
私どもは、“お仏壇のはせがわ”としての誇りを持ち、
「敬い」「感謝」「礼儀」を大切にしてまいります。

一、信用本位　
一、感謝報恩
一、よろこびのあきない

創業の精神

10店舗
愛　知・・・・ 9 店舗
岐　阜・・・・ 1 店舗

96店舗
東　京・・・ 25店舗
神奈川・・・ 27店舗
千　葉・・・ 18店舗
埼　玉・・・ 17店舗
茨　城・・・・ 5 店舗
栃　木・・・・ 2 店舗
群　馬・・・・ 1 店舗
山　梨・・・・ 1 店舗

　銀座本店は、生命の輝きの象徴「光」と日本の伝統工芸の
「漆」をイメージしてデザインされたお店です。癒しと
祈りをテーマにした商品や特選のお仏壇はもちろん、人間
国宝の作品や平成黄金の茶室などの伝統工芸品・美術品の
コレクションもご覧いただけます。

　伝統的なお仏壇から洋間に合わせたお仏壇まで、様々な
ライフスタイルに応じたご供養をご提案する商品を、
落ち着いた空間のなかでゆっくりとご覧いただけます。
さらに、祈りのこころをお伝えする場として、伝統工芸品・
美術品も展示しております。

九州・山口
エリア

東海
エリア

関東
エリア福　岡・・・ 18店舗

大　分・・・・ 3 店舗
佐　賀・・・・ 2 店舗
山　口・・・・ 3 店舗

26店舗

■ 福岡本社
 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12-192　TEL:092-263-7600
■ 東京本社
 〒112-0004 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング7階　TEL:03-6801-1076

（2021年4月現在）
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福岡本店

本店

店舗ネットワーク

銀座本店／銀座ギャラリー

　弊社従業員は、お仏壇やお墓の商いを

とおして、仕合せな家庭生活や地域社会の

お役に立たせていただく自覚と誇りを胸に、

お客様の「大切な方のために出来る限りの

ことをして差し上げたい」という尊いお気

持ちに敬意（敬い）を払い、“お仏壇のはせ

がわ” を選んでご来店いただいたことに

対して感謝し、最上のおもてなし（礼儀）

を尽くしてまいります。

　また、お客様に対してのみならず、同じ

職場でともに仕事をする仲間・お取引き先様

を敬い、感謝し、礼節をもって振る舞うこと

を大切な価値観としております。

　諸行無常という言葉のとおり、すべての

物事は変化を続けており、ご供養の領域に

つきましても、お客様の価値観や生活様式

の変遷によって、確実に変化がもたらされ

ております。その変化を敏感に捉え、より

多くのお客様にご支持いただける商品・

サービスを開発・提供することが、私ども

の重要な経営課題でございます。

　一方で、新型コロナウイルス感染症が

収束しない状況であっても、多くのお客様

に当社をご利用いただいたことは、当社の

商いが社会生活にとって、欠かすことので

きない存在であることを再認識する出来事

でございました。今後も、「お仏壇のはせがわ」

の企業認知度を最大限に活用し、新たな

提案を行なってまいります。

　今後とも、皆様のより一層のご支援を

賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 新貝  三四郎

※ こころのアトリエ「トレッサ横浜店」「モラージュ菖蒲店」を含む。

本社



　関東、東海、九州を中心に展開する132
の直営店（2021年4月現在）でお仏壇・お
仏具の販売を行なっております。仏教の
伝統的な教義・様式に則った品揃えに加
え、お客様の生活様式や価値観の変化に
伴って、従来の概念にとらわれない商品
を企画・開発し、提供しております。

　1997年から参入した、仏壇仏具事業に次ぐ当社の中心事業です。
店舗展開地域を中心に、500ヵ所以上の霊園や寺院墓地にお客様をご案内
し墓石を販売しております。墓地選びから墓石の設計・施工や改修・改葬に
伴う墓石の解体までを専門スタッフがトータルサポートいたします。
(※一部地域を除く。)

　寺院が所有する「屋内墓苑」の受託販売を行なっております。「屋内墓苑」とは、ご遺骨を納めた厨子を自動で呼び出せ
る搬送式の納骨堂のことで、現代のニーズを満たす「新しいお墓のかたち」として近年定着しつつあります。当社は2009
年からその受託販売を開始しており、現在は7施設（2021年4月現在）について単独での受託販売を行なっております。

