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お寺のご縁帳ガンジス ⽤語変換 2018/1/19 

⽤語設定︓寺院項⽬（common.xlsx に基づく） 
寺院名 <<寺院名>> 

⼭号 <<⼭号>> 

宗派 <<宗派>> 

住職名 <<住職名>> 

役職 <<役職>> 

⽒名 <<⽒名>> 

郵便番号 <<郵便番号>> 

都道府県 <<都道府県>> 

市区町村 <<市区町村>> 

住所 1 <<住所 1>> 

住所 2 <<住所 2>> 

住所 2 が空で、すぐ後が改⾏されていた場合、改⾏も削除される。

電話 <<電話>> 

携帯電話 <<携帯電話>> 

FAX <<FAX>> 

URL <<URL>> 

Email <<Email>> 

郵便番号_左 <<郵便番号_左>> 

郵便番号_右 <<郵便番号_右>> 

郵便番号_漢数字 <<郵便番号_漢数字>> 

住所 1_漢数字 <<住所 1_漢数字>> 

住所 2_漢数字 <<住所 2_漢数字>> 

電話_漢数字 <<電話_漢数字>> 

携帯電話_漢数字 <<携帯電話_漢数字>> 

FAX_漢数字 <<FAX_漢数字>> 

 
⽤語設定︓基本項⽬（common.xlsx に基づく） 
⽤語_檀家 <<⽤語_檀家>> 

⽤語_戒名 <<⽤語_戒名>> 

⽤語_年忌 <<⽤語_年忌>> 

⽤語_中陰 <<⽤語_中陰>> 

年忌表タイトル <<年忌表タイトル>> 

中陰表タイトル <<中陰表タイトル>> 

⽤語_享年 <<⽤語_享年>> 

⽤語_寂 <<⽤語_寂>> 

⽤語_霊位 <<⽤語_霊位>> 

⽤語_初盆 <<⽤語_初盆>> 
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⽤語_歿年⽉⽇ <<⽤語_歿年⽉⽇>> 

⽤語_会費 <<⽤語_会費>> 

 

⽤語設定︓データベース項⽬（common.xlsx に基づく） 
家チェック 1 <<家チェック 1>> 

家テキスト 1 <<家テキスト 1>> 

家チェック 2 <<家チェック 2>> 

家テキスト 2 <<家テキスト 2>> 

家チェック 3 <<家チェック 3>> 

家テキスト 3 <<家テキスト 3>> 

墓地分類 <<墓地分類>> 

墓地チェック 1 <<墓地チェック 1>> 

個⼈チェック 1 <<個⼈チェック 1>> 

個⼈テキスト 1 <<個⼈テキスト 1>> 

年忌表チェック 1 <<年忌表チェック 1>> 

会費分類 1 <<会費分類 1>> 

会費テキスト 1 <<会費テキスト 1>> 

 

■⽤語設定（個⼈~中陰年忌有.xlsx に基づく） 
姓 <<姓>>  

名 <<名>>  

姓名 <<姓名>>  

姓フリガナ <<姓フリガナ>>  

名フリガナ <<名フリガナ>>  

姓名フリガナ <<姓名フリガナ>>  

姓名ふりがな <<姓名ふりがな>>  

性別 <<性別>>  

和暦_⽣_元号 <<和暦_⽣_元号>>  

和暦_⽣_年_数値 <<和暦_⽣_年_数値>> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

和暦_⽣_年 <<和暦_⽣_年>> 元,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

和暦_⽣_⽉ <<和暦_⽣_⽉>>  

和暦_⽣_⽇ <<和暦_⽣_⽇>>  

和暦_漢数字_⽣_年 <<和暦_漢数字_⽣_年>>  

和暦_漢数字_⽣_⽉ <<和暦_漢数字_⽣_⽉>>  

和暦_漢数字_⽣_⽇ <<和暦_漢数字_⽣_⽇>>  

⻄暦_⽣_年 <<⻄暦_⽣_年>>  

⻄暦_⽣_⽉ <<⻄暦_⽣_⽉>>  

⻄暦_⽣_⽇ <<⻄暦_⽣_⽇>>  

和暦_⽣年⽉⽇_表⽰⽤ <<和暦_⽣年⽉⽇_表⽰⽤>>  

和暦_没_元号 <<和暦_没_元号>>  
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和暦_没_年_数値 <<和暦_没_年_数値>> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

