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手元供養のための

遺骨ペンダント・ミニ骨壷
手元供養のための

遺骨ペンダント・ミニ骨壷

大切な思いをかたちに・・・ あのひとへの思いを形に・・・大切な思いをかたちに・・・ あのひとへの思いを形に・・・



亡き後も、大切なあの人を身近に感じていたい。

亡くなったあの人と一緒に行きたかった場所へ・・・

そんな思いを叶えてくれるお骨を入れて身に付ける

メモリアルアクセサリー。

カロートペンダント

「カロート®」とはお墓のお骨を納める石室を意味しカロート®
ペンダント・カロート®ブレスレット・カロート®リングなどの
カロート®は、未来創想による商標です。
※商品写真は、実物と多少イメージが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

　愛する人を亡くした時、

人は生きる気力すらなくしてしまうことがあります。

このようなとき、故人の遺骨をペンダントや指輪などに納めて身につけたり、

装飾された小さな骨壷を身近に置くことで、

一人ではないと実感することができます。

宗教観に縛られることなく身近な場所で、

または手元で自由な形で故人を想い偲ぶ事が手元供養です。

残された人のお気持ちを大切にして手元供養は生まれました。

形式にとらわれない

自由で新しい供養のかたち
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シルバー925

お骨の納め方

ロートを差し込み、支えながら
お骨を納めます。納骨口が小さい
ので、納める際に付属のようじを
お使いください。

お骨を納めたらネジ口に付着したお骨
を取り除き、外したネジ側に付属のネジ
ゆるみ防止剤を均一に塗り、ネジを締
めてください。

01 02 0403

ネジフタをはずします。
※ペンダントトップを傷つけないために、
柔らかい布を下に敷いて作業をすることを
おすすめします。

お骨を入れたら、遺骨ペンダントを軽く揺
すってください。お骨を入れては揺する作業
を繰り返していくと、スムーズにお骨を納め
ていただくことができます。

※ネジゆるみ防止剤が
完全に固まるまでに約１日
かかります。固まったのを
確認してから身に着ける
ことをおすすめします。

亡きひとへの変わることなき思いを大切にしていただきたいからのこだわり

亡きひとへの思いと共に永く大切に使っていただけるようにと、当社のシルバー製ペンダントはメッキをあえてせず

無垢のままで仕上げをしています。シルバー製品は磨くことで輝きが戻る素材。ヨーロッパでは代々永く

受け継がれてきました。汚れや変色は優しくシルバー磨き用クロスで磨き上げることで、柔らかい輝きが戻ります。
※ペンダントやブレスレットチェーンの切れやネジの緩みによる紛失等の責任は負いかねますのでご了承ください。

Simple type

アワーグラスF

サイズ：幅12×高30×厚12mm
※高さにチェーン通しを含む
重　さ：１２g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-202S  ¥28,600（税込）

クローバーG 

サイズ：幅15×高24×厚6mm
重　さ：10g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-167S  ￥25,000（税込）

アウェアネス・リボンH 

サイズ：幅11×高35×厚5mm
重　さ：9g（チェーン含む）

商品番号 K-195S  ￥25,000（税込）

ハートA 

サイズ：幅16×高2６×厚5mm
重　さ：9g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-107S  ￥25,000（税込）

涙のしずくB 

サイズ：幅12×高21×厚12mm
※チェーンを通す穴は3mm
重　さ：10g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-121S  ￥25,000（税込）

スウィングティアC 

サイズ：幅13×高25×厚6mm
重　さ：9g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-201S  ￥25,000（税込）

スティックダブルI 

サイズ：幅7×高35×厚7mm
上部口径 4mm 深さ１０mm
下部口径 2.5mm 深さ１2mm
※チェーンを通す穴は3mm
重　さ：10g（チェーン含む）

商品番号 K-170S  ¥28,600（税込）

天使の輪J

サイズ：幅26×高26×厚6mm
※太さ1mm×50cmの革紐付
重　さ：13g（黒い革紐を含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-180S  ￥25,000（税込）

星D 

サイズ：幅18×高26×厚9mm
重　さ：11g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-133S  ￥25,000（税込）

クロスE 

サイズ：幅13×高28×厚5mm
重　さ：7g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-102S  ￥25,000（税込）

チェーンについて

クラシックハートA 

サイズ：幅15×高24×厚6mm
重　さ：10g（チェーン含む）

商品番号 K-158S  ¥25,000（税込）

銀十字B 

サイズ：幅15×高29×厚5mm
重　さ：11g（チェーン含む）
ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-148S  ¥25,000（税込）

悠久C 

サイズ：幅21×高30×厚7mm
重　さ：１２g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-160S  ¥25,000（税込）

グラスシリンダー シルバーD 

サイズ：幅12×高58×厚12mm
内部の透明シリンダーサイズ：
内径5.5×高26mm（フタ除く）
重　さ：25g（チェーン含む）

商品番号 K-127S  ¥25,000（税込）

グラスシリンダー いぶし銀E 

サイズ：幅12×高58×厚12mm
内部の透明シリンダーサイズ：
内径5.5×高26mm（フタ除く）
※太さ2mm×長さ60cmの合成皮革ひも付
重　さ：25g（合成皮革ひも含む）

商品番号 K-128S  ￥25,000（税込）

月１A 

サイズ：幅16×高2６×厚6mm
※高さにチェーン通し含む
重　さ：9g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-203S  ¥25,000（税込）

月２ キュービックジルコニア付B

サイズ：幅16×高2６×厚6mm
※高さにチェーン通し含む
重　さ：10g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-204S  ¥28,600（税込）

