
てのひら供養
大切な人と、ずっと一緒にいたい…そんな思いに応える商品です

てのひら供養とは、ご遺骨をお墓に納骨するのではなく、
小さな骨壷に納めるなどしてお手元に残しておくという、
新しい供養のカタチです。
銀河メモリアルサービスでは、
ご遺骨の一部を封入することができるアクセサリーや
手軽に持ち運びできる携帯型の骨壷など、
様々な手元供養品をご用意しております。

49,800円
（税込価格：53,784円）

ステラ x0701
39,800円

（税込価格：42,984円）

ルーナ x0700

22,963円～
（税込価格：24,800円～）

レクタングル
22,963円～

（税込価格：24,800円～）

3Dハート
22,963円～

（税込価格：24,800円～）

クロス

シルバーペンダント・Galaxisa シリーズ
  材　質
・シルバー

  チェーン長
・45cm（女性向け）
・60cm（男性向け）

GS-ioP001 GS-ioP003 GS-ioP002



23,000円～
（税込価格：24,840円～）

クローバー・タイプ
x0101

54,000円～
（税込価格：58,320円～）

ドロップ・タイプ
x0102

28,000円～
（税込価格：30,240円～）

スクエア・タイプ
x0103

29,700円～
（税込価格：32,076円～）

スクエア2ライン・
タイプ x0104

23,500円～
（税込価格：25,380円～）

スター・タイプ
x0105

24,500円～
（税込価格：26,460円～）

ハート・タイプ
x0106

42,000円～
（税込価格：45,360円～）

クロス・タイプ
x0107

29,800円～
（税込価格：32,184円～）

ラルム・タイプ
x0108

ペンダントタイプ

　リング・ペンダント共に、ご遺骨の封入作業は「銀河メモリアルサービス」のスタッフが行います。

ご送付頂いたご遺骨
を骨壷から取り出し
て、粉骨に致します。
※洗骨・粉骨料金は別途
必要となります。

専用のスプーンを用
いて、粉骨にしたご
遺骨を封入部分に封
入致します。

ご遺骨を封入した
後、ピンセットで蓋
をし、専用の接着剤
を使って接着致しま
す。

蓋をした後、専用の機
械で照射します。特殊
な接着剤と機械を使用
して密封するので、蓋
が外れることはありま
せん。

全ての作業が完了し
た後、お客様の元に
ご送付致します。

ご遺骨の封入について

1 2 3 4 5作業例

※作業手順は商品によって異なります。



リングタイプ

  材　質
・シルバー
・18金ピンクゴールド
・18金イエローゴールド
・18金ホワイトゴールド
・プラチナ

26,000円～
（税込価格：28,080円～）

プレーン・タイプ
x0201

27,000円～
（税込価格：29,160円～）

ハート・タイプ
x0205

29,800円～
（税込価格：32,184円～）

ワンポイント・タイプ
x0202

26,000円～
（税込価格：28,080円～）

スター・タイプ
x0206

21,000円～
（税込価格：22,680円～）

エレガント・タイプ
x0203

26,000円～
（税込価格：28,080円～）

クロス・タイプ
x0207

32,800円～
（税込価格：35,424円～）

フラワー・タイプ
x0208

27,000円～
（税込価格：29,160円～）

スクエア・タイプ
x0204

※写真はピンクゴールドです

※材質によって価格は異なります。

  材　質
・シルバー
・18金ピンクゴールド
・プラチナ

※材質によって価格は異なります。   サイズ
・5号から
※16号から1号につき、シルバーは2,000円、ピンクゴー
ルド、プラチナは3,000円、価格に加算されます。

27,593円
（税込価格：29,800円）

廻 （めぐる）
27,593円

（税込価格：29,800円）

紡 （つむぐ）
27,593円

（税込価格：29,800円）

傍 （かたえ）GS-io1002 GS-io1003 GS-io1001



遺骨サファイア

遺骨ダイヤモンド GINGA

サファイアは古くから｢天の宝石・空の宝石」と呼
ばれ聖人の石  ～誠意・真実・高潔を象徴するも
の～として崇められてきました。世界初の技術で
ご遺骨から抽出したカルシウム成分と天然サ
ファイアを融合させる、世界にたったひとつのサ
ファイアをお届けします。すべての行程を日本国
内で行い、成分分析結果の鑑別書を発行します。

　遺骨ダイヤモンドGINGAは、ご
遺骨、ご遺髪から抽出した炭素の
みを原料に、結晶化、カット、研磨
の過程を経てダイヤモンドとし、
ジュエリー加工した手元供養品で
す。
　ご遺骨、ご遺髪をダイヤモンド
にする全工程はスイス工場にて行
われ、ダイヤモンドの品質を保証
する鑑定書も付きます。

