiban.jp/contact.html

・メールによるお問い合わせ
choyi@mountain.ocn.ne.jp

・ファックスによるお問い合わせ

06-6303-5522
・電話によるお問い合わせ （定休日を除く 9:00～17:30）

06-6303-5521
・彫一 yahoo 店からのお問い合わせ
https://store.shopping.yahoo.co.jp/choyi/
彫一の Yahoo!ショッピング店、トップメニュー「お問い合わせ」から開く問い合わせページもご利
用いただけます。
（Yahoo へのログインが必要です）
商品販売も行っていますので、併せてご利用下さい。
お願い
お問い合わせされる商品名、商品が掲載されたページ番号と掲載箇所（例：三段目の右から
2 つめ など）を明示していただくとスムーズです。
よろしくお願いいたします。

〒532-0023 大阪市淀川区十三東 1-17-23

株 式 会 社

彫 一

TEL 06-6303-5521
定休日

FAX 06-6303-5522

土曜・日曜・祝日 年末年始
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塗り仏具

平成30年11月

寺用大型仏具木地・塗り完成品なども取り扱っています

紫檀竹型笏 尺一・尺二

漆塗金虫喰笏・払子の柄 白檀唐草入・黒檀・欅 笏
一尺・尺二

欅スリ漆唐草彫笏 尺八

つげｽﾘ漆龍彫笏 尺二

春慶塗笏 九寸

つげ霊芝型如意 28㎝
23㎝
つげ蓮型如意
紫檀銀線入笏 23㎝

本金蒔絵入払子の柄
七寸・一尺

沈朱払子の柄 一尺

漆塗堆朱風払子の柄

春慶塗払子の柄 七寸 黒檀般若心経入払子の柄 一尺

つげ龍彫払子の柄 七寸

白檀鳳凰彫払子の柄 34㎝

払子の毛 並編・針金巻上編

払子の毛(ヤクの毛)

龍彫・鳳凰彫 34㎝

﨔拭漆如意 尺七・尺八

株式会社 彫一

欅・紅木如意 30㎝

座象型香炉

黒塗金渕多用置台

巾30×16 H13㎝

巾45×25 H6㎝

仏具・仏像・木彫総合カタログ

平成31年11月版
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漆塗金虫喰角香炉 八寸 金虫喰内溜盛器 八寸・一尺・尺一

漆塗両山紋入絡子環
φ5.5㎝

琥珀調絡子環

貴石絡子環

φ5.5㎝

φ5.5㎝

木製溜塗 豆茶台
丸鈴台 2.5寸・2.8寸・3.0寸

漆塗金虫喰茶台 2.5寸

総金箔彩色入柄香炉

木製漆塗玉虫丸仏器台

長30.5

渕までH9㎝

株式会社 彫一

木製漆塗玉虫香合 三寸

木製溜・朱塗寛通型高月
3寸・3.5寸

1.5寸・1.7寸

漆塗金虫喰内溜高月
3寸・3.5寸・4寸

木製漆塗溜丸香炉台

木製漆塗仏膳ｾｯﾄ 六寸

3寸・3.5寸・4寸・4.5寸・5寸

引出し付

仏具・仏像・木彫総合カタログ

平成31年11月版
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うるみ塗花御堂
尺五・二尺・三尺

極彩FRP製 尺五花御堂用

樹脂白象台

白象台用ミニ花御堂

蓮華座象台 巾123×65 H85㎝

巾58×33 H42.5㎝

台巾25 柱内巾14高26 H45㎝

阿弥陀卓尺八 西・東型底板付

二段若葉机

若葉机 黒・朱

奥行20 H34-36.7cm

巾69 H52㎝

尺八・二尺・二尺三寸・二尺五寸

若葉机 三尺
巾90.5x36.5 H28.5-32cm

黒塗面朱経机 尺八

黒塗折畳み式二月堂机

中尊卓 二尺

中京管足経机 黒・朱
尺六・尺八

尺八・二尺・二尺五寸

上前彫花鋲卓

上前彫前卓

八ツ猪目鈴台<面金裏金>

壺繰鈴台<面金裏金>

3.5寸～7寸

八寸～二尺

3寸～5寸

3寸～4.5寸

総金箔彩色鳳凰華蔓

総金箔彩色鳳凰華蔓

貼りつけ木地 尺０～尺三

一枚板木地 尺０・尺三

漆塗金虫喰献茶湯器 尺一
菓子器 九寸

株式会社 彫一

京型手摺付鈴台 3寸～5寸

黒塗面金見台 3.5寸
ミゾ巾2.6cm

並見台 3寸

仏具・仏像・木彫総合カタログ

総金蓮花高月 4.5寸～6寸

若葉見台 2.5寸～4寸黒/朱
平成31年11月版
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朱塗登高座 向机巾四尺

