古渡沈水香

多種の香木のなかで、樹内に樹脂が蓄積されるものを

沈香樹と云い、その樹脂部分を沈水香と称します。

寸門陀羅 ・ 佐曽羅の六種の木所に大別され
﹁六国﹂
と

沈水香は、伽羅をはじめ 羅国 ・ 真南蛮 ・ 真那賀 ・

呼ばれ、それぞれ独自の香りを持っています。

一方、
香りの要素の表現に、﹁五味﹂甘・
( 酸・辛・鹹・苦︶が
あり、
良い香りとは五味が巧妙に調和しているもの

といえます。

これらの香りを最大限引き出すのは香道の世界に

なりますが、
最上級の香木を使い、
線香の形で出来る

店
木
香
松
田
山

限り近い香りを目指して
﹁鷲樹﹂
を調製いたしました。

s h u- ju

山田松香木店

山田松香木店

伽羅

短寸15本入
桐台付 紙箱入

山田松香木店

短寸5匁入
桐箱入

伽羅を使用した線香につきましては原材料の入荷状況により、
製作が難しい場合がございます。
担当者に在庫数をお確かめの上ご注文くださいますようお願い
申し上げます。

鷲 樹

伽羅

61901 短寸5匁入
61902 短寸15本入
鷲 樹

￥88,000（本体価格￥80,000）
￥33,000（本体価格￥30,000）

真南蛮

61905 短寸5匁入
61906 短寸15本入
鷲 樹

六国のうち 伽羅の香り

六国のうち 真南蛮の香り

￥13,200（本体価格￥12,000）
￥4,400 （本体価格￥4,000）

寸門陀羅

61909 短寸5匁入
61910 短寸15本入

六国のうち 寸門陀羅の香り

￥13,200（本体価格￥12,000）
￥4,400 （本体価格￥4,000）

燃焼時間目安：短寸線香 全長
5 匁桐箱入
18×4.8×3cm

鷲 樹

羅国

61903 短寸5匁入
61904 短寸15本入
鷲 樹

￥13,200（本体価格￥12,000）
￥4,400 （本体価格￥4,000）

真那賀

61907 短寸5匁入
61908 短寸15本入
鷲 樹

六国のうち 羅国の香り

六国のうち 真那賀の香り

￥13,200（本体価格￥12,000）
￥4,400 （本体価格￥4,000）

佐曽羅

61911 短寸5匁入
61912 短寸15本入

六国のうち 佐曽羅の香り

￥13,200（本体価格￥12,000）
￥4,400 （本体価格￥4,000）

約 14cm 燃焼時間 約 30 分
/
15 本紙箱入 16.8×10.5×1cm
燃焼時間は使用する環境によりまして、多少の差が出ることがございます。

高級線香
伽 羅
古来より珍重されてまいりました
伽羅を伝統の技術で風雅な香りの
お線香に仕上げております。
伽羅の馥郁たる香りに包まれて
心安らかなひとときをお過ごし
ください。
伽羅の入荷状況により、製作が難しい場合がございます。
在庫数をお確かめの上ご注文くださいますようお願い申し
上げます。
長寸桐箱 24.3×4×3.5 ㎝
短寸桐箱 16.5×4×3.5 ㎝
燃焼時間 / 長寸：約 40 分

短寸：約 25 分

燃焼時間は使用する環境によりまして、多少の差が出ることがございます

鳳城 翠

伽羅の穏やかさ奥深さを表現した
香り

鳳城 白

鳳城 朱 同様に伽羅の持つ独特の
甘さを表現した香り

鳳城 朱

最高級の香木伽羅をふんだんに
使用し、
伽羅のもつ馥郁たる香り
をそのままに表現した香り

61021

61011

長寸1把入 約22㎝
23g桐箱入

長寸1把入 約22㎝
23g桐箱入

長寸1把入 約22㎝
23g桐箱入

￥15,840（本体価格￥14,400）

￥15,840（本体価格￥14,400）

￥31,680（本体価格￥28,800）

61001

61002

61022

61012

短寸1把入 約14㎝
19g桐箱入

短寸1把入 約14㎝
19g桐箱入

短寸1把入 約14㎝
19g桐箱入

￥13,200（本体価格￥12,000）

￥13,200（本体価格￥12,000）

￥26,400（本体価格￥24,000）

樹

沈 香

カリマンタン産極上沈香を
贅沢に使用した奥深く幽玄な香り

燃焼時間 /

長寸：約 50 分

雲

61952
短寸 1把入 約14cm 19g紙箱入

長寸紙箱 26.3×3.5×3 ㎝
中寸紙箱 20.3×3.5×3 ㎝
短寸紙箱 15.5×3.5×3 ㎝
バラ詰紙箱 15×10×3 ㎝
中寸：40 分
短寸：約 30 分