●ご遺骨、ご遺髪から抽出する炭素のみを使用します。
●製作に必要なご遺骨（灰）は150g、ご遺髪は6gです。
●ご遺骨（灰）は専用容器でお預かりします。

●スイスでのダイヤモンド加工 ３～5カ月
●国内でのジュエリー加工 ３～４週間

※台座（ルース）は別途料金がかかります。

製造期間

特　　徴

●全ての行程を日本国内で行います。
●必要なご遺骨の量は約20gです。

●カルシウム融合 8～9週間
●ジュエリー加工 ３～４週間

製造期間

特　　徴

ダイヤの色

イエロー

クリアー

ブルー

カラット（重量）

0.25～1.0Ct

0.25～1.0Ct

0.25～1.0Ct

直径

4.0～6.5mm

4.0～6.5mm

4.0～6.5mm

価格(税抜)

390,000円～

490,000円～

510,000円～

ダイヤのみの価格

サファイアの色

ブルー

ピンク

カラット（重量）

0.20～1.0Ct

0.20～1.0Ct

直径

4.0～6.3mm

4.0～6.3mm

価格(税抜)

250,000円～

250,000円～

サファイアのみの価格

x0400

※台座（ルース）は別途料金がかかります。



骨　壷

瀬戸焼骨壷

九谷焼･金箔

大理石骨壷

九谷焼

x0630 x0640x0620

x0650 x0660

手作り黒青流手作り黒青流 手作り虹彩手作り虹彩 焼〆焼〆 灰釉ちらし灰釉ちらし

　一級陶磁器士が一点ずつ手作りで作り上げる、匠の技がひかる骨壷です。

　大理石ならではの滑らかな質感と重厚感を感じることのできる骨壷です。 　表面には三つ葉があしらわれています。

白大理石白大理石 黒大理石黒大理石 x0690優穏－ゆのん－優穏－ゆのん－

x0687・ｘ0677 ※サイズは7寸のみになります。

　九谷焼特有の色合いとツヤに金箔の輝き
が美しい骨壷です。

　江戸時代から続く伝統の技術から生み出される色彩豊かな絵付けが美
しい、独特の色合いとツヤをもつ骨壷です。

x0610

  5寸  4寸   6寸   7寸
価格（税抜） 8,000円 12,800円 19,800円 24,800円 39,800円

 2.3寸サイズ

  5寸  4寸   6寸   7寸

価格（税抜）13,000円 27,800円 39,800円 56,800円 58,800円
 2.3寸サイズ  5寸  4寸   6寸   7寸

価格（税抜）12,000円 19,800円 31,800円 38,800円 44,800円
 2.3寸サイズ

  5寸  4寸   6寸   7寸

価格（税抜） 10,000円 11,800円 12,800円 13,800円 16,800円
 3寸サイズ   大  中

価格（税抜）13,900円 15,500円 19,800円
 小サイズ

33,800円
 紺金箔十角 青金箔 品名

価格（税抜） 39,800円

九谷華（ピンク）九谷華（ピンク）九谷華（ブルー）九谷華（ブルー） 九谷友禅九谷友禅 九谷優雅九谷優雅 青金箔青金箔 紺金箔十角紺金箔十角

卵型骨壷



骨　壷

　青いバラ～ブルーローズ
～と天に昇った魂が、ご遺族
をずっと見守ってくださる
様、煌めくグリッターアート
とスワロフスキー社のエレメ
ントストーンで表現した装飾
骨壷です。

サイズ：3寸
（直径95㎜×高さ118㎜）

　ローマ時代、「不死」の象
徴でもあったペガサスが銀
河を駆け上がる様を、煌め
くグリッターアートとスワ
ロフスキー社のエレメント
ストーンで表現した装飾骨
壷です。