朱塗回転式曲録 金具付

御影堂型西用登高座 礼盤巾2.1尺

朱塗隅切回転式曲録

阿弥陀堂型東用登高座 礼盤巾2.1尺

朱塗 唐草蒔絵付曲録 朱塗雪洞 八角平径24 H74㎝
座高56 巾82 H102㎝

朱塗丸ｻﾔ形若葉入鏧子台

朱塗立打丸ｻﾔ型若葉入鏧子台

六寸・八寸・一尺・尺一・尺二

朱塗箱壇 二尺
入浅 巾58×35 H17-25㎝
入深 巾60×45.5 H18-26㎝

黒塗両山紋入初寸膳
株式会社 彫一

一尺・尺一・尺二・尺三

黒・朱塗須弥壇
尺五 巾45.5×36.5 H22.7㎝
九寸 巾27 ×16.5 H12.5㎝

漆塗溜・朱 八寸膳

（コンセントなし）

朱塗別製鏧子・立打木魚台 黒塗折畳式多用途三尺机
尺三・尺五(棓置き付)

背高経机二尺 （黒・朱・金粉塗 三色）背高経机用椅子
巾60.5×33 H70㎝
座面41×30 H46㎝

カシュー塗溜・朱 八寸膳

仏具・仏像・木彫総合カタログ

朱塗三宝 八寸・一尺
平成31年11月版
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総金箔中央香台尺五
26×26 H45

総金箔常花 二尺五寸・三尺

総金箔本山型中央香台
33×33 H76.6

うるみ塗常香盤
16×16 H27cm

総金箔多宝塔
巾44 H92㎝

株式会社 彫一

31.5×31.5 H62㎝

無量寿額
31×47㎝

千倉座面金・三方金位牌 二重回面金位牌
5寸・6寸・7寸

両山紋蒔絵入中央香台

3寸・4寸

うるみ塗永平寺型香台
H76㎝

見真額
31×47㎝

朱塗茶湯器尺五
菓子器尺三

うるみ塗り簡易曲録
金具付

見真額木地
31×47 45×65cm

高足経机 二尺
巾61×35 H73-77㎝

溜塗開口板

黒塗面金箱台

漆乾漆大灰皿

巾45×66×3㎝

天板33.8×25.8 36×28 H12cm

φ27.5 H7.5cm

松材 多宝塔
尺二 巾44 H92㎝
一尺 巾38 H81㎝

松材 五重塔

榀材 ミニ三重塔

花梨木五重塔

台巾36.7 H123㎝ 小
台巾71.5 H181㎝ 大

屋根巾18 H40.5
台巾15.6cm

42×42×H95cm

仏具・仏像・木彫総合カタログ

平成31年11月版
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欅・欅調・唐木大型・小型仏具
寺用大型欅・欅調仏具も取り扱っています

欅六角雲型鏧子台 九寸・一尺

欅丸型鏧子台尺六 H72㎝

欅丸型木魚台尺九 H50㎝

欅木魚台 尺四～二尺

尺二・尺三・尺六・尺八・二尺

欅猫足通し前机 二尺五寸

欅両序牌十八枚
42×19㎝

欅春日経机 尺六・尺八 欅柱型賽銭箱 三尺五寸～四尺

欅四天王額
39×15㎝

欅立札
54×18.5㎝

欅調賽銭箱 一尺・尺二

欅二龍王額 金渕
39×15㎝

欅三宝 八寸～尺一

欅八寸膳

欅見台 尺六・尺八・二尺

欅立札 54×18.5㎝

欅須弥型香炉 八寸

欅角香炉 六寸～八寸

欅調角香炉 五寸・六寸

欅調手持付角香炉 七寸

欅献茶湯器 一尺～尺六
献菓子器 九寸～尺四

欅ミニ茶湯器 6.7寸
菓子器 5.1寸

欅丸香炉四寸 H6.5㎝

欅調丸香炉 φ11㎝

株式会社 彫一

仏具・仏像・木彫総合カタログ

平成31年11月版
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欅平安型中央香台 二尺五寸
39.5×39.5 H73.8cm