月3C 

サイズ：幅20×高2６×厚6mm
重　さ：11g（チェーン含む）
ゴールド/ホワイトゴールド作成対応

商品番号 K-205S  ¥28,600（税込）

Moon type

Antique type

シルバー925（ロジウムメッキ
加工）50cmのチェーン付き

受注生産のためお時間がかか
ります。価格は時価となります。

ネジを手でひねって開けるタイプのペン
ダントにはドライバーは付属しません。

ゴールド製品について

付属品

A 

B

C

C

B
A

A 

B
C

D

E

F

G

H

I
J

E ※刻印不可

D※刻印不可

カロートペンダント／Si l v e r 9 2 5 カロートペンダント／Si l v e r 9 2 5
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ステンレス

やすらぎ１  ￥22,000（税込）A 
アジャスターなし 商品番号 K-961ST
アジャスター付 商品番号 K-961AST

やすらぎ2  ￥22,000（税込）B 
アジャスターなし 商品番号 K-962ST
アジャスター付 商品番号 K-962AST

やすらぎ3  ￥22,000（税込）C 
アジャスターなし 商品番号 K-963ST
アジャスター付 商品番号 K-963AST

チェーンについて 付属品

やすらぎ、ボールシリーズに付属して
いるチェーンは共通です。

シンプルなデザインに合うなめらかでつややかな輝き・・

永く多くの方が持ちやすいように

アレルギーが起こりにくいステンレスで、ペンダントをお作りしました。

ボールシリーズ共通　
￥15,000（税込）

アジャスターなし 商品番号 K-971～975ST
アジャスター付  商品番号 K-971～975AST

やすらぎ

ロンド

ボールシリーズ

やすらぎシリーズ全て共通
材　質：ステンレス（アレルギーを引き起こしにくい
　　　  医療用にも利用されているSUS316Lを使用）
サイズ：幅15×高26×厚6mm　ネジ穴口径：直径3mm
重　さ：20ｇ（チェーンを含む）
※チェーンはアジャスターなし（50ｃｍ）か
アジャスター付（50+8ｃｍ）のいずれかを、お選びください。

ボールシリーズ全て共通
材　質：ステンレス（アレルギーを引き起こしにくい
　　　  医療用にも利用されているSUS316Lを使用）  
サイズ：幅12×高22×厚8mm（アメリカンフットボール:幅9×高22×厚8mm）　
重　 さ：7ｇ（チェーン含む）
※チェーンはアジャスターなし（50ｃｍ）かアジャスター付（50+8ｃｍ）の
いずれかを、お選びください。

ARKのお骨の納め方

最後にネジをしめます。
※小さいネジですので、しめすぎないように
ご注意ください。

フタを下へスライドさせてペンダ
ント本体からはずします。お骨や
遺髪を納めます。ネジ穴には
入れないように注意してください。

付属のドライバーを使って上側
のネジからはずします。フタには
上下がありますので確認してく
ださい。

図の水色部分に付属のネジ止め
剤を塗り、フタを溝に合わせスラ
イドさせて閉めます。

01 02

0403

A 

サッカーボール

ベースボール

アジャスター付き

アジャスターなし

アークスリム

バスケットボール

アメリカンフットボール
ゴルフボール

C

B

A 

B

C D

カロート部

ARK［アーク］ブラック  ￥28,600（税込）C 

サイズ：幅17×高30×厚7mm　内寸：幅8×高17×深2ｍm

細チェーン50cm/重さ23ｇ（チェーン含む） 商品番号 K-903ST
太チェーン60cm/重さ30ｇ（チェーン含む）商品番号 K-904ST

アーク共通 材質：ステンレス（アレルギーを引き起こしにくい医療用にも利用されているSUS316Lを使用）

アーク

ARK

B
A

C

チェーンについて 付属品

チェーンの長さは3種類
からお選びいただけます

チェーンについて 付属品
太さは３タイプ（左から
極細、細、太）。スリムに
は極細が付属します。
そのほかは細か太から
お選びいただけます。

レースB 
商品番号 K-980L 
￥25,000（税込）

シンプルA
商品番号 K-980S 
￥22,000（税込）

キュービックジルコニア レースC 
商品番号 K-980CZL  ￥27,000（税込）

キュービックジルコニア シンプルD 
商品番号 K-980CZS  ￥25,000（税込）

ロンドシリーズ　
材　質：ステンレス（アレルギーを引き起こしにくい
　　　  医療用にも利用されているSUS316Lを使用）  
サイズ：幅24×高30×厚7mm　ネジ穴口径：直径17mm
重　 さ：13～15ｇ（チェーンの長さにより異なる）

ARK[アーク]ステンレス  ￥28,600（税込）B 

サイズ：幅17×高30×厚7mm　内寸：幅8×高17×深2mm

細チェーン50cm/重さ23ｇ（チェーン含む） 商品番号 K-901ST
太チェーン60cm/重さ30ｇ（チェーン含む） 商品番号 K-902ST

ARK[アーク］スリム  ￥28,600（税込）A

サイズ：幅12×高33×厚7mm　内寸：幅5×高17×深2ｍm
極細チェーン50cm/重さ15ｇ（チェーン含む）商品番号 K-940ST

50cm
60cm
70cm

K-971 サッカーボール K-97２ アメリカンフットボール

K-97３ ベースボール K-975ゴルフボールK-974 バスケットボール

カロートペンダント／Sta i n l e s s カロートペンダント／Sta i n l e s s
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チタン