花シリーズ
【BlueRose】～ブルーローズ～

19,800円
（税込価格：21,384円）
x0014d 19,800円

（税込価格：21,384円）
x0014c

サイズ：3寸
（直径95㎜×高さ118㎜）

星座シリーズ
【Pegasus】～ペガサス～

　銀河をイメージした星を
沢山散りばめたデザインで
す。蓋のビジューには星の
スワロフスキーを置き水星
をイメージしています。

サイズ：2寸
（直径63㎜×高さ67㎜）

　オーバル型のレースデザ
インにイニシャル、蓋にはカ
メリアを入れた上品なデザ
インです。ご希望のイニシャ
ルで作成致します。

【GINGA】 19,800円
（税込価格：21,384円）
x0014b 23,800円

（税込価格：25,704円）
x0014a

サイズ：2.3寸
（直径70㎜×高さ86㎜）

【カメリアイニシャル】

銀河メモリアルサービス・オリジナル骨壷 材質：陶器、スワロフスキー
発送：ご注文確定後、通常5～7営業日

①
②

③

④ ⑤ ⑥

ガラス工芸骨壷
パルファンパルファン

スパークリングアップルスパークリングアップル

　手作りのガラス加工から生まれるやわら
かな丸みと美しい色合いが特徴の骨壷です。

23,149円（税込価格：25,000円）

サイズ：高さ110mm　口径15mm
カラー：①うす萌黄色②桃色
　　　 ③空色④瑠璃色⑤橙色⑥藍色

サイズ：
80mm×100mm
口径30mm
カラー：桃色、空色

x0015

16,667円（税込価格：18,000円）x0016

夢の景色夢の景色

カラー：桃色、空色、紫紺色※

※紫紺色は価格が異なります
　（中：31,112円／大：33,056円 税別）。

19,445円（税込価格：21,000円）x0017（小）

29,167円（税込価格：31,500円）x0018（中）

31,112円（税込価格：33,600円）x0019（大）

内高45mm×内径45mm

内高65mm×内径65mm

内高95mm×内径95mm

空色 桃色 紫紺色



骨　壷

ミニ骨壷

全周絵付け
（オプション）
6号 26,000円～

正面 裏面

正面絵付け
（オプション）
6号 19,000円～

備前風
濃茶のみ・絵付不可
6号 10,000円～

釉柄（ゆうがら）
NT型のみ・絵付不可
6号 10,000円～

無地　濃青・薄青・緑・濃ピンク・薄ピンク・紫・黄色・黒

　形・サイズ（6号～21号）・生地の色・絵付けの有無（オプション）などをご選択頂き、
一つひとつに思いを込めて手描きで制作するセミオーダーの骨壷です。

11,852円
（税込価格：12,800円）

x0001

　あじさいやコスモス、梅など、主に花をモチーフにした手描きの一点物のミニ骨壷です。一つひとつに思い
を込めて制作致します。手元供養としてだけではなく、分骨用の骨壷としてもご使用頂けます。

　直径25㎜×高さ30㎜のミニサ
イズの骨壷です。通常の骨壷と
してはもちろん、小さな遺品の
入れ物としてもご活用頂けま
す。巾着袋が付いていますので、
外出する際にも手軽に持ち運ぶ
ことができます。

素材：アルミ製アルマイト加工
携帯用袋付き

絵柄例

※KZ・NT・STシリーズとも絵柄は共通です。

青 白

携帯骨壷 With

全7色（①ローズ②チャコール③ゴールド④オリーブ⑤アップルグリーン⑥ロイヤルブルー⑦シルバー）

①
②

③ ④
⑤

⑥

⑦

形例

x0010

無地・6号～
10,000円～

（税込価格：10,800円～）

x0011

直径60㎜×高さ70㎜～
タイプ・NT

布袋別売

無地・7号のみ
13,000円～

（税込価格：14,040円～）

x0012

直径70㎜×高さ80㎜
タイプ・ST

ステンレス容器付き

無地・6号～
10,000円～

（税込価格：10,800円～）

直径60㎜×高さ70㎜～

布袋別売

タイプ・KZ

※絵付はオプション、価格は無地のものです。



供養品セット

納骨人形セット
合掌
納骨人形セット
合掌

　道祖神を模した信楽焼
人形と、台座、ミニ一輪挿
し、お香立てがセットになっ
ています（花・線香は付属
していません）。人形の体
にはご遺骨を入れた巾着
袋をお納めします。

　職人の手で作成する一点もののガラス製供養品で
す。骨壷などと組み合わせて使用します。

18,056円
（税込価格：19,500円）

フォトスタンドフォトスタンド

納骨人形セット
ぬくもり
納骨人形セット
ぬくもり

カラー：桃色、空色
　フォトスタンド、ステージ、スパー
クリングアップルのセット商品です。

ステージ（台座）ステージ（台座）

カラー：桃色、空色

23,149円
（税込価格：25,000円）

メモリアルオブジェ3点セットメモリアルオブジェ3点セット

x0311a

16,667円
（税込価格：18,000円）

x0301

x0302 56,482円
（税込価格：61,000円）

x0312

18,056円
（税込価格：19,500円）

x0311b

おくる言葉®
　故人を偲ぶ名前入りのポエム「おくる言葉」。戒名ではなく慣れ親しんだ生前の名前を引用し、ご遺族の心を詩
にいたします。

ポエム浮かし彫り
木製スタンド
ポエム浮かし彫り
木製スタンド
高さ：42.8cm 幅：34cm 高さ：42.8cm 幅：34cm 高さ：21cm 幅：28.5cm

