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井上仏壇
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火曜日、
第１・第３水曜日定休

国道8号線「地蔵町」交差点を西（琵琶湖方面）へ。近新家具（KINSIN）さんが目印。
そして最初の信号を左折してください。

Copyright© All rights reserved by 井上仏壇

検査合格仏壇製造に信頼と自信があります。

仏壇・仏具の購入・買い替え・洗濯・洗浄・修理、何なりとお気軽にご相談下さい。相談は無料です。ご来店予約もお気軽にどうぞ！

きれいなお店でごゆっくりご覧下さい。

お客様
アンケート

仏壇を購入・修理された141名様へ調査（複数回答）

なぜ当店を選ばれましたか？

※購入者の98.6％が「誰かに紹介したい」と回答しています。

回答数の30％が販
売面において当店
への信頼・知識と提
案力を、20％が製
造面において仏壇
の高品質・手造りを
ご購入の理由として
挙げておられます。
販売・製造両輪を評
価いただき、本当に
感謝申し上げます。

「失敗しない仏壇選び－金仏壇編－」
「失敗しない仏壇選び－唐木・家具調仏壇編－」
「失敗しない仏壇の洗濯」

ご希望の方に井上仏壇作成の
小冊子を進呈します。

【安心保証】
購入から最長10年間、洗濯から３年間
の無料修理をお約束する「保証書」をお
付けします。（当店、保証規約に基づきます。）

【安心納得】

【安心品質表示】
新調も洗濯もウソ偽りなく使った材料・
仕様を公開した「仏壇仕様品質書」を
お付けします。（一部の仏壇を除く）

新
春ありがとう　　大感謝祭

営業時間
10：00～17：30

〒522‐0031 滋賀県彦根市芹中町50番地
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大駐車場完備

◆彦根仏壇組合 合格壇とは、

彦根仏壇組合
合格壇の焼印

彦根仏壇組合合格壇
検査合格書

彦根仏壇®証紙

期間中300万円以上のお仏壇をご成約くださいましたお客様が下
取りのお仏壇をお持ちの場合、古いお仏壇への感謝・供養の意を
込めて、どんなお仏壇でも10万円で下取りさせていただきます。

3つの安心ポイント！井上仏壇で
仏壇を買う

その1

その2

その3

ご本尊に仏像を選ぶ方が増えています。
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。尊像受書 仏壇安置例

大型 小型金仏壇・唐木仏壇・家具調仏壇など豊富に展示しております。展示本数100本！

仏壇産地ならではのきびしい品質基準

阿弥陀如来立像（点検仏）

本山にて点検を受けた点検仏は、他にはない崇高な
仏像であり子々孫 ま々で受け継がれる価値があります。点検仏の案内

1月6日木～
2月20日日

保　証　書

ご購入日より ５ 年間 540万円仏具付税込み

特別価格（展示品各宗派1本限り）

桜花〈お東〉4尺3方開き
外形寸法：高176ｃｍ 巾124ｃｍ 奥行79ｃｍ［１間仏間用］

は地域団体商標（商標登録第5556028号）です。正面表面仕上げ台輪・大戸：漆仕上げ（天然漆手塗り）

〈お西・浄土宗・禅宗・各宗派用もございます〉
原産国：日本（彦根）

「 」

当店通常価格 6,380,000円

職人が手掛けた手造り仏壇を大奉仕!!
彦根仏壇組合合格壇

木地 漆塗 納品

仏壇公正取引協議会会員 彦根仏壇事業協同組合加盟店　伝統的工芸品「彦根仏壇」　及び地域団体商標 製造店「 」®

組合が取り決めた材料や仕様の基準で手造りしたお仏壇です。伝統的工芸品と同様に、組合へ書
類（職人さんのサインと捺印が必要です。）を申請し、書類審査と検査委員が実際に品質検査し、合
格したお仏壇です。焼印・検査合格書・彦根仏壇証紙によって品質が保証されています。

こだわりの材料
塗っていない所には、杉使用。たっぷり
無垢材木地。見える所はもちろん、塗る
と材料がわからない部分にも無垢材を
使用しています。見えない所も手を抜き
ません。