欅曲録（腕一本木）

欅京型中央香台

欅中央香台

二尺二寸・二尺五寸

尺八・二尺二寸・二尺五寸

鉄刀木曲録 布団付

欅丸鏧子台

座面巾60×45 H41 H3㎝ 内径尺三 H44㎝・六寸 H30㎝

欅 般若心経入摩尼車 大
φ36x16 巾52x45 H84.5㎝

欅山号額 普通型

巾36.5x31 H63㎝ 中
巾27.5x23.5 H48㎝ 小

欅礼盤 団扇浪板四方付き
巾81×61 H31㎝

欅須弥檀 九寸
巾27×15 H12cm

欅調みくじ箱 巾43x28 H20㎝
株式会社 彫一

欅調位牌壇 九寸
巾27.5×15.4 H12.2cm

欅香台 36×36 H69㎝

欅ｴﾝﾀｼｽ型灯篭 4.5尺・5尺

欅折畳み式焼香机
二尺五寸

欅塔婆立

欅舎利塔 巾40 H108㎝

欅八角灯籠台

欅焼香机 三尺

欅調結界 巾100 H89㎝

内径巾3尺 天地99㎝

欅調多用二段ヒナ壇

欅調 多用途台

巾48×28 H10-20㎝

69×69 H75.5㎝

仏具・仏像・木彫総合カタログ

欅調整理棚
棚巾63×45 H12㎝
平成31年11月版
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欅屋根付戒名紙入位牌 一尺

欅坊塔位牌

欅三重座位牌 彫なし

欅重ね両山紋 尺一 巾59㎝ くすｽﾘ漆 五七桐 尺三

くすｽﾘ漆 久我竜胆 尺三

欅蓋付丸香炉

欅丸香炉

欅花立

φ23.5 H27 おとしφ15㎝

φ18 H14.3 おとしφ11㎝

φ23.6 H35㎝

唸珠掛 H30・33㎝

榀材両山紋 八寸

欅ローソク台
台φ18 H68㎝

六寸・八寸・一尺・尺一・尺二

欅掛盤膳 椀付 一尺

欅金箔龍彫香盒 八寸

欅香合 φ26 H6.2㎝
株式会社 彫一

欅茶台 5寸
φ15 H13.5㎝

欅応量器四寸 刷・匙・箸付

欅調八寸香合

欅調ワンタッチ式香盒 2.5寸

欅切立型ワンタッチ式香盒

欅壺型ワンタッチ式香盒

2.5寸・4寸・5寸

2.2寸・2.5寸

榧ワンタッチ式香盒 φ7・11cm

仏具・仏像・木彫総合カタログ

欅調長押掛け
平成31年11月版
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欅・紫檀 折り畳み式塔婆立 欅携帯用見台 巾18 H16㎝
六枚立 長18㎝ H20㎝

欅六葉金具 2.6寸～4.5寸

欅六葉金具

唐木二本足見台 4寸

欅調 書見台

唐木家具調見台

唐木一本足見台

収納後 巾28.5×18.8㎝

3寸・3.5寸・4寸

3寸・3.5寸

唐木板型仏器膳
5寸・6寸・7寸

唐木長角仏器膳

黒檀・紫檀・欅

欅木地柝棒 一尺 H33㎝

5寸・6寸・7寸

欅木地竹型線香筒

唐木寛通型高月
3寸・3.5寸・4寸

欅調靴べら 台付 76.3㎝

φ2.6 短17.5㎝ 長30㎝

ヒバ立案内板 巾24 H120㎝

欅丸金台
巾14.4 穴5.6 H31-32㎝

欅調戒名紙入額 36×15㎝
（戒名紙別）

陳列棚 六点セット

松材 古いお札入れ

白木折畳式両面立札

板150×30 脚立150×39㎝

本体39.5×39.5 Ｈ62㎝

18.5×2.8 H48㎝

松材欄間 松竹梅

松材欄間 松鷹

松材欄間 竹橋風景

松材欄間 近江八景

60x11x1.5寸

60x11x1.5寸

60x11x1.5寸

60x11x2寸

株式会社 彫一

仏具・仏像・木彫総合カタログ

平成31年11月版
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木魚・鏧子・鳴物など

くす並彫木魚

くす龍彫木魚

純手打ち鏧子

朱塗面金 磬台

欅 立棓置台

黒・朱塗 立棓置台

柱内巾35 H36.5 総H68㎝

H36.3×21 H16.5㎝

H36.3×21 H16.5㎝

胴長太鼓 尺五・尺八

唐木調鈴棒台 三色

彫付尺二太鼓 本体のみ

欅棓置台 巾24.5㎝

8.2 H4.5㎝

欅木柾 尺一

喚鐘ｾｯﾄ H32 鐘φ10×15㎝

欅魚鼓 五尺

喚鐘 φ14.2 H25.5㎝

欅調 三本棓置台

欅 多用印金置台

巾25.5 H13㎝

φ1.8寸 H26～41㎝

欅双子印金台

片手使用印金1.8寸

巾44.8×17.8 H35.8㎝

長さ17.5～32.6㎝

ヒバ丸台六地蔵 尺五 台巾φ H71cm
株式会社 彫一

磨き鈴セット2.2寸

仏具・仏像・木彫総合カタログ

片手印金
鈴φ5.5 長15.6～31.5

石彫地蔵様 H47・77cm
平成31年11月版
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寺用、神社用、在家用彫刻など