タテ：5cm（最大） ヨコ：4.7cm（最大）
 厚み：2.5cm

ポエム透かし彫り
木製スタンド
ポエム透かし彫り
木製スタンド

ポエム入り
ガラスアート写真立て
ポエム入り
ガラスアート写真立て ペーパーウェイトペーパーウェイト

32,000円
（税込価格：34,560円）

x0082 34,000円
（税込価格：36,720円）

x0083 32,000円
（税込価格：34,560円）

x0081 16,000円
（税込価格：17,280円）

x0080



花供養仏壇

MUSUBI　─むすび─
　MUSUBIの供養花は、特許出願中（実用新案取得済）の技術を
用い、切りたての花の美しい瞬間をそのまま閉じ込めています。
着色も防腐剤も一切使用しておらず、自然の風合いと繊細な色
合いが半永久的に保たれます。

　家具とコーディネートできる4色（ダークブラウン、ホワイ
ト、ピンク、ブルー）からお選びいただけます。
　MUSUBIは、27センチ四方の二つの箱からなります。一
方には特許申請中の枯れない供養花を収納しており、もう
一方の箱にはご遺骨（粉骨）や仏具などをしまうことができ
ます。設置場所を移動させたいときや、来客などでお仏壇
を見せたくないときには、箱を重ね、小さくできます。

　秋田県の伝統漆器メーカーが丹精込めて仕上げており、大切
な故人を偲ぶ仏壇として十分な、格調と落ち着きを備えていま
す。和風だけでなく洋風のインテリアにも馴染みます。

489,000円
（税込価格：528,120円）

MUSUBI・「昴　すばる」 x0800

289,000円
（税込価格：312,120円）

MUSUBI・「銀河　ぎんが」 x0802

689,000円
（税込価格：744,120円）

MUSUBI・「明星　みょうじょう」 x0801

家具や壁紙の色に合わせやすい色合いの、コンパクトなサイズ
のお仏壇です。着色や防腐剤を一切使用せず特殊技術で制作し
た花は自然な風合いが、半永久的に保たれます。

花

まもり花（mamori-bana）まもり花（mamori-bana）
　生花を加工し、透明樹脂に封印したもので
す。墓石への生花は数日で枯れてしまいます
が、まもり花は３～6カ月の間保持しますので、
長い間、お墓を彩ることができます。またお墓
に参った証にもなります。手元供養品として
お使いの場合は10年以上保持します。すべて
手作りで、花の持ち込みにも対応できます。



てのひら供養品の購入方法について

WebブラウザにてURLを直接ご入力いただくか、QRコードから「てのひら骨壺」のサイトへお進みください。
URL：https://tenohira-kuyo.stores.jp/

●てのひら供養品通販サイト「てのひら骨壺」よりご注文ください。

①銀河ステージサイトのお問い合わせフォームより、商品番号、個数、色・サイズなどの必要事項を記載の上
ご注文ください。
　URL：http://ginga-net.com/inquiry/
②折り返し、合計金額・発送スケジュール・ご遺骨封入商品の場合はご遺骨の配送方法などをご連絡させてい
ただきます。
③ご入金が確認後２～３日中に発送いたします。
　ご遺骨封入商品の場合はご入金確認後にご遺骨の封入作業を行いますので、商品の種類により、多少のお
時間をいただきます。

●「てのひら骨壺」未掲載品のご注文について

てのひら供養品通販サイト
「てのひら骨壺」

銀河ステージサイト
問い合わせフォーム

ペット用供養品
ペットコティペットコティより身近に。家族の一員だった大切なペットのための屋内用のお墓です。

御影石など、素材もお選びいただけます。 42,778円
（税込価格：46,200円）

サイズ：110ｘ110ｘ140ｍｍ 
骨壷サイズ：2.3寸　
刻印可：ペットのお名前、生年、 没年
素材：天然御影石

x0090M

遺　石

数　珠

遺石

　ご遺骨だけを結晶化した、この世に二つと存
在しない、故人様そのものの石です。
　ご遺骨の一部だけでもお作りできますので、
散骨などと組み合わせられます。年月を経た古
いご遺骨でもお作りできます。

　数珠は宝具の一つであ
り、葬儀や供養などの際
に必要とされる場合があ
ります。必要なときには
ご相談下さい。

小（高さ約30mm）

中（高さ約35mm）

大（高さ約40mm）

※戒名、法名、神号、洗礼名、お言葉な
どをお彫りできます。表だけでなく、
裏面にもお彫りできます。

※遺石の色、質感は個人差があります。

36,900円～
（税込価格：39,852円～）

数珠
x1000