A

B

C

D

B

A 

C

B

A

アジャスター付き
アジャスターなし

細チェーンタイプ

金属アレルギーの方やアクセサリーに馴染みのない方にもおすすめ

軽くて強いチタン製のペンダント。長期保管に適した素材です。

NEW YORKペンダント タイプ1C
¥28,600（税込）
サイズ：幅８×高32×厚8mm　ネジ径：4mm
材  質：純チタン/純チタンチェーン付
アジャスターなし50cm/重さ7ｇ（チェーン含む）   商品番号 K-802TP
アジャスター付50+8cm/重さ7ｇ（チェーン含む）  商品番号 K-802ATP

NEW YORKペンダント タイプ２D
¥28,600（税込）
サイズ：幅８×高34×厚8mm　ネジ径：4mm
材  質：純チタン/純チタンチェーン付
アジャスターなし50cm/重さ6ｇ（チェーン含む）   商品番号 K-803TP
アジャスター付50+8cm/重さ6ｇ（チェーン含む）  商品番号 K-803ATP

プリズム  ¥28,600（税込）B

サイズ：幅８×高34×厚8mm　ネジ径：3mm
材  質：純チタン/純チタンチェーン付

アジャスターなし50cm/重さ10ｇ（チェーン含む）
商品番号 K-810TP
アジャスター付50+8cm/重さ10ｇ（チェーン含む）
商品番号 K-810ATP A 細チェーンタイプ

長さ21cm  商品番号 B-805L
長さ19cm  商品番号 B-805M
長さ17cm  商品番号 B-805S

 B 太チェーンタイプ
長さ21cm  商品番号 B-806L
長さ19cm  商品番号 B-806M
長さ17cm  商品番号 B-806S

NEW YORKブレスレット　
¥28,600（税込）
カロート部：幅８×高33×厚8mm　ネジ径：4mm
材質：純チタン　重さ：6～8g

A,B

ニューヨーク

NEW YORK

ファミリア共通
材　質：純チタン/純チタンチェーン付
サイズ：幅7×高33.5×厚7mm
　　　  アジャスターなし50cm/重さ5ｇ（チェーン含む） 
　　　  アジャスター付50+8cm/重さ5ｇ（チェーン含む）
※石の色、アジャスターなしかありかを選べます。  

A ホワイト  ¥28,600（税込） 商品番号 K-851
B レッド    ¥28,600（税込） 商品番号 K-852
C ブルー    ¥28,600（税込） 商品番号 K-853

ホワイト

アジャスターなし　
商品番号 K-851TP/852TP/853TP　　　
アジャスター付　　
商品番号 K-851ATP/852ATP/853ATP

ファミリア

FAMILIA

プレーン

P L A I N

レッド ブルー

スティック  ¥28,600（税込）A

サイズ：幅7×高34×厚7mm　ネジ径：3.5mm
材  質：純チタン/純チタンチェーン付

アジャスターなし50cm/重さ6ｇ（チェーン含む）
商品番号 K-820TP
アジャスター付50+8cm/重さ6ｇ（チェーン含む）
商品番号 K-820ATP 

チェーンについて 付属品

ふたを開けたところ チェーンの太さ 留具部分

細

太

チェーンについて 付属品

プリズムのみドライバー
が付属します。

チタン製品について
当社のチタン製ペンダント・チェーンはチタンの中でもアレルギー
が起こる可能性が低い素材である「純チタン」を使用しています。
チタンは、変色しにくく、軽くて丈夫な金属で、汗に溶け出しにく
いため、金属アレルギーはほとんど起こらないと言われています。
医療用の人工関節などにも使用されています。

ファミリア、プレーンに付属している
チェーンは共通です。

アジャスター付き

アジャスターなし

カロートペンダント／Ti t an i um カロートペンダント／Ti t an i um
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アズールコレクション カロート念珠

亡くなったあのひとのカケラと思い出を封じ込めていつも一緒に・・

遺骨を封じ込めてお創りするセミオーダー製のアクセサリー

特殊な樹脂で閉じ込めることで完全防水となります。

老若男女を問わずお使いいただけるブレスレットタイプのお骨入れ。
伸縮性のあるゴムタイプと、アジャスター付きのワイヤータイプの２種類がございます。
カバーはお好きな色を選んでいただけるよう、６色ご用意いたしました。
※カロート部内部に納骨用のシリンダーをお付けしています。

ワイヤータイプ
商品番号 JW  ¥25,000（税込）
A

ゴムタイプL
商品番号 JL   ¥25,000（税込）
B

ゴムタイプM
商品番号 JM  ¥25,000（税込）
C

カロート念珠共通
周径サイズ目安：ゴムタイプM約18cm L約21cm　
　　　　　　　 ワイヤータイプ約19～23cm
カロート部サイズ：直径10×長30mm　
内部シリンダーサイズ：直径5×長18mm
カロート部材質：ステンレス、ゴムパッキン
内部シリンダー材質：ステンレス、シリコンゴム
カバー部材質：ステンレス、エポキシ樹脂
念珠の石は水晶8mm玉

カバーカラー

レッド
（色番03）

ブラック
（色番02）

ホワイト
（色番01）

ライトブルー
（色番05）

グリーン
（色番06）

ロイヤルブルー
（色番04）

念珠が切れるということは「災難を逃れた」と申しますが、紛失等には
十分お気をつけください。また、ゴムが切れる等の修理につきましては、
内部シリンダーをお手元に置いて、ご購入店にてご相談ください。