寺用欄間

寺用欄間

彩色みこし彫

仏壇欄間・彫り・部品

白木神棚板

寺用欄間

天井花丸 一尺、尺五、尺八

欅神具ｾｯﾄ 9寸

寺用欄間

欅神楽 屋根巾82 総H121㎝

欅狛犬 3.5寸・5寸

くすきつね彫

欅雲字彫 5寸～8寸

ベニヤ雲字彫

二尺一寸・二尺三寸・二尺五寸

龍彫神鏡台 2.5寸

欅神鏡台 1.5寸～2.5寸

桐賽銭付みくじ箱

桐手掴み式みくじ箱

底31.7×25 H26.5㎝

25×25 H25㎝

胡床 巾44 H44cm

白木枡入エビス大黒
株式会社 彫一

桐念珠箱 七寸・八寸

神具ｾｯﾄ 中・小

おみくじ筒 辺6 平径10.5 H24㎝

欅雲型彫 巾29.5㎝

金蓮入湯呑 1.5寸・1.6寸・2寸

仏具・仏像・木彫総合カタログ

おみくじ棒 18㎝

破風彫

金蓮入仏器 大・中・小
平成31年11月版
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エビス大黒木彫など

くす大黒 巾58×H55㎝

くすエビス 巾58×H52㎝

欅エビス大黒 H30㎝

紫檀エビス大黒 H42㎝

古代色エビス大黒 H42㎝

古色エビス大黒 H42㎝

くすエビス大黒 H30㎝

つげエビス大黒 H11㎝

つげエビス大黒 H9㎝

つげエビス大黒 H4.5・6・7.5㎝

極彩大黒 H30.5㎝ 槐木大黒 H9㎝

くす大黒 H40cm

くす座エビス大黒 H21㎝

くすエビス大黒 H30.5㎝

くすエビス H52 42cm

ヒバ エビス大黒 H4.5㎝

極彩大黒 27x20 H48㎝ 銅製極彩大黒 H48㎝ くす古色大黒 H110㎝

くす大黒 巾23×16.4 H43㎝

株式会社 彫一

ヒバ大黒 本体H20 台H7.5㎝

くす大黒 H100㎝

つげ大黒 H12㎝

仏具・仏像・木彫総合カタログ

つげ大黒 H5.5㎝

つげエビス鯉上げ H17㎝
平成31年11月版
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在家用・寺用 仏像
(その他、白木・つげ・白檀各種類多数有ります)

白檀曹洞宗光背 三寸

白檀上彫眼入西立阿弥陀 七寸
総金泥書 H49㎝

白檀古代型大日如来

白檀立阿弥陀

白檀華蔓台大日如来 二寸

白檀聖観音

白檀座釈迦3.5寸 H35cm

白檀立不動明王

梢楠木（香木）仏像 眼入 本体截金入（座仏2寸・2.5寸、立仏3.5寸のみ）

くす白檀色仏像 眼入（座仏・立仏各サイズあり）

くす涅槃像木地 仏巾44×9 H12
台巾55×13 H2.5㎝

株式会社 彫一

桧 涅槃像 本体のみ
巾69.5×19.4 H23㎝

極彩涅槃像 仏巾44 H12
台巾56.5×16.2 H11㎝

仏具・仏像・木彫総合カタログ

茶壇仏像

銅製涅槃像
巾45.5×10 H17㎝

平成31年11月版
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つげ千手観音六寸 H40㎝

ヒバ千手観音 一尺 H67㎝ 総白檀千手観音 一尺 H65㎝ 極彩千手観音 尺九 H112㎝

つげ丸台聖観音 六寸

つげ八角台聖観音六寸

つげ十一面観音六寸

つげ不空羂索観音六寸

金泥書付 H32.5㎝

H40㎝ （梅花観音もあります）

金泥書付 H40㎝

H40㎝

つげ聖観音 八寸 H54㎝

つげ十一面観音 八寸 H54㎝ ヒバ聖観音 一尺 H67㎝ ヒバ十一面観音 一尺 H67㎝

つげ淡彩聖観音 一尺

ヒバ彩色聖観音一尺

ヒバ古色上彫聖観音 尺五

くす十一面観音 尺五

台巾25.5×23.5 H67㎝

台巾24×21 H67cm

台巾39 H98㎝

台巾35 H89㎝

くす聖観音 尺八
台巾47 H108㎝

株式会社 彫一

淡彩聖観音 尺八
H108㎝

ヒバ聖観音 二尺

ヒバ淡彩聖観音 二尺 くす聖観音 本体三尺

本体72 H130㎝

仏具・仏像・木彫総合カタログ

台巾48×41.5 H130㎝

H106cm
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淡彩梅花観音 四尺六寸

淡彩梅花観音 光背

淡彩梅花観音 台座

淡彩つげ梅花観音 六寸

本体 H166㎝

H207㎝

巾135 H56㎝

H38㎝ (木地もあります)