￥8,250（本体価格￥7,500）

縹

井

風
ベトナム沈香を使用し
特徴である青さを引き立たせた香り

最上級の沈香を使用し沈香らしさを
表現した深みのある香り

61031
長寸 1把入 約24cm 68g紙箱入
￥7,700（本体価格￥7,000）
61032
短寸 1把入 約14cm 38g紙箱入
￥4,180（本体価格￥3,800）
61038
短寸 バラ詰 約14cm 120g紙箱入

61041
長寸 1把入 約24cm 68g紙箱入
￥9,900（本体価格￥9,000）
61042
短寸 1把入 約14cm 38g紙箱入
￥5,500（本体価格￥5,000）

彩

雲

￥10,450（本体価格￥9,500）

紫

薫

沈香を主体に天然香原料を
配合した落ち着きある香り

沈香の持つ辛さを特に表に出した
爽やかな香り

61051
長寸 1把入 約24cm 68g紙箱入

61061
長寸 1把入 約24cm 68g紙箱入

￥3,960（本体価格￥3,600）
61052
短寸 1把入 約14cm 38g紙箱入
￥2,200（本体価格￥2,000）
61058
短寸 バラ詰 約14cm 120g紙箱入
￥5,500（本体価格￥5,000）

￥2,970（本体価格￥2,700）
61062
短寸 1把入 約14cm 38g紙箱入
￥1,650（本体価格￥1,500）
61068
短寸 バラ詰 約14cm 120g紙箱入
￥4,125（本体価格￥3,750）

翠

翠風極品
翠風の持つ甘さを残した
清冽な香り
61081
長寸 1把入 約24cm 68g紙箱入

￥2,420（本体価格￥2,200）
61083
中寸 1把入 約19cm 45g紙箱入

￥1,650（本体価格￥1,500）
61082
短寸 1把入 約14cm 38g紙箱入

風
沈香の香りの中の甘さをきわだた
せた優しい香り
61071
長寸 1把入 約24cm 68g紙箱入

（本体価格￥1,800）
￥1,980
61072
短寸 1把入 約14cm 38g紙箱入

￥1,100（本体価格￥1,000）
61078
短寸 バラ詰 約14cm 120g紙箱入

￥1,320（本体価格￥1,200）
61088
短寸 バラ詰 約14cm 120g紙箱入

（本体価格￥3,000）
￥3,300

燃焼時間は使用する環境によりまして、多少の差が出ることがございます。

￥2,750（本体価格￥2,500）

香

￥14,850（本体価格￥13,500）

沈

沈 香

61951
長寸 1把入 約24cm 34g紙箱入

高級線香

鷹

高級線香
白 檀・漢薬系

沈 香
白
檀
白

華

陽

白

檀

檀

61961
長寸 1把入 約24cm 68g紙箱入

￥2,420（本体価格￥2,200）

印度南部産老山白檀の高雅な
香りを引き出した奥行きある香り

61962
短寸 1把入 約14cm 38g紙箱入

￥1,320（本体価格￥1,200）
61968
短寸 バラ詰 約14cm 120g紙箱入

￥3,300（本体価格￥3,000）

華

月

61091
長寸 1把入 約24cm 68g紙箱入

￥1,375（本体価格￥1,250）
61092
短寸 1把入 約14cm 38g紙箱入

印度に産出する老山白檀を配合した
涼やかな香り

￥770（本体価格￥700）

61098
短寸 バラ詰 約14cm 120g紙箱入

￥1,925（本体価格￥1,750）

鴬

梅

61101
長寸 1把入 約24cm 68g紙箱入

￥990（本体価格￥900）
61102
短寸 1把入 約14cm 38g紙箱入
多種の香原料を使用した独特の香り

￥550（本体価格￥500）

61108
短寸 バラ詰 約14cm 120g紙箱入

￥1,375（本体価格￥1,250）
長寸紙箱 26.3×3.5×3 ㎝
短寸紙箱 15.5×3.5×3 ㎝
バラ詰紙箱 15×10×3 ㎝
燃焼時間 / 長寸：約 50 分