千日谷淨苑（東京都新宿区）

その他

赤坂浄苑（東京都港区）

小石川墓陵（東京都文京区）

月の廟庭（千葉県浦安市）
駅前納骨堂 眞應殿（神奈川県川崎市）

計7施設熱田の杜 最勝殿（愛知県名古屋市）

カリモク家具株式会社との協同開発お仏壇

SOLID BOARD JUST HK Shelflex

沙羅浄苑（東京都豊島区）

仏壇仏具事業

・全国の仏壇販売店、提携業者への
  仏壇仏具の卸売販売
・ECサイトでの仏壇仏具の販売

その他

屋内墓苑事業

墓石事業

会 社 名 ： 株式会社はせがわ

創　　業 ： 1929年9月

会社設立 ： 1966年12月

資  本  金 ： 4,037百万円
  （2021年3月31日）

売 上 高 ： 17,838百万円
  （2021年3月期）

代 表  者 ： 代表取締役社長　新貝 三四郎

上場市場 ： 福岡証券取引所
  東京証券取引所 市場第一部

従業員数 ： 1,190名（2021年3月期）

グループ ： 株式会社田ノ実
  株式会社はせがわ美術工芸

1929年 9月
　
　
1966年 12月

1976年 4月

1979年 2月

1980年 3月

1988年 11月

1994年 9月
 11月

1997年 4月

2012年 3月

2013年 3月
 7月
 9月

2014年 5月

2015年 2月

2017年 1月

　　　　3月

2019年 9月

創業社長 長谷川才蔵が直方市古町に「長谷川
仏具店」を創業し、仏壇仏具の販売を開始

社名を「株式会社長谷川仏壇店」とし、法人化

社名を「株式会社はせがわ」に商号変更

関東地区１号店（川口芝店）開店

仏壇の製造を行なう株式会社長谷川仏壇製作所
及び寺院工事を行なう株式会社長谷川仏具工芸
（現 株式会社はせがわ美術工芸）を子会社化

福岡証券取引所に株式上場

東海地区１号店（春日井店）開店
大阪証券取引所市場第二部に株式上場

墓石事業に本格参入

東京証券取引所市場第二部に株式上場

東京証券取引所市場第一部に株式上場
新CI導入、ロゴマーク変更
株式会社はせがわ美術工芸の全株式の70％を
譲渡し、関連会社へ移行

カリモク家具株式会社との協同開発仏壇
「SOLID BOARD JUST」の販売を開始

リビングスタイル店1号店（ヴィナシス金町店）開店

ショッピングセンター内リビングスタイル型１号店
（イオンタウン黒崎店）開店
こころのアトリエ1号店（トレッサ横浜店）開店

創業90周年

郊外の幹線道路沿いを中心に、現在最も多く展開している店舗
形態です。

株式会社 田ノ実　　https://www.tanomi.jp/
    日本人の生活にある「祈り・願い・感謝」を「食」の視点からとらえ、「手を合
わせる心豊かなライフスタイル」の発信を展開するため、2019年５月に会社
設立、翌６月より事業を開始いたしました。
「Japanese Food ＆ Culture」を事業テーマに、第１号店である自由が丘店に
おいて、ランチ＆カフェの運営、食品・生活雑貨の販売、イベント＆ワーク
ショップの企画・運営などを展開しております。

株式会社 はせがわ美術工芸 　http://www.art-hasegawa.co.jp/
    寺院内陣工事、特注仏壇、納骨壇の修復・新調などを主な事業内容としてお
ります。お陰様で多くの寺院様より荘厳工事の御下命を賜り、京都・本願寺阿
弥陀堂御宮殿（国重要文化財）、清水寺開山堂御厨子（国重要文化財）、熊本城
本丸御殿（国宝）、太宰府天満宮本殿（国重要文化財）など、国宝・重要文化財の
復原・修復工事にも携わっております。

大阪府浄念寺 木造不動明王立像 模刻制作
作者 安井 晴江氏（第15回お仏壇のはせがわ賞 受賞）

ロードサイド店

成田店

駅近くの商業集積地に立地し、店内はお客様のライフスタイル
に寄り添ったご供養の提案を心掛けた、新たな店舗形態です。

リビングスタイル店

大泉学園店

リビングスタイル店のエッセンスを取り入れた、商業施設内で
展開する店舗形態です。

ショッピングセンター／百貨店内店

東武池袋店

・寺院が所有する固定式納骨堂の
  ご紹介
・寺院用仏具の販売や本堂の修復
・お葬式のご相談・ご紹介　  など

東京藝術大学
「お仏壇のはせがわ賞」
文化財修復を担う技術者の育成を支援　

　当社は文化財保存を担う技術者の育成に貢献
することを目的として、東京藝術大学大学院 美術
研究科文化財保存学専攻修士課程 卒業最優秀
作品に「お仏壇のはせがわ賞」を授与させていた
だいております。
　文化財を修復･保存することは、その美しさや、
そこに込められた祈りの心を次世代に受け継ぐこ
とであり、これに携わる活動は、祈りを通じて感謝
や敬いの心を社会に伝えることを使命とする当社
にとって欠かせないものだと考えております。

主な店舗形態

事業のご紹介 会社概要 沿革

グループ会社のご紹介

お仏壇のはせがわ  On l i n e Shop

PayPayモール店楽天市場店 Amazon