ヒバ慈母観音4.5寸
H22㎝

極彩龍観音 H64cm

銅製慈母観音
H29㎝

つげ角八角台立観音

つげ丸台聖観音

7.2寸H39・4.4寸H25㎝

8.7寸H40・6寸H27㎝

拭漆龍観音 H64cm

つげ聖観音 H8㎝

ヒバ三十三観音 本体H23～30 箱台付H11cm 名札付

つげ三十三観音 H8～11.5㎝
株式会社 彫一

飾り棚 H60㎝

樹脂聖観音 H8㎝

つげ三宝荒神四寸
H22㎝

つげ淡彩座釈迦

樹脂三十三観音 名札付 ヒバ帝釈天2.2寸
巾27～34 H33～63㎝
15.6×7 H22.5㎝

飾り棚 H49㎝

仏具・仏像・木彫総合カタログ

飾り棚 H42㎝
平成31年11月版
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淡彩半跏不動明王4.5寸
H38㎝ （木地もあります）

極彩半跏不動明王4.5寸

古代色半跏不動明王4.5寸

H38㎝

H38㎝

極彩立不動明王七寸
H42.6㎝

くす立不動明王

くす立不動明王 Aﾀｲﾌﾟ

ヒバ立不動明王

緑壇立不動明王

尺一 H62・尺八 H106・二尺 H115㎝

尺五 H88・二尺八寸 H165㎝

4.5寸・6寸

6寸 H34・7.5寸 H42㎝

極彩不動明王 尺一 H65㎝

極彩青不動明王 尺一 H65㎝

つげ極彩不動明王一尺 H61㎝ 極彩不動明王一尺 H61㎝

極彩青不動明王 尺五 Ｈ86㎝

極彩立不動明王 二尺 H122㎝

つげ不動明王三尊 4.5寸
H24.5㎝

くす・つげミニ半跏不動明王
H12㎝

株式会社 彫一

つげ立不動明王4寸

つげ不動明王 9.3寸 H50㎝

くす倶利伽羅剣龍

松材両龍神

H12・18㎝

H25.5cm 台12×18

仏具・仏像・木彫総合カタログ
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くす永平寺型四天王 8寸 H40・一尺 H48・尺二 H58・尺五 H72㎝

極彩永平寺型四天王 一尺H48・尺五H72㎝

極彩永平寺型四天王尺二 冠付 台付 総H76㎝

くす東大寺型四天王 尺五 H69㎝（極彩色もあります）

くす上彫金閣寺型四天王 尺二 H61㎝

ヒバ四天王 一尺

金泥書付 H46㎝

尺二四天王用台座 四天王木地用 ヒバ五大明王 (不動明王・降三世明王不足) H25.5㎝
32×24 H16.6cm
岩台・箱台

極彩四天王 本体26.5 台付 総H46㎝
つげ材 本体20.5 台付 総H33.3㎝

株式会社 彫一

仏具・仏像・木彫総合カタログ

くす役行者三尊 本体H26㎝

極彩随神 一尺
本体 H33.5 礼盤35×28H13cm
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欅拭漆四天王 尺五 頭上まで67 H89cm

榀一尺・尺二四天王 本体H35・H43㎝ 箱台付（※難点あり）

つげ白山権現七寸 H38㎝
台巾16.4×12㎝

ヒバ四天王 尺二

くす拭漆十六羅漢（内の4体） H48～50cm

極彩十六羅漢 （内の3体） H50㎝

極彩十六羅漢 （内の3体） H45㎝
株式会社 彫一

ヒバ妙見菩薩六寸
台巾26.5x19 H9cm

本体H40㎝ 箱台付

（※難点あり）

くす十六羅漢 （内の3体） H30・39・45㎝

くす古色十六羅漢（内の8体） H20㎝（木地H30cmもあります）

くす雲中供養菩薩52体セット H40～68cm
仏具・仏像・木彫総合カタログ
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くす仁王三尺六寸 H121・二尺六寸 H92cm