特徴１

天然漆手塗り
現在多く使用される樹脂塗料のスプ
レー塗りとは違う、天然漆特有の深み
のある色艶が長年保ちます。

特徴２

手造り金箔、漆押し
量産品のようにピカピカせず、落ち着き
のある金閣寺のような金箔本来の黄金
色に輝きます。

特徴３

無垢材手彫り彫刻
当店のお仏壇はプラスティックではなく
すべて無垢材手彫り彫刻を使用してい
ます。ご安心ください。

特徴４

手彫り金具
銅・真鍮板にタガネを金づちで打ち、彫
を入れます。扉金具には、手彫り金具を
使用。耐久性が違います。

特徴５

手描き蒔絵
当店のお仏壇は印刷蒔絵ではなくすべ
て手描き蒔絵です。蒔絵筆を使って漆
で描き、そのあと金粉を蒔きます。貝が
入っています。

特徴６

どんなお仏壇でも10万円で下取り買い換え
応援特典

新年あけましておめでとうございます。 おかげさまで井上仏壇は創業120年を迎えました。 
そして、私もこの仕事に就いて早や30年が経ちました。私は、仏壇製造並びに販売に対する経験値が上がり、お客様から信頼され
る充実期だと思っています。創業当初からの伝統である品質重視を日々心掛けております。
さて、仏壇はここ10年で様変わりをしました。家具調仏壇を代表とする多様な仏壇が出現しました。
従来の子々孫々まで家宝となる金仏壇の購入や修理を考えている方にとっては、どこに相談すればよいのか？
もう威風堂々とした金仏壇は造っていないのか？とお困りではないでしょか。
このチラシは、そのようなお客様にご満足していただくため、私ども金仏壇の造り手の思いを込めて作成しました。今後さらに仏
壇職人が減少し原材料の高騰が進みますので、今が最良の購入や修理タイミングだと思います。じっくりご覧いただき、ご来店・ご
一報を心よりお待ちしております。ご満足のいく仏壇選びを必ずお手伝いいたします。 井上仏壇　店主　井上　昌一

いのうえ　   しょういち

1967年8月15日生まれ  54歳　　2人の子供が巣立って妻と2人暮らし　趣味：プロ野球観戦（主にテレビで阪神戦）、トレッキング　一言：夫婦仲良く仕事も余暇も楽しんでいます。プロフィール

紹介で15･6年前に洗濯をしましたが仏間が１間で三方開
があまり利用がないので前開だと丈夫でよいかなと思っていた。
地元の仏壇屋が来たり製造元へ見学など案内され聞いたり
したが、やはり最後は井上さんの話が細かくきっちりと話して頂き
間違いないかと思いお願いをした。
白木から作成してもらい途中２回位見せてもらい やっと出来上
り暮れに入れて頂きました。
親切でいい社長と思っています。
朝夕毎日お礼申し上げ参いらせて頂いています。

