
インテリアコーディネート
　スタイルブック　2017

鏡壇ミラリエ
薄型壁掛けミラー仏壇



Design Conceptデザイン・コンセプト

「鏡壇ミラリエ」は、仏壇はいつも家族の中心にあってほしい・・・
そんな思いから生まれました。

「鏡壇ミラリエ」は、鏡に仏壇の機能があればインテリアに溶け込み、部屋を
広く感じさせ、いつも家族を明るく照らすという発想から生まれたのです。

　その他にも、コンソール＆ミ
ラーと呼ばれる、コンソール
テーブル（壁際に置かれた装飾
用の奥行の浅いサイドテーブ
ル）と鏡の組合せは、リビング
ルームやダイニングルームでも
多く使われています。

　また廊下やホールに置かれた
ペデスタル（花台）と鏡の組合
せはホテルだけでなく、欧米で
は一般家庭でも一般的なインテ
リアアイテムなのです。

　そしてもうひとつの共通点
は、オーバーマントルミラーと
呼ばれる暖炉の上の鏡です。
　家族みんなが集まる空間の中
心にある暖炉、そして暖炉の上
や鏡の両脇に置かれたキャンド
ルの灯りを反射させて、部屋中
を明るくするのが鏡の役割なの
です。

　欧米の住宅の壁面には、たく
さんの絵や家族の写真が額に入
れて飾られています。
　そしてその中には必ずと言っ
てよいほど、額付きの鏡（ウォー
ルミラー）があります。
　これは、断熱のために窓が小
さい北欧の住宅で、小さな窓か
ら入ってきた光を、効率よく部
屋中に乱反射させる生活の知恵
からきているのだそうです。
　そして鏡にはもうひとつ、部
屋を広く感じさせるという効果
があります。