アズールカロートペンダント共通
材質：（台座部分）シルバー925 （カロート部分）特殊樹脂、
シルバー925 （ロジウムメッキ）50ｃｍチェーン付
アズールカロートリング共通
材質：（台座部分）シルバー925 （カロート部分）特殊樹脂
アズールRシリーズ共通
材質：（台座部分）シルバー925 （カロート部分）特殊樹脂、
シルバー925（ロジウムメッキ）50ｃｍチェーン付

A AZULハート

サイズ：幅22×高28×厚4mm　重さ：8ｇ
商品番号 AZ-101  ¥70,000（税込）

B AZULダイヤ

サイズ：幅23×高40×厚4mm　重さ：10ｇ
商品番号 AZ-104  ¥80,000（税込）

C AZUL星

サイズ：幅22×高33×厚4mm　重さ：8ｇ
商品番号 AZ-102  70,000（税込）

D AZULスクエア

サイズ：幅13×高41×厚5mm　重さ：13ｇ
商品番号 AZ-103  ¥80,000（税込）

E AZULサークル

サイズ：幅19×高39×厚4mm　重さ：17ｇ
商品番号 AZ-105  ¥80,000（税込）

FAZULリング

サイズ：11号・13号・15号・17号　カラー部：高5mm
商品番号 KR-01  ¥58,000（税込）

AZUL Rシリーズ（ハートR）G

サイズ：幅16×高26×厚4mm　重さ：6ｇ
商品番号 AZ-201  ¥58,000（税込）

AZUL Rシリーズ（星R）H 

サイズ：幅19×高25×厚4mm　重さ：6ｇ
商品番号 AZ-202  ¥58,000（税込）

付属品

アズールコレクションについて
※アズールコレクションをご注文いただく際は、マリンブルー、エメラルドグリーン、アンバー、ワインレッド、ブラックの５色からご希望の色をお申し付けください。
※作成後の色変更、樹脂のグラデーションの入り方の変更、デザイン変更、リングサイズの調整はできません。
※当社よりご遺骨を送っていただくためのカプセルをお送りします。
※カタログ掲載写真はあくまでも見本となります。いずれもグラデーション仕様で遺骨が見えます。
※ひとつひとつ手作業のため、色合いや表情は作成毎に微妙に異なりお骨の入り方も異なります。その点をご了承の上ご検討ください。

※ネジは接着していただいてもゆるんだり、はずれる恐れがあります。また、チェーンは劣化や事故により切れたりはずれたりすることがあります。
　チェーンが切れるなどしてペンダントトップを紛失されたことに対しての補償はできかねますので、十分注意して身につけていただきますようお願いいたします。
※体質によってかゆみ、かぶれ等が生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、ご使用を中止し、専門医にご相談ください。
※強度の負荷や衝撃を与えますと破損する恐れがありますので、お気をつけください。激しい運動や就寝時ははずしてください。
※変質する場合がありますので、長時間水分に浸潤させないでください。入浴の際ははずしてください。大切なご遺骨を納めるペンダントです。
　アクセサリーとして以上の丁寧なお取り扱いをお願いいたします。その他修理・ご相談等は、お気軽に当社までご連絡ください。

カロートペンダント、ブレスレット、念珠に故人のお名前やお好きな言葉をお入れします。

英数字（大文字・小文字ご指定可）20文字まで   ￥4,０00（税込）

※ローマ字、数字の字体はゴシック体です。 ※.（ドット）-（ハイフン）/（スラッシュ）などは文字数に入りません。
※漢字、ひらがな、カタカナも承ります。（お名前など5文字程度） ※戒名、特殊文字、記号、旧字などをご希望の場合は、別途ご相談ください。
※文字入れをご希望の場合はご注文から約2週間後の配送になります。 ※セミオーダー品のため刻印後の変更、返品はお受け出来ません。
※念珠は印字剥げの原因となりますので、消毒用エタノールやアルコール等の薬品類が印字部分につかないようご注意ください。

大切な思いを刻む、文字入れサービス（有料オプション）

チェーンについて カラー

カロートペンダントのお取扱いについて

A 

B

C D
E

G

H

F

A 

B

C

エメラルドグリーン

マリンブルー

AZULペンダント
チェーン

AZUL Rシリーズ
チェーン

アンバー ブラック

ワインレッド

ワイヤータイプ ゴムタイプL ゴムタイプM

開けたところ

カロートペンダント／AZUL co l l e c t i o n カロート念珠
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シンプルクラシック全色共通  
サイズ：最大幅47×高75mm　口径：25mm　重さ：308g  
内容量：40cc　材質：真鍮

シンプルクラシック

Simple classic

ミスティシルバー
商品番号 T-502
¥18,000（税込）

ミスティゴールド
商品番号 T-503
¥18,000（税込）

マットブラック
商品番号 T-501
¥18,000（税込）

いつでも一緒に…を叶える丈夫でシンプルなカラー＆デザインのミニ骨壷

大切な方の遺骨を自分の手元において祀りたい・・

そんな思いを持たれる方が増えています。

その思いに彩りをそえて生まれた小さなサイズのミニ骨壷。

お骨を納めたミニ骨壷を置いてお祈りするスペースを演出する、

コンパクトでおしゃれな祈りのステージをご提案しています。

※ミニ骨壷には専用のステージ・メモリアルプレート付もご用意しています。（P14）

ミニ骨壷＆祈りのステージ

パステル

Pastel マカロンみたいな可愛いカラーで愛しい思いをカタチにできる片手サイズのミニ骨壷

片手に収まるサイズ

ふたを開けたところ

パステル全色共通  
サイズ：最大幅47×高75mm  
口　径：25mm　重さ：308g  
内容量：40cc　材質：真鍮

パープル
商品番号 T-404 
￥18,000（税込）

片手に収まるサイズふたを開けたところ

ピンク
商品番号 T-401 
￥18,000（税込）

ホワイト
商品番号 T-402 
￥18,000（税込）

ブルー
商品番号 T-403 
￥18,000（税込）

専用の
飾り箱で
お届けします。

ホスタ

H o s t a

ホスタ全色共通
サイズ：最大幅29.5×高61.5mm　口径：9mm　
重　さ：146g　内容量：3cc　材質：真鍮
各色ともスワロフスキー付、ホーニング加工(梨地加工)