■店主・店員の
　印象の良さ

8.6%
（55人）

12.4%
（79人）

17.9%
（114人）

10.2%
（65人）

9.1%
（58人）

7.2%
（46人）

6.1%
（39人）

7.9%
（50人）

2.7%

3.6%

4.2%

2.4%

2.4%

■豊富な提案を
　してくれた

■職人がつくる
　こだわり仏壇だったから

■仏壇品質の
　良さ

■アフターサービスの良さ

■製造直売だから

■広告や
　ホームページを見て

■伝統的工芸品の承認数や
　合格仏壇の数が多い

■紹介者があった

■値段が安かったから

■知人・親戚が買っていた ■以前から知り合い

■その他

■気に入った
　仏壇があったから

5.2%

組合
合格壇

三重県
桑名市

丹羽様
御堂造り
〈お東〉

七曲り仏壇街

良い仏壇をお値打ちに買いたい方へ
全展示仏壇10~30％　割引大謝恩価格で売りつくし

お詫び：これから造る仏壇は、金や木材などの高騰により値引きができません。展示品がお得！



スポットライト（LED）で
ご本尊が浮かび上がります。

無 料！ ７つ のアフターサービス

購入から最長10年間、
洗濯から３年間の無料
修理をお約束する「保
証書」をお付けします。

（当店、保証規約に基づきます。）

仏具をご購入の際来店
不要！！  無料出張販売致
します。

処分にお困りの古仏具
などを無料で供養・処
分させていただきます。

お得な特典・情報が載っ
た「手造り新聞」を無料
で年数回お届けします。

無料で
仏壇・仏具・
仏事などの
お困り事の
ご相談にのります。

新調も洗濯もウソ偽り
なく使った材料・仕様を
公開した「仏壇仕様品
質書」をお付けします。

（一部の仏壇を除く）

無料でいつでも仏壇・
仏具の診断にお伺いし
ます。

アフターフォロー
も万全

安心を
お届けします

信頼を
お届けします

供養もします 仏事の事で
教えて！

無料出張販売 お得な特典・情報
お届け

故人が
喜ぶ

掃除 洗浄 洗濯・修復

作業内容は？ お客様宅へ専門スタッフ2名が
お伺いして、仏壇・仏具を掃除します。

仏壇を持ち帰り、※分解して、特殊な洗浄剤で洗い
ます。基本的に塗り・金箔は現状のままで、ススや
油煙などの汚れを落として、再度組み立てます。
簡易な塗り・金箔直しは含まれます。

従来の洗濯は、これにあたります。仏壇を持ち帰
り、すべて分解⇒洗浄⇒木地直し⇒塗り⇒金箔押
し・金具メッキ⇒組立を行う作業です。
古い塗り・金箔は使用しません。

塗り・金箔をやり直すか？ 塗り部分のみ掃除、金箔部分は、
毛バタキで払います。

塗り・金箔共に洗浄のみ。ある程度の色艶は戻り
ます。塗り・金箔の部分的な追加修理も可能です。

すべて塗り・金箔をやり直します。
新品同様の色艶になります。

金具に金メッキするか？ 現状のまま 洗浄のみ（追加で金メッキ加工も可能） 全ての金具に金メッキ等の加工

蒔絵を描き直すか？ 現状のまま 洗浄のみ（追加で描き直しも可能） 全ての蒔絵を描き直し（お値打ちコースのみ剥げ
ているところのみ描き直し）

期間は？ 約3時間 最短 3ヶ月～ 最短 4ヶ月～
費用は？
仏壇巾120cmの価格 27,500円～ 800,000円～

※ハーフコース 485,000円～
2,200,000円～

（期間限定価格）

構造の耐久性向上は？ そのまま 基本そのまま
（追加で心配な箇所の補強・交換も可能）

向上
木地の反りや割れ・虫食いなどを交換

仕上がり具合は？ きれいになりますが、掃除なので、限
界があります。

汚れはすべてなくなり、きれいになります。しか
し、新品同様の色艶には戻りません。キズや凹み、
金箔の剥げた箇所は、じっくり見るとわかります。

新品同様に生まれ変わります。
買い替えたかと思うほど、きれいになります。
以前気になったキズや凹みはありません。

その後の状態は？ 放置すれば、数年で元に戻ります。 20年程度で元に戻ります。 50年以上
こんな仏壇におすすめ 購入・洗濯して30年未満 購入・洗濯して30年以上 購入・洗濯して50年以上

　　　ひと言 LEDへの交換や障子の紗の貼り替え
等を一緒に行うことがおすすめ 気になるところの追加修理がおすすめ 洗濯の仕上げ方で4つのコースを用意

掃除 洗浄 洗濯・修復

作業内容は？ お客様宅へ専門スタッフ2名が
お伺いして、仏壇・仏具を掃除します。

仏壇を持ち帰り、※分解して、特殊な洗浄剤で洗い
ます。基本的に塗り・金箔は現状のままで、ススや
油煙などの汚れを落として、再度組み立てます。
簡易な塗り・金箔直しは含まれます。