和暦_没_年 <<和暦_没_年>> 元,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

和暦_没_⽉ <<和暦_没_⽉>>  

和暦_没_⽇ <<和暦_没_⽇>>  

和暦_漢数字_没_年 <<和暦_漢数字_没_年>>  

和暦_漢数字_没_⽉ <<和暦_漢数字_没_⽉>>  

和暦_漢数字_没_⽇ <<和暦_漢数字_没_⽇>>  

⻄暦_没_年 <<⻄暦_没_年>>  

⻄暦_没_⽉ <<⻄暦_没_⽉>>  

⻄暦_没_⽇ <<⻄暦_没_⽇>>  

Is 不詳没_年 <<Is 不詳没_年>>  

Is 不詳没_⽉ <<Is 不詳没_⽉>>  

Is 不詳没_⽇ <<Is 不詳没_⽇>>  

没後年_和暦基準_数え <<没後年_和暦基準_数え>>  

没後年_⻄暦基準_数え <<没後年_⻄暦基準_数え>>  

没後年_数え <<没後年_数え>>  

享年_⾃動 <<享年_⾃動>>  

没時_満年齢_⾃動 <<没時_満年齢_⾃動>>  

享年 <<享年>>  

没時_満年齢 <<没時_満年齢>>  

享年_漢数字 <<享年_漢数字>>  

没時_満年齢_漢数字 <<没時_満年齢_漢数字>>  

続柄 <<続柄>>  

戒名法名 <<戒名法名>>  

戒名法名ヨミ <<戒名法名ヨミ>>  

職業 <<職業>>  

個⼈_備考 <<個⼈_備考>>  

施主 <<施主>>  

個⼈_Is チェック 1 <<個⼈_Is チェック 1>>  

個⼈_テキスト 1 <<個⼈_テキスト 1>>  

Is 年忌案内無し <<Is 年忌案内無し>>  

 
■中陰分類（common.xlsx に基づく） 
初七⽇_名称 <<初七⽇_名称>> 

初七⽇_ふりがな <<初七⽇_ふりがな>> 

初七⽇_別名 <<初七⽇_別名>> 

初七⽇_別名ふりがな <<初七⽇_別名ふりがな>> 

⼆七⽇_名称 <<⼆七⽇_名称>> 

⼆七⽇_ふりがな <<⼆七⽇_ふりがな>> 

⼆七⽇_別名 <<⼆七⽇_別名>> 



4 
 

⼆七⽇_別名ふりがな <<⼆七⽇_別名ふりがな>> 

三七⽇_名称 <<三七⽇_名称>> 

三七⽇_ふりがな <<三七⽇_ふりがな>> 

三七⽇_別名 <<三七⽇_別名>> 

三七⽇_別名ふりがな <<三七⽇_別名ふりがな>> 

四七⽇_名称 <<四七⽇_名称>> 

四七⽇_ふりがな <<四七⽇_ふりがな>> 

四七⽇_別名 <<四七⽇_別名>> 

四七⽇_別名ふりがな <<四七⽇_別名ふりがな>> 

初⽉忌_名称 <<初⽉忌_名称>> 

初⽉忌_ふりがな <<初⽉忌_ふりがな>> 

初⽉忌_別名 <<初⽉忌_別名>> 

初⽉忌_別名ふりがな <<初⽉忌_別名ふりがな>> 

五七⽇_名称 <<五七⽇_名称>> 

五七⽇_ふりがな <<五七⽇_ふりがな>> 

五七⽇_別名 <<五七⽇_別名>> 

五七⽇_別名ふりがな <<五七⽇_別名ふりがな>> 

六七⽇_名称 <<六七⽇_名称>> 

六七⽇_ふりがな <<六七⽇_ふりがな>> 

六七⽇_別名 <<六七⽇_別名>> 

六七⽇_別名ふりがな <<六七⽇_別名ふりがな>> 

七七⽇_名称 <<七七⽇_名称>> 

七七⽇_ふりがな <<七七⽇_ふりがな>> 

七七⽇_別名 <<七七⽇_別名>> 

七七⽇_別名ふりがな <<七七⽇_別名ふりがな>> 

⼋七⽇_名称 <<⼋七⽇_名称>> 

⼋七⽇_ふりがな <<⼋七⽇_ふりがな>> 

⼋七⽇_別名 <<⼋七⽇_別名>> 

⼋七⽇_別名ふりがな <<⼋七⽇_別名ふりがな>> 

百箇⽇_名称 <<百箇⽇_名称>> 

百箇⽇_ふりがな <<百箇⽇_ふりがな>> 

百箇⽇_別名 <<百箇⽇_別名>> 

百箇⽇_別名ふりがな <<百箇⽇_別名ふりがな>> 

 