欅仁王 H61cm

極彩仁王 H64㎝

淡彩切金仁王 二尺二寸 Ｈ96㎝

くす仁王 H60㎝

くす迦葉・阿難陀尊者
尺八 台34×29H7 Ｈ68㎝

くす 藏王権現 尺四

ヒバ正義の女神

H70㎝

台12.5×12.8 H36.5cm

つげ仁王6.5寸 総H27cm

くす迦葉・阿難陀尊者
尺五 Ｈ54㎝

くす毘沙門天
6.5寸 H29・尺一 H48・二尺 H90㎝

極彩毘沙門天 二尺 A

極彩毘沙門天 二尺 B

古代色毘沙門天 二尺

H90㎝

H90㎝

H90㎝

株式会社 彫一

くす仁王 H30・51・68㎝

仏具・仏像・木彫総合カタログ

極彩仁王 H51㎝

ヒバ僧形八幡神 3.5寸
丸台 16xH5.5総H22cm

淡彩毘沙門天 尺一
H48㎝

古代金色毘沙門天二尺
H90cm
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極彩阿修羅

淡彩阿修羅 本体H48

極彩阿修羅（木地もあります）

古代色阿修羅

尺九 H85㎝

台巾19.5×16 H4.5㎝

本体H48㎝

本体H48㎝

白木烏枢沙摩明王 六寸

淡彩烏枢沙摩明王 六寸

極彩烏枢沙摩明王 六寸

台16×11.5 H34㎝

H34㎝

H34㎝

ヒバ 韋駄天

極彩韋駄天 八寸

白木跋陀婆羅尊者 六寸

極彩跋陀婆羅尊者 六寸

六寸 H33・八寸 H43㎝

台21.5×15.5H43㎝

台16.5×11.7 H30㎝

H30㎝

ヒバ天神様六寸 台付

くす最上稲荷 巾18×H16㎝

台湾桧修行童子 H34㎝

くす韋駄天 四寸
H21㎝

総金箔修行童子 H34㎝

本体H23 総H36㎝

ヒバ・つげ日蓮上人

株式会社 彫一

つげ弘法大師

ヒバ弘法大師六寸 座高型
巾29x21.3H33.5cm

仏具・仏像・木彫総合カタログ

ヒバ弘法大師六寸 座低型
巾37.4x25H32.5cm
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淡彩風神・雷神 本体H60㎝

極彩茶吉尼天 総Ｈ40cm
本体H33 台巾29×21 H7㎝

くす弁財天 八寸
頭上までH40㎝

極彩茶吉尼天 総H30㎝

極彩日蓮上人 尺五

本体Ｈ25 台巾 23×17.5 H6cm 本体H51 台73.5×44 H42.5㎝

極彩弁財天八寸
頭上までH40㎝

ヒバ丸台弁財天 四寸
丸台φ16 H5 頭上までH22cm

ヒバ八大龍王 六寸 H26.5・一尺 H44.5㎝

くす八大龍王 H27㎝
株式会社 彫一

白檀観音勢至菩薩

古代色風神・雷神 本体H60㎝

仏具・仏像・木彫総合カタログ

極彩日蓮上人 尺五
本体H51 台70×40 H30㎝

ヒバ五劫思惟阿弥陀
3.5寸 台φ16.7 H34.8㎝
5寸 台φ25 H51.5㎝

賓頭盧尊者 うるみ色 H50㎝

賓頭盧尊者 木地 H60㎝
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総金箔座弥陀八寸

総金箔大日如来八寸

巾40 H80.5㎝

巾40 H73㎝

ヒバ座釈迦・座弥陀 六寸
台巾30.5 H63㎝

尺三 台巾38 H91㎝

ヒバ座釈迦・座弥陀 八寸

ヒバ大日如来 一尺

台巾38.8 H78.5㎝

H101 台巾50㎝

くす大日如来 八寸
台巾40 H64㎝

淡彩丸台阿弥陀三尊
本尊二尺二寸 H127 脇尺八H102cm

16号溜上置仏壇

鎌倉彫・桐ミニ厨子

巾34 奥行30 H50㎝

巾21.5×18 H30㎝

巾9.4x6.6 H23.5㎝

ヒバ座釈迦一尺

光背 唐草H87 天人H84 台巾49cm

ヒバ大日如来八寸

株式会社 彫一

金箔本山型西立阿弥陀 鋳物総金箔西型立阿弥陀2.3寸

光背 唐草H110 天人H105 台巾50cm

つげ八角台立阿弥陀

ヒバ華蔓台立阿弥陀
一尺 H77㎝

極彩千手観音尺三
総金箔千手観音九寸
台巾 20.5 H57cm

台巾34.3 H86cm

欅木地呂厨子
内径 24.5×17.8 H38cm

仏具・仏像・木彫総合カタログ

ヒバ淡彩座釈迦五寸
台巾24×21 H52cm

欅厨子
内径 巾32×16.5 H36cm
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極彩十二神将 一尺

極彩十二神将 八寸 箱台・名札付 H39㎝ (内の3体)

H39㎝（内の3体）

極彩十二神将 六寸
H24㎝（内の3体）

くす十二神将 八寸

くす十二神将 八寸

榀十二神将 (内の一体)

H36㎝ (内の3体)

H45㎝(内の一体)