従来の洗濯は、これにあたります。仏壇を持ち帰
り、すべて分解⇒洗浄⇒木地直し⇒塗り⇒金箔押
し・金具メッキ⇒組立を行う作業です。
古い塗り・金箔は使用しません。

塗り・金箔をやり直すか？ 塗り部分のみ掃除、金箔部分は、
毛バタキで払います。

塗り・金箔共に洗浄のみ。ある程度の色艶は戻り
ます。塗り・金箔の部分的な追加修理も可能です。

すべて塗り・金箔をやり直します。
新品同様の色艶になります。

金具に金メッキするか？ 現状のまま 洗浄のみ（追加で金メッキ加工も可能） 全ての金具に金メッキ等の加工

蒔絵を描き直すか？ 現状のまま 洗浄のみ（追加で描き直しも可能） 全ての蒔絵を描き直し（お値打ちコースのみ剥げ
ているところのみ描き直し）

期間は？ 約3時間 最短 3ヶ月～ 最短 4ヶ月～
費用は？
仏壇巾120cmの価格 27,500円～ 800,000円～

※ハーフコース 485,000円～
2,200,000円～

（期間限定価格）

構造の耐久性向上は？ そのまま 基本そのまま
（追加で心配な箇所の補強・交換も可能）

向上
木地の反りや割れ・虫食いなどを交換

仕上がり具合は？ きれいになりますが、掃除なので、限
界があります。

汚れはすべてなくなり、きれいになります。しか
し、新品同様の色艶には戻りません。キズや凹み、
金箔の剥げた箇所は、じっくり見るとわかります。

新品同様に生まれ変わります。
買い替えたかと思うほど、きれいになります。
以前気になったキズや凹みはありません。

その後の状態は？ 放置すれば、数年で元に戻ります。 20年程度で元に戻ります。 50年以上
こんな仏壇におすすめ 購入・洗濯して30年未満 購入・洗濯して30年以上 購入・洗濯して50年以上

　　　ひと言 LEDへの交換や障子の紗の貼り替え
等を一緒に行うことがおすすめ 気になるところの追加修理がおすすめ 洗濯の仕上げ方で4つのコースを用意

掃除 洗浄 洗濯・修復

作業内容は？ お客様宅へ専門スタッフ2名が
お伺いして、仏壇・仏具を掃除します。

仏壇を持ち帰り、※分解して、特殊な洗浄剤で洗い
ます。基本的に塗り・金箔は現状のままで、ススや
油煙などの汚れを落として、再度組み立てます。
簡易な塗り・金箔直しは含まれます。

従来の洗濯は、これにあたります。仏壇を持ち帰
り、すべて分解⇒洗浄⇒木地直し⇒塗り⇒金箔押
し・金具メッキ⇒組立を行う作業です。
古い塗り・金箔は使用しません。

塗り・金箔をやり直すか？ 塗り部分のみ掃除、金箔部分は、
毛バタキで払います。

塗り・金箔共に洗浄のみ。ある程度の色艶は戻り
ます。塗り・金箔の部分的な追加修理も可能です。

すべて塗り・金箔をやり直します。
新品同様の色艶になります。

金具に金メッキするか？ 現状のまま 洗浄のみ（追加で金メッキ加工も可能） 全ての金具に金メッキ等の加工

蒔絵を描き直すか？ 現状のまま 洗浄のみ（追加で描き直しも可能） 全ての蒔絵を描き直し（お値打ちコースのみ剥げ
ているところのみ描き直し）

期間は？ 約3時間 最短 3ヶ月～ 最短 4ヶ月～
費用は？
仏壇巾120cmの価格 27,500円～ 800,000円～

※ハーフコース 485,000円～
2,200,000円～

（期間限定価格）

構造の耐久性向上は？ そのまま 基本そのまま
（追加で心配な箇所の補強・交換も可能）

向上
木地の反りや割れ・虫食いなどを交換

仕上がり具合は？ きれいになりますが、掃除なので、限
界があります。

汚れはすべてなくなり、きれいになります。しか
し、新品同様の色艶には戻りません。キズや凹み、
金箔の剥げた箇所は、じっくり見るとわかります。

新品同様に生まれ変わります。
買い替えたかと思うほど、きれいになります。
以前気になったキズや凹みはありません。

その後の状態は？ 放置すれば、数年で元に戻ります。 20年程度で元に戻ります。 50年以上
こんな仏壇におすすめ 購入・洗濯して30年未満 購入・洗濯して30年以上 購入・洗濯して50年以上