スワロフスキーをあしらった存在感のある小さな骨壷

ホスタゴールド
商品番号 H-01 
￥20,０00（税込）

ホスタシルバー
商品番号 H-02 
￥20,０00（税込）

ホスタピンクゴールド
商品番号 H-03 
￥20,０00（税込）

ネジフタを開けた
ところ(ゴールド)

当社で一番小さな
ミニ骨壷です

スワロフスキーが
アクセントに

パールブレッシング
全色共通  
サイズ：最大幅50×高80mm  
口  径：20mm  重さ：218g　
内容量：80cc  材質：真鍮

パールブレッシング

ホワイトB
商品番号 T-901B
￥11,800（税込）

ホワイトS
商品番号 T-901S
￥11,800（税込）

ブラック
商品番号 T-902S
￥11,800（税込）

真珠のような光沢、クラシック・モダンの洗練されたミニ骨壷

手のひらに
収まるサイズ

ふたを
開けたところ

ブラウン
商品番号 T-903B
￥11,800（税込）

ラベンダー
商品番号 T-904S
￥11,800（税込）

ミニ骨壷
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七  宝

グランブルー

Grand Blue
earthカラーと生物をモチーフにした骨壷

グランブルーサイズ一覧 シャインフラワー,ピース/最大幅52×高75mm  口径：35mm
パピヨン,メープル/最大幅48×高74mm　口径：24mm
サンフラワー,ブルーム/最大幅48×高74mm　口径：33mm 
重さ：190～200g　内容量：50～60cc　材質：真鍮

シャインフラワー
商品番号 T-701 
￥11,800（税込）

ピース
商品番号 T-702 
￥11,800（税込）

パピヨン
商品番号 T-703 
￥11,800（税込）

サンフラワー
商品番号 T-705 
￥11,800（税込）

メープル
商品番号T-704 
￥11,800（税込）

ブルーム
商品番号 T-706
￥11,800（税込）

ふたを開けたところ

手のひらにすっぽりと
収まるサイズ

ティアドロップ

Teardrop
エレガントに輝く涙のしずく型の骨壷

ティアドロップサイズ一覧  
最大幅50×高77×
厚み38mm  
口径：15mm　重さ：220g　
内容量：30cc　材質：真鍮

ゴールド
商品番号 T-801 
￥11,800（税込）

ふたを
開けたところ

手のひらに乗る
こぶりなサイズ

納骨口は喉仏も
入る大きさです。

両手で包み込める
サイズ

納骨用クロスを
セットして喉仏を
納めてください。

細かいお骨や
遺品用に袋も
お付けしています。

いおり

I o r i
納骨しやすいシンプルな円柱形のミニ骨壷

いおりサイズ一覧 
カルネ、パウダーブルー/直径約7.5cm×高さ約9cm 口径：約7cm 深さ内寸：約5.5cm
グリッタ、ダークブラウン/直径約7.5cm×高さ約7.5cm 口径：約6.3cm 深さ：約6.3cm
※それぞれ底面クッション材入
重　さ：126ｇ　内容量：喉仏を入れられるサイズ(200cc)
材　質：本体／メッキ加工スズ銅板・合成樹脂塩化ビニール、
中のクッション材／ポリウレタン、納骨クロス／サテン(ポリエステル)

カルネ
商品番号 T-601  
￥8,800（税込）

パウダーブルー
商品番号 T-602  
￥8,800（税込）

グリッタ
商品番号 T-603  
￥8,800（税込）

ダークブラウン
商品番号T-604  
￥8,800（税込）

手のひらに乗る
こぶりなタイプ

七宝焼の技法を用いた、宝物を納めるのにふさわしい気品あふれた骨壷

アイリス

サイズ：最大幅55×高80mm
口　径：30mm
重　さ：85g  内容量：70cc

商品番号 C-01 
￥10,800（税込）

梨花

サイズ：最大幅70×高75mm
口　径：25mm
重　さ：115g   内容量：90cc

商品番号 C-03 
￥10,800（税込）

青花

サイズ：最大幅65×高75mm
口　径：25mm
重　さ：100g  内容量：80cc

商品番号 C-05 
￥10,800（税込）

ローズ

サイズ：最大幅60×高85mm
口　径：35mm
重　さ：100g  内容量：75cc

商品番号 C-02 
￥10,800（税込）

メヌエット

サイズ：最大幅60×高78mm
口　径：30mm
重　さ：110g  内容量：90cc

商品番号 C-04 
￥10,800（税込）

七宝シリーズには中栓用の黒いスポンジをご用意
しています。
アイリス、ローズ、メヌエットにはスポンジ栓の位置を
調整する、白いリボンがついています。梨花、青花は
スポンジ栓を、少し頭を残して押し込みます。フタを
してみて栓の位置を調整してください。
※ご使用前に説明書をよくお読みの上、ご利用ください。