本体H60㎝ 箱台付 （彩色加工用）

つげ馬頭観音 三寸
H15㎝

淡彩半跏弥勒菩薩

極彩半跏弥勒菩薩

古代色半跏弥勒菩薩

ヒバ座馬頭観音 二寸

H60㎝（木地もあります）

H60㎝

H60㎝

台巾10 H20.8㎝

くす剣竜 H78㎝

倶梨伽羅剣竜

剣竜 H78㎝

くす立日蓮 尺一

榀材毘沙門天三尊 尺二

H87㎝

総H64㎝ （多少難点あり）

H25・H30㎝

龍眼木十八羅漢彫 巾90㎝
株式会社 彫一

くす龍彫 巾88㎝
仏具・仏像・木彫総合カタログ

くす龍彫 巾49×11 H20㎝
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極彩達磨・極彩大権

極彩達磨・大権

身長尺二 椅子巾30×29.5 H53㎝

淡彩 達磨・大権修理菩薩

身長二尺二寸 椅子巾42.5 H82㎝

身長尺五 巾33×25 H60㎝

くす僧形文殊 尺三（入浅型）

ヒバ僧形文殊尺三
台巾58×32 H16.5cm

極彩瑩山・道元 身長尺九 巾43 H75.6cm

巾40×17.5 H39.5㎝
台巾49×23 H14㎝

くす一本木彫 僧形文殊

ヒバ 拭漆僧形文殊

くす拭漆僧形文殊 尺三

本体H65㎝ 台巾87×47 H19㎝

本体H50㎝ 台巾78×41 H46㎝

台巾54×32 H17㎝（木地もあります）

淡彩僧形文殊 台付
尺二 台巾55×34 H18.3㎝

極彩僧形文殊 台付
尺二 台巾55×34 H18.3㎝

極彩十三仏額 巾48 H103㎝

道元一代記額 二枚組

枠内45.5×95.5㎝

巾86 H150㎝

株式会社 彫一

くす僧形文殊
一尺・尺三

親鸞聖人一代記 二枚組
巾127 H188㎝

仏具・仏像・木彫総合カタログ

台付

古代色僧形文殊 尺三

くす僧形文殊六寸 H26㎝
台巾27×14 H7cm

ヒバ烏枢沙摩明王額
25×36×2㎝
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ヒバ五龍不動明王 9寸