短寸：約 30 分
燃焼時間は使用する環境によりまして、多少の差が出ることがございます。

実用線香
華
洛

沈香華洛

白檀華洛
61355

61357

大箱 バラ詰約14㎝
150g入紙箱入

大箱 バラ詰約14㎝
150g入紙箱入

￥2,420（本体価格￥2,200）

￥1,320（本体価格￥1,200）

61356

61358

中箱 バラ詰約14㎝
75g入紙箱入

中箱 バラ詰約14㎝
75g入紙箱入
￥770（本体価格￥700）

￥1,430（本体価格￥1,300）

沈香の持つ深みのある
落ち着いた香り

上質な白檀をふんだんに配合した
清々しい香り

青蓮華洛

清風華洛
61351

61359

大箱 バラ詰約14㎝
150g入紙箱入

大箱 バラ詰約14㎝
150g入紙箱入

￥1,320（本体価格￥1,200）

￥1,100（本体価格￥1,000）

61352

61360

中箱 バラ詰約14㎝
75g入紙箱入

中箱 バラ詰約14㎝
75g入紙箱入

￥770（本体価格￥700）

後にのこる瑞々しさと心地よく広がる
柔らかな甘さが特徴の香り

ミニ寸線香 白檀華洛

￥660（本体価格￥600）

爽やかに広がる清々しい甘さと
すっきりとした残り香が特徴。

人気の白檀華洛が
使いやすい7㎝のミニ寸線香になりました。

61397
白檀華洛
紙箱入
線香長さ
燃焼時間

ミニ寸

￥770（本体価格￥700）

16×8×2.5 ㎝
約 7 ㎝ 60g 入
約 15 分

燃焼時間は使用する環境によりまして、多少の差が出ることがございます。

ゆうえん

16.3×11×3.8cm

ほのかに広がる
白檀の優しい香り
61345 幽烟 白檀
バラ詰 約13.5㎝120g入
￥1,100（本体価格￥1,000）

72134 進物用 幽烟

三種6箱 紙箱入
￥2,200（本体価格￥2,000）
化粧箱 31.5×10.8×2.5㎝

燃焼時間目安：短寸線香
全長 約 13.5cm

白檀のすっきりとした甘みを
引き立たせた香り
61343 幽烟 白檀 極品
バラ詰 約13.5㎝120g入
￥1,320（本体価格￥1,200）

進物用 幽烟
沈香・白檀極品 8箱 紙箱入
72136

￥3,300（本体価格￥3,000）
化粧箱 31.5×13.7×2.7㎝

沈香の甘さと少量の辛みが
調和した奥深い香り
61341 幽烟 沈香
バラ詰 約13.5㎝120g入
￥2,200（本体価格￥2,000）

進物用 幽烟
沈香 10箱 紙箱入

72138

￥5,060（本体価格￥4,600）
化粧箱 31.5×16.5×2.7㎝

燃焼時間は使用する環境によりまして、多少の差が出ることがございます。

少煙を実現しながらも、
本格的な白檀・沈香の香りにこだわった
上質な香りが特徴のお線香です。
室内でたいても煙が気にならないので、
お部屋 きにも、
ご進物用にも、
今までよりももっと気軽にお使い頂けます。