専用ステージ

サイズ：直径100mm
厚　み：10mm 木製

商品番号 ST-01 ￥1,700（税込）

お名前や没年月日等を刻印できます。
作成には2～3日かかります。

メモリアルプレート付き
専用ステージ 

サイズ：縦9×横50mm ステンレス
商品番号 MP-01 ￥4,400（税込）

ミニ骨壷専用のステージを
ご用意しています

メモリアルプレートを
お付けすることもできます

ブラック
商品番号 T-802 
￥11,800（税込）

赤（あか）
商品番号 T-201 
¥18,700（税込）

青（あお）
商品番号 T-202 
¥18,700（税込）

黒（くろ）
商品番号 T-203 
¥18,700（税込）

浅紫（あさむらさき）
商品番号 T-204 
¥13,200（税込）

淡雪（あわゆき）
商品番号 T-205 
¥13,200（税込）

願いを叶えてくれるという宝珠、亡きひとの安らかな眠りと亡きひとを偲ぶあなたのためのミニ骨壷

宝  珠

片手に収まるサイズふたを開けたところ

宝珠全色共通  
サイズ：最大幅49×高80mm  
口　径：28mm   
重　さ：285g　内容量：50cc  
材　質：真鍮

ミニ骨壷 ミニ骨壷
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まっしろで上品、光のシンボルカラーのミニ骨壷。「そばにいるよ。」愛しい姿を重ねて…

納骨袋をお付けします 底面にフタがあります

素材：真鍮 素材：真鍮

フタを開けたところ

パオ

P A O
あたたかな温もりのある土色が、折り重なった美しい陶器のミニ骨壷

両手で
包み込めるサイズ

内部にステンレス容器をお付けしています。
ステンレス容器は気密性に優れ、変色、
変質もありませんので、安心して遺骨や
遺髪などを納めていただけます。

底面からお骨を納めます。底面にある金属製のフタ
は、溝にコインを使って、回し開けます。
しっかり締まるネジ式のフタで、気密性を保ちます。

PAO(ピンク)
商品番号 PAO-01 
¥60,000（税込）

PAO(ブルー)
商品番号 PAO-02 
¥60,000（税込）

PAO(パールB)
商品番号 PAO-03 
¥60,000（税込）

PAO(パールW)
商品番号 PAO-04 
¥60,000（税込）

PAO全色共通  サイズ：直径85×高90mm　口径：65mm　重さ：540g　ステンレス容器の内容量：50cc　材質：陶器

パールポット
商品番号 T-1052 ¥20,000（税込）

モンシロチョウ
商品番号 T-105０ ¥20,000（税込）

トロス・ソラ

Tholos · SORA
時の流れを表す地層と、星や宇宙にも思いを馳せ、永遠の記憶を留めます

両手で包み込めるサイズコインで開けられます

フタを開けたところ

Tholos  サイズ：最大幅65×高70×口径30×最大深さ50mm　重さ：265g　内容量：30cc　材質：陶器
SORA   サイズ：最大幅90×高90mm　口径：45mm 重さ：750g　内容量：50cc　材質：陶器

サイズ：最大幅65×高６0×口径30mm　重さ：208g　内容量：34cc サイズ：最大幅８5×高６0×口径14mm　重さ：185g　内容量：22cc

Tholos(ブラウン)
商品番号 TR-02 
¥22,000（税込）

Tholos(ブラック)
商品番号 TR-03 
¥22,000（税込）

SORA  月１
商品番号 SR-05 
¥66,000（税込）

SORA  月２
商品番号 SR-06 
¥66,000（税込）

土の色をそのままに
彩色はしていません。
自然が生み出す土の色
を生かして、何層にも
重ね合わせた陶芸家
の作品です。

陶器の骨壷
について

ピュア

ミニ骨壷ミニ骨壷
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風に馴染む仏具をご一緒に

日本を代表する工芸品、
紀州漆器の生産地「黒江地区」
（和歌山県）は会津塗、輪島塗と

共に全国三大生産地の
ひとつです。

卯の花＆漆黒
紀州漆器 【黒江塗】

根来塗の研ぎ出し技法。霞の様に
ぼやけた感じが特徴で、研ぎ出しの
加減によりひとつひとつ趣が異なります。
微妙な調合の漆を何回も塗り重ねる
ことによって、独特の高級感をかもし
出しています。漆は時間がたてば
経つほど、乾燥して硬化し、
色が明るくなります。

茜＆瑠璃
根来塗【霞塗［かすみぬり］】

フタをしたところフタをしたところ

日本の伝統色、日本伝統の漆塗でありながらモダンな佇まい。祈りの空間を自由に演出できる供養台

卯の花
商品番号 W-01

黒檀　商品番号 L-01 花梨　商品番号 L-02

ナチュラル
商品番号 D-04N

ブラウン
商品番号 D-04Ｂ

祈りのステージ®「風」

祈りのステージ「風」に専用の置き台をご用意しました。ライフスタイルや思い出のシーンに合わせた演出を

風専用置き台

どのミニ骨壷にも似合う、シンプルなデザインの祈りのステージ®

すぐに手を合わせることができるように、
ステージに小さな花立て、香炉、
火立て等をセットにしました。

祈りのステージ®セット

祈りのステージ「風」

サイズ：風本体    
　　　  高210×幅400×166mm
材　質：木質 漆塗

¥49,000（税込）

風専用置き台  ¥100,000（税込）

サイズ：高700×幅440×奥行320mm
材　質：木質  漆塗　　※受注生産

卯の花：商品番号 WS-01 漆黒：商品番号 WS-02
茜：商品番号 WS-03 瑠璃：商品番号 WS-04

祈りの手箱
（ブラウン・ナチュラル）

サイズ：高225×幅330×奥行:
　　　  閉じた時172mm、  開けた時358mm
材　質：ステージ・木質、仏具・ガラス
セット内容：ステージ（花立て、香炉、火立て、写真
　　　　　立て、お線香、ローソク、香炉灰）