極彩倶利伽羅不動 尺五

古色倶利伽羅不動 尺五

紅壇・くす倶利伽羅不動

台巾21.5×14 H59.5㎝

H95㎝

H101㎝

H67㎝

淡彩座不動明王3.5寸

ヒバ座不動明王 六寸
H46.5㎝

H32.5㎝

極彩座不動明王 尺二 極彩座不動明王 五寸
H71㎝

H42.5 台巾21.7×20.7㎝

くす巻光背座不動明王 九寸
H88 台巾41.5×41.5H28cm

くす如意輪観音 八寸
H67㎝

くす座不動明王 九寸
H85 台巾41.5×41.5H28cm

くす開山祖
つげ青面金剛6寸
身長52 椅巾43×22.5H76.3 台14.7×8 H31.5cm

黒くす一葉観音

くす一葉観音

銅製一葉観音

銅製一葉観音

巾70×34 H41㎝

巾54 H28㎝

巾60 H45.5㎝

巾60 H45.5㎝

ヒバ丸台座仏 1.8寸

ヒバ丸台立阿弥陀 3寸

白檀観音様立

H14.7 増台H3.4cm

φ8H20.5 増台φ8.2H3.4cm

H24.5㎝

株式会社 彫一

仏具・仏像・木彫総合カタログ

樹脂座龍観音
幅32 H45㎝
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くす白檀色阿弥陀三尊

ヒバ座阿弥陀三尊 截金付 光背十三仏入

古色普賢文殊菩薩六寸

本体6寸 脇4.5寸 H68.5㎝

本尊 6.3寸 3.1寸 脇5.2寸 2.5寸

台巾37.5×21.6 H76.5cm

極彩誕生仏 六寸
H60㎝

樹脂誕生仏
H8・24㎝

ヒバ聖徳太子 身長16㎝

くす二宮尊者 本体H31

椅子巾13.2×8.5 H20㎝

台巾19.5×15.5 H14㎝

くす一本木彫拭漆 持国寺型狛犬

彩色永平寺型狛犬

本体H62 台55×32 H4.5㎝

本体33×55 H67㎝ 台41×73 H19㎝

木製 お参り椅子
巾41.5×40 座高37㎝

木製 背付き椅子 総H73㎝ 欅調背もたれ付き本堂椅子
座面H38㎝
座面巾42×40 座高36㎝

ヒバ狛犬
巾18-21前後37-41 H38-40cm

畳付き本堂椅子

欅調本堂椅子

松材椅子

松材手すり付椅子

H36㎝

H37・47・57㎝

小 32.5x27.4 H28.6㎝
大 45.2x30.2 H33.2㎝

座面 巾47×29 H37㎝
外寸 巾51.5×29 H54.5㎝

株式会社 彫一

仏具・仏像・木彫総合カタログ
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真言宗

桧本尊立札 曹洞宗

浄土宗

浄土真宗本願寺派

浄土真宗大谷派

天台宗

札巾8.5 台巾11.5×5.5 H22.5㎝

臨済宗

日蓮宗

大黒天

不動明王三尊

つげ真言十三仏立札

つげ聖徳太子立札

巾8.6×2.5 H16.6㎝

巾8.6×3 H16.5㎝

札巾8.5 台巾11.5×5.5 H22.5㎝

ヒバ願叶地蔵
巾11.7 H21㎝

くす半跏地蔵 六寸 H46cm

ヒバ祈願成就地蔵
巾11 H21㎝

くす立地蔵 尺五 H80㎝

ヒバ福耳福徳地蔵
φ10.5 H20㎝

くす立地蔵 一尺 H45㎝

ヒバ諸願聞き耳地蔵
巾12 H20㎝

松材水子地蔵 尺一 H54㎝

白木合掌地蔵

白木水子地蔵

榀地蔵様のみ

榀 賽銭箱付地蔵様 H14㎝

台座φ5.5 H14.5㎝

φ5.5 H14.8cm

H11cm

台29×15 総H33.5㎝

株式会社 彫一

仏具・仏像・木彫総合カタログ
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白檀七福神 H5㎝

つげ七福神 H5・7㎝

つげ色付七福神 H20㎝

くす七福神 H20㎝

くす色付七福神 H30㎝

つげ丸彫七福神

つげ一刀彫七福神

H10.5cm

H16cm

(難点あり)

つげ一刀彫 各型

つげ高砂夫婦

欅 丸型ミニ厨子

つげ蓮型お守り H10.2㎝

H17 25 30cm

H12.5㎝

巾9.3×8.4 H12.5 枠内巾5.8 H7㎝

φ5.3 本体1.1寸H4.4㎝

くす地蔵様
H30㎝

つげ ミニ仏像2.6寸 H12.5～15.5㎝

白檀・つげ八体仏お守り香合

白檀厨子入八体仏

白檀厨子入仏像

つげ八角三開仏 大・中・小

つげ丸型ミニ三開仏

巾4.0 奥行3 H6㎝

H4.5㎝

H23.5 ・ 20 ・ 17㎝

φ5.1 H10㎝ 真言宗

十三仏
株式会社 彫一

阿弥陀三尊

薬師三尊

仏具・仏像・木彫総合カタログ
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その他

野点傘 三尺五寸

傘・旗立台

野立傘など

クリスタル五具足

腕貫 30目 長・中・短

45.3×45.3 H47 穴φ3.9㎝

ダーク色供物台 2.5寸・3寸

百万塔 φ9.8H22cm

麻里木十八羅漢 H6㎝

白檀粉末 1㎏

後付行李

いぐさ円座

32×24×9.6㎝

φ60 厚4.6㎝

手書き天井花丸絵

琳派風金・銀箔蒔絵画
109×79.5㎝

座 蒲
七寸・一尺・尺一・尺二

つげ独鈷 15.5㎝

仏旗 大 133×190
中105×146/小30×45㎝

欅五鈷杵 16㎝

刺繍参考

底φ2 H10㎝

白木五鈷杵（並） 14㎝

ヒバ両面彫六文銭

両山紋入マジックフック

洮硯 達磨大師

φ3 厚0.8㎝

巾7.5×7.7㎝

巾22×14 H3.5㎝

株式会社 彫一

つげ淡彩常花

仏具・仏像・木彫総合カタログ
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紙製すだれ調掛軸

正信念仏偈

般若心経 47×90㎝

32×75㎝

陶器仏像 線香立て付 各型
台巾15×8 総H20㎝

花まつりのぼり 七歩蓮華

陶器香炉 佛手
H26㎝

白木五輪塔
H18.5 φ7.8㎝

金仏壇用天井花丸

景徳鎮陶器一輪挿し
4.5×3.5 H10

青磁小皿 φ7.5 H3.5cm

白檀扇子

三葉蟲化石８点ｾｯﾄ
株式会社 彫一

文字入

白木布袋 H29.5㎝

丈180×巾60㎝

陶器香炉 観音
H26.5㎝

銅製ローソク台
皿までH30㎝

木根っこ台 各サイズ

5・6・7㎝

くす招き猫
H30cm

釉玉夜光盃
φ10 H6.5

書道用品ｾｯﾄ 単品各種類

クリスタル 3Dレーザー彫刻入

漢白玉獅子 6.5×8.7 H15.5㎝

石製般若心経入摩尼車
φ尺二 台42.5×50㎝

樹脂製品

仏足石 浮き彫り

仏足石 彫り込み

仏足石 セパレート

巾25×29 H9㎝

巾25×29 H10㎝

片足巾17.5×8 H3㎝ 板付

仏具・仏像・木彫総合カタログ
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