紙箱入

進物用線香

71033
翠風セット 桐箱入

￥16,500（本体価格￥15,000）

￥11,000（本体価格￥10,000）

桐箱入 29×17×4㎝
紫薫長寸3把
沈香（刻）畳紙入
白檀（刻）畳紙入

桐箱入 29×15×4㎝
翠風長寸中束3把
沈香（刻）畳紙入
白檀（刻）畳紙入

71061
鴬梅セット極品 桐箱入

71062
鴬梅セット上品 桐箱入

￥7,700（本体価格￥7,000）

￥5,500（本体価格￥5,000）

桐箱入 29×15×4㎝
鴬梅長寸中束3把
沈香（刻）畳紙入
白檀（刻）畳紙入

桐箱入 29×12×4㎝
鴬梅長寸中束2把
沈香（刻）畳紙入
白檀（刻）畳紙入

72074
華月・翠風・紫薫短寸
白檀（刻）畳紙入
桐箱入

￥3,850（本体価格￥3,500）
桐箱入 16×14.5×3.5cm

桐箱入三種セット

71022
紫薫セット上品 桐箱入

進物用線香

72316
華月 短寸10把桐箱入

￥11,000（本体価格￥10,000）
桐箱入

￥6,270（本体価格￥5,700）
桐箱入

￥7,700（本体価格￥7,000）

32×14.5×3.5㎝

72075
鴬梅・華月・翠風
紫薫・彩雲
短寸5把桐箱入
16×14.5×3.5cm

高級線香詰合せ

72123
翠風 短寸10把桐箱入

桐箱入

72311
翠風
短寸5把桐箱入

￥5,500（本体価格￥5,000）
桐箱入

16×14.5×3.5cm

32×14.5×3.5㎝

72315
華月
短寸5把桐箱入

￥3,850（本体価格￥3,500）
桐箱入

16×14.5×3.5cm

ご希望のお線香を
お詰め合わせいたします

72073
華月・翠風・紫薫
短寸3把桐箱入

￥3,520（本体価格￥3,200）
桐箱入

16×9×3.5cm

72310
翠風
短寸3把桐箱入

￥3,300（本体価格￥3,000）
桐箱入

16×9×3.5cm

￥5,500（本体価格￥5,000）

￥4,400（本体価格￥4,000）

72111
白檀華洛
短寸太束8把桐箱入

72112
白檀華洛
短寸細束8把桐箱入

￥3,960（本体価格￥3,600）

￥3,300（本体価格￥3,000）

72117
清風華洛
短寸太束8把桐箱入

72118
清風華洛
短寸細束8把桐箱入

￥3,300（本体価格￥3,000）

8 把入

32×13.5×3.5cm

8 把入

￥2,750（本体価格￥2,500）

32×11×3.5cm

72113
白檀華洛
短寸細束6把桐箱入

￥2,750（本体価格￥2,500）

72119
清風華洛
短寸細束6把桐箱入

￥2,200（本体価格￥2,000）

実用線香詰合せ

72102
沈香・白檀華洛
短寸細束8把桐箱入

進物用線香

のし・水引等はご要望に応じて
お付けいたします。

72103
沈香華洛
短寸細束8把桐箱入

進物用線香
京の香りセット

お供え用の匂袋と線香を
セットに致しました。
お線香はお好みの商品でも
お詰め合わせいたします。

山田松香木店

73327
京の香り「白蓮」セット

￥3,740（本体価格￥3,400）
紙箱入 16.5×17×5.5㎝
内容
匂袋 白蓮・線香華月

73328
京の香り「御衣黄」セット

￥3,520（本体価格￥3,200）
紙箱入 16.5×17×5.5㎝
内容
匂袋 水仙
（白）・線香華月

￥3,740（本体価格￥3,400）

￥3,520（本体価格￥3,200）
紙箱入 16.5×17×5.5㎝
内容
匂袋 白菊・線香華月

73339
京の香り「掛香 秋風」セット

￥2,970（本体価格￥2,700）
紙箱入 16.5×17×5.5㎝
内容
掛香 秋風・線香華月

山田松香木店

山田松香木店

￥2,970（本体価格￥2,700）
紙箱入 16.5×17×5.5㎝
内容
掛香 華鬘・線香華月

73317
京の香り「白菊」セット

紙箱入 16.5×17×5.5㎝
内容
匂袋 御衣黄・線香華月

山田松香木店

73340
京の香り「掛香 華鬘」セット

山田松香木店

山田松香木店

山田松香木店

73329
京の香り「水仙」セット

73330
京の香り「沙羅双樹」セット

￥3,520（本体価格￥3,200）
紙箱入 16.5×17×5.5㎝
内容
匂袋 沙羅双樹・線香華月
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