¥44,000（税込）

漆黒
商品番号 W-02

瑠璃
商品番号 W-04

茜
商品番号 W-03

引き出し内部は総桐仕上げ、
引き出し前面パネルは4色をご用意。

棚は透明感の優れた
フロート板ガラス

※おりんとミニ骨壷は別売りです。

＊花立て　＊香炉　＊火立て　＊写真立て　
＊お線香　＊ローソク　＊香炉灰

仏具３点セット「一文字」  
花立、香炉、火立セット

サイズ：（花立）直径35×高60mm
　　　  （香炉）直径55×高50mm
　　　  （火立）直径40×高78mm
材　質：真鍮、焼付塗装

商品番号 G-03 ¥18,000（税込）
たまゆらりん＆りん棒

サイズ：直径52×高50mm（りん棒）高約70～
75mm　材質：真鍮、（りん棒）木質

¥16,500（税込）

セット内容

「祈りのステージ®」は従来のお仏壇のように
宗教性を感じさせない、現代のライフスタイル
に合わせた新しいカタチの祈りのスペースを
つくり出します。祈りのステージ®は、未来創想
による商標です。

祈りのステージ® 祈りのステージ®
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24×30×7mm
17mm

約13～15g

約50杯

K-980CZL K-980L

K-980CZS K-980S

キュービックジルコニア レース・レース・
キュービックジルコニア シンプル・シンプル

アメリカン
フットボール

サッカーボール・ベースボール・
バスケットボール・ゴルフボール

8×32×８mm
4mm

7g

約25杯

8×34×８mm
4mm

6g

約28杯

7×33.5×7mm
3.5mm

5g

約25杯

8×34×8mm
3mm

10g

約15杯

ファミリアプリズム スティック

13×41×5mm
ー

13g

ー

19×39×4mm
ー

17ｇ

ー

7×34×7mm
3.5mm

6g

約20杯

AZUL カロートペンダント
ハート

AZUL カロートペンダント
ダイヤ

AZUL カロートペンダント
星

AZUL カロートペンダント
スクエア

AZUL カロートペンダント
サークル

16×26×4mm
ー

6g

ー

19×25×4mm
ー

6g

ー

※サイズ、重さ、容量は概寸です。

AZUL Rシリーズ
ハートR

AZUL Rシリーズ
星R

NEW YORKペンダント
タイプ2

NEW YORKペンダント
タイプ1

22×28×4mm
ー

8g

ー

23×40×4mm
ー

10g

ー

22×33×4mm
ー

8g

ー

K-802TP/
K-802ATP

K-803TP/
K-803ATP

K-810TP/
K-810ATP

K-820TP/
K-820ATP

ホワイト
K-851TP/
K-851ATP

レッド
K-852TP/
K-852ATP

ブルー
K-853TP/
K-853ATP

AZ-101 AZ-104 AZ-102 AZ-103 AZ-105 AZ-201 AZ-202

サイズ・幅×高×厚み
ネジ径

チェーン含む重さ

容量（耳かき●杯）

商品名

商品番号

NEW YORK 純チタン FAMILIA 純チタンPLAIN 純チタン AZUL collection      シルバー925・特殊樹脂

16×26×5mm
2.5mm

9g

約12杯

ハート 涙のしずく スウィングティア星クロス アワーグラス

12×21×12mm
2.5mm

10g

約18杯

13×25×6mm
2.5mm

9g

約10杯

天使の輪

26×26×6mm
2.5mm

13g

約20杯

月１・月2

16×26×6mm
2.5mm

9g（月1）・10g（月２）

約２０杯

20×26×6mm
2.5mm

11g

約20杯

月3

18×26×9mm
2.5mm

11g

約15杯

13×28×5mm
2.5mm

7g

約12杯

12×30×１２mm
2.5mm

12g

約15杯

クローバー アウェアネス・リボンスティックダブル

15×24×6mm
2.5mm

１０g

約12杯

11×35×5mm
2.5mm

9g

約10杯

7×35×7mm
4mm（上）・2.5mm（下）

10g

約13杯（上）・約11杯（下）

Simple type シルバー925 Moon type シルバー925

サイズ・幅×高×厚み
ネジ径

チェーン含む重さ

容量（耳かき●杯）

商品名

商品番号 K-107S K-121S K-201SK-133SK-102S K-202SK-167S K-195SK-170S K-180S K-204S

K-203S

K-205S

カロート®ペンダントサイズ表 （イラストは全て実寸です）

21×30×７mm
2.5mm

12g

約30杯

悠久 銀十字 クラシックハート

15×29×5mm
2.5mm

11g

約15杯

15×24×6mm
2.5mm

10g

約16杯

12×58×12mm
8mm（透明シリンダ内径5.5mm）

25g

約90杯（米粒35粒）

グラスシリンダー
シルバー・いぶし銀

ARK［アーク］
ステンレス・ブラック

17×30×7mm
納骨部分・8×17×2mm
細チェーン23g・
太チェーン30g
約20杯

サイズ・幅×高×厚み
ネジ径

チェーン含む重さ

容量（耳かき●杯）

ARK［アーク］
スリム

12×33×7mm
納骨部分・5×17×2mm

15g

約12杯

商品名

Antique type シルバー925 ARK ステンレス（SUS316L）　

商品番号 K-940STK-160SK-158SK-148SK-127S K-128S

K-903ST/
K-904ST

K-901ST/
K-902ST