■中陰（個⼈~中陰年忌有.xlsx に基づく） 
初七⽇_出⼒⽤名称 <<初七⽇_出⼒⽤名称>> 

初七⽇_和暦_⽇付 <<初七⽇_和暦_⽇付>> 

初七⽇_和暦_元号 <<初七⽇_和暦_元号>> 

初七⽇_和暦_年 <<初七⽇_和暦_年>> 

初七⽇_和暦_⽉ <<初七⽇_和暦_⽉>> 
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初七⽇_和暦_⽇ <<初七⽇_和暦_⽇>> 

初七⽇_和暦_漢数字_年 <<初七⽇_和暦_漢数字_年>> 

初七⽇_和暦_漢数字_⽉ <<初七⽇_和暦_漢数字_⽉>> 

初七⽇_和暦_漢数字_⽇ <<初七⽇_和暦_漢数字_⽇>> 

初七⽇_年 <<初七⽇_年>> 

初七⽇_⽉ <<初七⽇_⽉>> 

初七⽇_⽇ <<初七⽇_⽇>> 

初七⽇_曜⽇ <<初七⽇_曜⽇>> 

初七⽇_時刻 <<初七⽇_時刻>> 

初七⽇_逮夜 <<初七⽇_逮夜>> 

⼆七⽇_出⼒⽤名称 <<⼆七⽇_出⼒⽤名称>> 

⼆七⽇_和暦_⽇付 <<⼆七⽇_和暦_⽇付>> 

⼆七⽇_和暦_元号 <<⼆七⽇_和暦_元号>> 

⼆七⽇_和暦_年 <<⼆七⽇_和暦_年>> 

⼆七⽇_和暦_⽉ <<⼆七⽇_和暦_⽉>> 

⼆七⽇_和暦_⽇ <<⼆七⽇_和暦_⽇>> 

⼆七⽇_和暦_漢数字_年 <<⼆七⽇_和暦_漢数字_年>> 

⼆七⽇_和暦_漢数字_⽉ <<⼆七⽇_和暦_漢数字_⽉>> 

⼆七⽇_和暦_漢数字_⽇ <<⼆七⽇_和暦_漢数字_⽇>> 

⼆七⽇_年 <<⼆七⽇_年>> 

⼆七⽇_⽉ <<⼆七⽇_⽉>> 

⼆七⽇_⽇ <<⼆七⽇_⽇>> 

⼆七⽇_曜⽇ <<⼆七⽇_曜⽇>> 

⼆七⽇_時刻 <<⼆七⽇_時刻>> 

⼆七⽇_逮夜 <<⼆七⽇_逮夜>> 

三七⽇_出⼒⽤名称 <<三七⽇_出⼒⽤名称>> 

三七⽇_和暦_⽇付 <<三七⽇_和暦_⽇付>> 

三七⽇_和暦_元号 <<三七⽇_和暦_元号>> 

三七⽇_和暦_年 <<三七⽇_和暦_年>> 

三七⽇_和暦_⽉ <<三七⽇_和暦_⽉>> 

三七⽇_和暦_⽇ <<三七⽇_和暦_⽇>> 

三七⽇_和暦_漢数字_年 <<三七⽇_和暦_漢数字_年>> 

三七⽇_和暦_漢数字_⽉ <<三七⽇_和暦_漢数字_⽉>> 

三七⽇_和暦_漢数字_⽇ <<三七⽇_和暦_漢数字_⽇>> 

三七⽇_年 <<三七⽇_年>> 

三七⽇_⽉ <<三七⽇_⽉>> 

三七⽇_⽇ <<三七⽇_⽇>> 

三七⽇_曜⽇ <<三七⽇_曜⽇>> 

三七⽇_時刻 <<三七⽇_時刻>> 

三七⽇_逮夜 <<三七⽇_逮夜>> 
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四七⽇_出⼒⽤名称 <<四七⽇_出⼒⽤名称>> 