Inter ior Co-ordninate Styleインテリアコーディネート スタイル
クラシカル

エレガント

ナチュラル

シンプル

ダンディ

ジャパネスク



仏具のインテリアコーディネート考察 Inter ior Co-ordninate Consept

仏壇の存在を感じさせない

インテリアコーディネート例

仏壇に必要な機能や要素を

美しく洋間に溶け込ませた

インテリアコーディネート例

「鏡壇ミラリエ」は仏間という専用室ではなく、家族が集まる多目的な空間
の中での、お部屋全体のインテリアコーディネートを重視した仏壇です。

壁面を活用することで場所を取らないだけではなく、仏具

による祭壇的なイメージを希薄にすることができます。



「おしきみ」のコーディネート事例 Illic ium Arrangement

Flower Vase Wall decoration

Bud Vase Hydroculture

Planter

（花瓶）

（一輪挿し）

（植木鉢） Polymer & Glass

（壁装飾）

（水栽培）

（保水ポリマー）

「おしきみ」も、フラワーアレンジの花器を使うことでちょっとオシャレに。
ハイドロカルチャーや保水ポリマーを使えばお手入れもカンタンです。

仏具の花瓶ではなく、洋間のインテリア
に似合う花器を、おしきみ用の花瓶とし
て使ってコーディネート。

一輪挿しを使って、周囲の雰囲気に
合わせることで、仏具に感じさせな
いコーディネート。

洋間のインテリアに似合う植木鉢や
鉢カバーを使って観葉植物のように
コーディネート。

壁から花器を吊るしたり、壁付け用の花
器を使うことで洋間に似合うコーディ
ネート。

ハイドロカルチャーを活用して、洋
間に似合う観葉植物のようにコー
ディネート。

保水ポリマーとガラスの食器や花器
を上手に使って、美しく涼し気なコー
ディネート。



仏具のコーディネート事例

仏具のインテリア化 灯明

三具足 香のご供養

五具足 灯と香り

Alter Fitt ings Arrangement

「鏡壇ミラリエ」は、既存の仏壇用の仏具にとらわれず、お客様の自由な発想
でお好みのインテリアアイテムを仏具としてコーディネートできます。

「鏡壇ミラリエ」はインテリアコーディネー
トを前提として作られた仏壇です。あなた
のお好みのアレンジでお楽しみください。

「三具足」とは、ご供養のための「灯明（ロ
ウソク）・香（線香）・花（しきみ）」の３つ
の要素を揃えることを表します。

「五具足」とは、「三具足」の「灯明」と「花」
を対（２つずつ）にして「香」を足した５
点セットを指します。

「香のご供養」には「お線香」が使われましたが、
インセンス（お香）やポプリ、アロマなどルー
ムフレグランスを楽しむことができます。

アロマキャンドルやオイルランプ、ディ
フューザーなど、灯りと香りを楽しめるアイ
テムを活用すれば一石二鳥です。

「灯明（とうみょう）」とは「灯りのご供養」
です。昔はローソクが使われていましたが、
現代では電球や LEDを使う事も可能です。



エレガンスホワイト ボタニカルホワイト

アンティークシルバー ブラック＆ゴールド

Flower Arrangement -  1お花と鏡壇ミラリエのコーディネート事例



ミッドナイトブルー ジャパネスクアクア

カントリーホワイト フレームレスミラー

Flower Arrangement -  2お花と鏡壇ミラリエのコーディネート事例



ハンガーフック 突っ張りポール

ピクチャーレール

ハンガーモールド 卓上据え置きタイプ

Apartment Life

「鏡壇ミラリエ」は、契約条件で壁に釘が打てない賃貸住宅の壁面にも、
お客様ご自身でカンタンに設置ができるよう、様々な工夫がされています。

賃貸住宅のコーディネート事例



 神奈川県M.K. 様 神奈川県M.K. 様  New York（USA）　D.S. 様 New York（USA）　D.S. 様

 東京都　K.T. 様 東京都　K.T. 様

 東京都 T.N. 様 東京都 T.N. 様

 千葉県　K.T. 様 千葉県　K.T. 様

 大阪府　A.M. 様 大阪府　A.M. 様

「狭いスペースを快適に使いたい」・・・
そんな思いから、壁面を有効に活用して、お部
屋を広く使える薄型の「鏡壇ミラリエ」を採用
していただきました。

「新生活の新しい家具に合わせて」
・・・そんな思いから、インテリアコーディネー
トが楽しめる「鏡壇ミラリエ」を採用していた
だきました。

 神奈川県　S.K. 様 神奈川県　S.K. 様  東京都　T.O. 様 東京都　T.O. 様

 「結婚・新居での新生活にあわせて」  「進学・就職・転勤に伴う単身生活に」お客様のコーディネート事例 -1 お客様のコーディネート事例 -2



 神奈川県　H.S. 様 神奈川県　H.S. 様  埼玉県　H.S. 様 埼玉県　H.S. 様

 東京都　K.N. 様 東京都　K.N. 様

 埼玉県　M.S. 様 埼玉県　M.S. 様

「一家団欒の中心にご本尊様を」
・・・そんな思いから、リビングルームやダイ
ニングにも似合う「鏡壇ミラリエ」を採用して
いただきました。

 「拠点のために」 「一家団欒の中心に仏壇を」お客様のコーディネート事例 -3 お客様のコーディネート事例 -4

 埼玉県　K.T. 様 埼玉県　K.T. 様

 熊本県　K.I. 様 熊本県　K.I. 様 神奈川県　M.T. 様     神奈川県　M.T. 様    

 福岡県　M.T. 様 福岡県　M.T. 様

「一人でも多くの方に来て頂きたい」
・・・そんな思いから、コンパクトで場所を取
らない壁掛け型の「鏡壇ミラリエ」を採用して
いただきました。



Customized Guie オーダーメイドのご案内

▲　「鏡壇ミラリエ」のスター
トは、そもそも、たった一台の
オーダーメードからでした。
（介護施設に入居する母親の要
望で作った１号機）

まずは、メールか電話でご連絡ください。
MAIL:shopmaster@grace-place.net

TEl.：0480-88-0644

電話やメール（お部屋や家具のイメージ写真を添付していただ
けると効果的）でのお打合せに基づいて、候補の額のカットサ

ンプルを選んでお送り致します。

お選びいただいた額とキャビネットのサイズを元に
お見積りをすると同時に、

納期を確認してお知らせいたします。

メールにてご注文をいただければ製作にとりかかります。
お支払は銀行振り込み以外の方法にも対応いたしますので、

お気軽ご相談ください。

首都圏近郊のお客様には、
無償での取付サービスを実施しております。

お気軽にご相談ください。

▲

　新婚家庭の新居用に作った
２号機は、小型化と薄型化に繋
がりました。キャビネットは S
サイズのベースになり、フレー
ムはジャパネスクシリーズに展
開されました。

▲　現状のお部屋と家具の写真
を送っていただき、メールと電
話でのお打合せ。

神奈川県T様ご夫妻の例

▲　ご自宅を訪問して、現物の
サイズや設置位置を確認。使用
する額のデザインを決定。

▲　初めてのお問い合わせから
35日間で、納品・設置まで完了。

▲　自宅を拠点にしたいとのこ
とで、特装ご本尊様用の L サイ
ズよりさらに大きなキャビネッ
トを・・・というご希望に応え
て LLサイズを製作しました。

▲

　発売当初は白い額のバリ
エーションが少なく、SHOP の
商品ではインテリアに合わない
とのことで、試作品をご提案。
（現在はカントリー・ホワイト
という商品として追加）

▲　購入されたマンションのイ
ンテリアに合う額が SHOP のリ
ストには無いとのことで、お客
様のお好みに合わせて額を製作
しました。

▲

　既存のお部屋の家具に合う
額が SHOP のリストには無いと
のことで、家具の写真を送って
いただき、似合う額のサンプル
を手配。その中から選んでいた
だいた額で製作しました。

「鏡壇ミラリエ」はお客様のご要望の声で進化してきました。
だから・・・
Web Shop には無い商品でも、できる限りご注文にお応えします。

「鏡壇ミラリエ」は、額装された鏡を扉にした壁掛け型の仏壇です。
だから・・・
額のデザインを変えるだけで、あなたのお部屋のインテリアにマッチ
したオリジナルデザインの仏壇を作ることができるのです。

ご注文の流れ

お問合せ・ご相談

額カットサンプル・ご送付

お見積り・納期確認

ご注文

納品・取付



とは？

「グレイスプレイス」は、SGI 会員の皆様が快適に勤行・唱
題ができる「壁掛け仏壇」を専門に開発・設計デザイン・
製品化を目的にしたブランドです。
「grace」という英単語には
・品のよさ，上品，優雅 , 優美 , 美しさ，洗練
・恩恵，好意，親切，厚情
・慈悲，寛大さ，寛容 , 恩恵 , 美徳
・長所，美点，魅力，愛嬌
・道徳的な強さ，気骨
・感謝の祈り
といった、様々な意味があります。

「グレイスプレイス」は、壁掛け仏壇「鏡壇ミラリエ」を使っ
ていただけるあなたにとって、
「洗練された美しい場所」
「慈悲にあふれる場所」
「感謝と祈りの場所」
つまり、「誓願の場所」になることへの
思いを込めたブランドネームなのです。

http://grace-place.net/

 ㈱ eco-1  〒389-0219 埼玉県白岡市白岡東 22-13 TEL.0480-88-0644 FAX.0480-93-4269

SGIの皆様の爽快な勤行・唱題スタイルと
優雅で快適な空間を提案する
薄型壁掛け仏壇「鏡壇ミラリエ」Web Shop