12×22×8mm
4.5mm

7g

約17杯

15×26×6mm
3mm

20g

約15杯

9×22×8mm
3mm

7g

約10杯

やすらぎ１・やすらぎ2・やすらぎ3

やすらぎ ステンレス（SUS316L）　 ロンド ステンレス（SUS316L）　ボールシリーズ 
ステンレス（SUS316L）　

K-961ST/
K-961AST

K-962ST/
K-962AST

K-963ST/
K-963AST

K-971ST/
K-971AST

K-972ST/
K-972AST

K-973ST/
K-973AST

K-974ST/
K-974AST

K-975ST/
K-975AST

カロート®ペンダントサイズ表 カロート®ペンダントサイズ表

19 20



ご注文後、ご登録いただいたメールアドレス宛に注文受付メールをお送りします。 
※スマートフォンや携帯電話のメールアドレスを登録させているお客様の場合、「指定受信設定」をしているためにメールが届かない可能性がございます。

PCの場合、「迷惑フォルダ」「削除フォルダ」へ振り分けられている可能性がございます。どちらも設定の変更をお願いいたします。
通常は翌営業日までに届きますので、万が一届かない場合はお手数ですが未来創想までメールかお電話でお問い合わせください。

受注確認メールの到着 

お届け先情報、お支払い方法をお選びいただき、刻印商品ご注文の場合はご希望の文字をご記入ください。
会員登録されている方はログインされていると、ご登録いただいているお客様情報が表示されますのでご確認の上、
注文手続きを行ってください。※会員登録をしなくても注文できます。
最後に確認画面が出ますので、間違いのないよう確認し、注文を確定します。

注文手続きをする

ミニ骨壷サイズ表 WEBサイトでのご購入について

29.5mm
61.5mm
9mm
146g
3cc
真鍮

ホスタ 

47mm
75mm
２５mm
308g
40cc
真鍮

パステル・
シンプルクラシック

70mm
75mm
2５mm
115g
90cc

七宝焼

65mm
75mm
2５mm
100g
80cc

七宝焼

60mm
78mm
30mm
110g
90cc

七宝焼

55mm
80mm
30mm
85g
70cc

七宝焼

60mm
85mm
35mm
100g
75cc

七宝焼

48mm
74mm
33mm
190g
60cc
真鍮

52mm
75mm
35mm
200g
60cc
真鍮

48mm
74mm
２４mm
190g
50cc
真鍮

49mm
80mm
２8mm
285g
50cc
真鍮

宝 珠 

50mm
80mm
20mm
218g
80cc
真鍮

パール
ブレッシング 

50mm
77mm・中の深さ60mm

15mm
220g
30cc

真鍮

65mm
70mm・最大深さ50mm

30mm
265g
30cc
陶器

Tholos 

七宝
梨花

七宝
青花

七宝
メヌエット

七宝
アイリス

七宝
ローズティアドロップ 

グランブルー
サンフラワー・ブルーム

グランブルー
シャインフラワー・ピース

グランブルー
パピヨン・メープル

最大幅
高さ
口径
重さ
内容量
材質

商品名

75mm
90mm・中の深さ55mm

70mm
126g
200cc

メッキ加工スズ銅板・
合成樹脂塩化ビニール（本体）

いおり 

最大幅
高さ
口径
重さ
内容量

材質

最大幅
高さ
口径
重さ
内容量
材質

ご注文の流れ

商品が決まりましたら「カートに入れる」ボタンを押し、注文手続きへ移ります。
続けてお買い物をされる方は「買い物を続ける」ボタンを押してください。

ショッピングカートに入れる

お電話での
ご注文も承ります! 【受付時間】10:00～17:00（土日祝除く）通話無料

商品や手元供養に関する質問・不安など、お気軽にご相談ください

商品詳細ページで画像、カラー、素材などをご確認の上、刻印あり・なしやカラーなどを選んでください。
各ページ記載のQRコードより、商品のWEBサイトにアクセスできます。

欲しい商品を選ぶ

0120-77-３７９４

みらいそうそう
https://www.miraisoso.net/  

検  索

65mm
60mm
30mm
208g
34cc
真鍮

85mm
60mm
14mm
185g
22cc
真鍮

パールポット モンシロチョウ 

※サイズ、重さ、容量は概寸です。

90mm
90mm
45mm
750g
50cc
陶器

85mm
90mm

65mm・ステンレス容器54mm
540g

50cc（ステンレス容器）
陶器

SORA PAO 

ご入金確認後1～3日(定休日は除く)以内に発送。
ご希望の商品が万一品切れの場合は、その旨ご連絡し、注文をキャンセルさせていただきます。
文字入れご希望の場合、受注製作商品や通常よりお届けに時間のかかる商品につきましては、各商品ページをご確認下さい。

お届け日数

返品・交換をご希望される場合は、商品到着後8日以内にご連絡ください。 
商品が異なるものや不具合のあるものは、当店の送料負担にて交換または返金いたします。
お客様のご都合による返品の場合、送料はお客様でご負担ください。
なお、一度ご利用された商品、 文字入れ後の商品、オーダーメイド商品に関しての返品はお受けできません。
到着後8日以上経過した商品、お客様のお手元で傷や汚れが発生した商品などの返品・交換はご容赦ください。

発送先
〒541-0057　大阪市中央区北久宝寺町4丁目2番10号東明ビル5階
株式会社未来創想
フリーダイヤル0120-77-3794（土・日・祝休業）

キャンセル・返品・交換

ミニ骨壷サイズ表 WEBサイトでのご購入について
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