　　　ひと言 LEDへの交換や障子の紗の貼り替え
等を一緒に行うことがおすすめ 気になるところの追加修理がおすすめ 洗濯の仕上げ方で4つのコースを用意

洗濯・修復の工程

※洗浄・洗濯共に、お客様に満足いただける仕上がりになるように各工程で検証・検品をくり返しています。

洗濯後（納品）木地直し
白く写っているところが、木地
交換部分です。金箔はすべて
剥がしています。

お寺様による、お遷仏（お
性根抜き）後、引取りに伺
います。

塗り直し
すべてを塗り直したところ
です。これから金箔を押し
ます。

組み立て
すべての部品を集
めて、組み立てま
す。

火曜日、第１・第３水曜日定休
営業時間／10：00～17：30

仏壇を「きれい」にする方法には、いろいろあります！

仏壇を「きれい」にする無料出張相談を実施中。結局、依頼しなくてもOK。
まずは、お気軽に 井上仏壇 0120-557-552 まで ご一報下さい。

※洗浄ハーフコースは、扉・障子等の手前部分のみ分解します。

井上仏壇では、ご予算ときれいにしたい度合いに合わせて3つの「きれい」をお選びいただけます。

洗浄
事例

T様 滋賀県彦根市
浄土真宗本願寺派（お西）

洗浄前（引取り）

金箔押し 蒔絵 組立

洗浄後（納品）

《洗浄の基本コースに加え、下記の修理を行いました。》
・木地直し：塩分箇所の交換（地福・中段下ツカ・長押など）、
　　　　　　ねずみ喰い箇所の埋め木（雨戸框・台輪引出しなど）
・塗り直し：上下台輪正面、台輪引出し正面・中敷・下段・長押・
　　　　　　側板木目出し正面・須弥壇天場・木地直し部分など
・金箔直し：雨戸・障子及び上記塗り直し箇所など
・金具の金メッキ及び色付け加工（色付けは雨戸金具）

白く見えている箇所
（地福・中段下ツカ）は

木地を交換

3つのポイント
仏壇の産地彦根で創業120年！ 圧倒的な実績と経験！

丁寧な仏壇診断に基づいた適切な「きれい」をご提案！

高品質な修理を中間マージンがなくお値打ちに実現！

お仏壇の修理は、仏壇製造直売の
井上仏壇に任せると安心な

1

2

3

仏壇製造販売歴30年以上の仏壇仏具に精通した店
主井上が、直接お客様宅に伺い、仏壇を拝見しお客
様の仏壇への思いをお聞きしした上で、適切なご提
案とお見積りをその場で出させていただきます。

地元滋賀県はもとより、
三重県・岐阜県・京都府・
大阪府にも多数の販売・
修復実績があります。

仏壇造りに350年以上の歴史を持つ産地
彦根の伝統技術を使った高品質な修理を
行います。新調仏壇の製造品質で修理も
行います。製造直売なので、中間マージン
なしでお値打ち価格を実現しています。

店主井上は、仏壇修理の管理・組立から
お客様へのご提案まで一貫して行い、
お客様の思いを職人に直接伝えます。

伝統産業協会賞受賞
（直近の全国伝統的工芸品仏壇仏具展）

修復実績（一部）

井上仏壇に安心してお任せください
確かな伝統技術で選ばれている創業120年の

仏壇製造直売

お仏壇の修理をどのお店に頼めばいいかお悩みの方へ

販売実績（一部）

保証書 仏壇仕様品質書

仏壇を「きれい」に
する方法について
詳しくはこちらから

よく目立つ正面部分や塩分で青錆が出ているところを
中心に、基本の洗浄にプラスして修理を行いました。
これで、見栄えは洗浄だけより断然よくなりました！

電話

0120‐557‐552年数回
発行

洗濯前（引取り）