四七⽇_和暦_⽇付 <<四七⽇_和暦_⽇付>> 

四七⽇_和暦_元号 <<四七⽇_和暦_元号>> 

四七⽇_和暦_年 <<四七⽇_和暦_年>> 

四七⽇_和暦_⽉ <<四七⽇_和暦_⽉>> 

四七⽇_和暦_⽇ <<四七⽇_和暦_⽇>> 

四七⽇_和暦_漢数字_年 <<四七⽇_和暦_漢数字_年>> 

四七⽇_和暦_漢数字_⽉ <<四七⽇_和暦_漢数字_⽉>> 

四七⽇_和暦_漢数字_⽇ <<四七⽇_和暦_漢数字_⽇>> 

四七⽇_年 <<四七⽇_年>> 

四七⽇_⽉ <<四七⽇_⽉>> 

四七⽇_⽇ <<四七⽇_⽇>> 

四七⽇_曜⽇ <<四七⽇_曜⽇>> 

四七⽇_時刻 <<四七⽇_時刻>> 

四七⽇_逮夜 <<四七⽇_逮夜>> 

初⽉忌_出⼒⽤名称 <<初⽉忌_出⼒⽤名称>> 

初⽉忌_和暦_⽇付 <<初⽉忌_和暦_⽇付>> 

初⽉忌_和暦_元号 <<初⽉忌_和暦_元号>> 

初⽉忌_和暦_年 <<初⽉忌_和暦_年>> 

初⽉忌_和暦_⽉ <<初⽉忌_和暦_⽉>> 

初⽉忌_和暦_⽇ <<初⽉忌_和暦_⽇>> 

初⽉忌_和暦_漢数字_年 <<初⽉忌_和暦_漢数字_年>> 

初⽉忌_和暦_漢数字_⽉ <<初⽉忌_和暦_漢数字_⽉>> 

初⽉忌_和暦_漢数字_⽇ <<初⽉忌_和暦_漢数字_⽇>> 

初⽉忌_年 <<初⽉忌_年>> 

初⽉忌_⽉ <<初⽉忌_⽉>> 

初⽉忌_⽇ <<初⽉忌_⽇>> 

初⽉忌_曜⽇ <<初⽉忌_曜⽇>> 

初⽉忌_時刻 <<初⽉忌_時刻>> 

初⽉忌_逮夜 <<初⽉忌_逮夜>> 

五七⽇_出⼒⽤名称 <<五七⽇_出⼒⽤名称>> 

五七⽇_和暦_⽇付 <<五七⽇_和暦_⽇付>> 

五七⽇_和暦_元号 <<五七⽇_和暦_元号>> 

五七⽇_和暦_年 <<五七⽇_和暦_年>> 

五七⽇_和暦_⽉ <<五七⽇_和暦_⽉>> 

五七⽇_和暦_⽇ <<五七⽇_和暦_⽇>> 

五七⽇_和暦_漢数字_年 <<五七⽇_和暦_漢数字_年>> 

五七⽇_和暦_漢数字_⽉ <<五七⽇_和暦_漢数字_⽉>> 

五七⽇_和暦_漢数字_⽇ <<五七⽇_和暦_漢数字_⽇>> 

五七⽇_年 <<五七⽇_年>> 
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五七⽇_⽉ <<五七⽇_⽉>> 

五七⽇_⽇ <<五七⽇_⽇>> 

五七⽇_曜⽇ <<五七⽇_曜⽇>> 

五七⽇_時刻 <<五七⽇_時刻>> 

五七⽇_逮夜 <<五七⽇_逮夜>> 

六七⽇_出⼒⽤名称 <<六七⽇_出⼒⽤名称>> 

六七⽇_和暦_⽇付 <<六七⽇_和暦_⽇付>> 

六七⽇_和暦_元号 <<六七⽇_和暦_元号>> 

六七⽇_和暦_年 <<六七⽇_和暦_年>> 

六七⽇_和暦_⽉ <<六七⽇_和暦_⽉>> 

六七⽇_和暦_⽇ <<六七⽇_和暦_⽇>> 

六七⽇_和暦_漢数字_年 <<六七⽇_和暦_漢数字_年>> 

六七⽇_和暦_漢数字_⽉ <<六七⽇_和暦_漢数字_⽉>> 

六七⽇_和暦_漢数字_⽇ <<六七⽇_和暦_漢数字_⽇>> 

六七⽇_年 <<六七⽇_年>> 

六七⽇_⽉ <<六七⽇_⽉>> 

六七⽇_⽇ <<六七⽇_⽇>> 

六七⽇_曜⽇ <<六七⽇_曜⽇>> 

六七⽇_時刻 <<六七⽇_時刻>> 

六七⽇_逮夜 <<六七⽇_逮夜>> 

七七⽇_出⼒⽤名称 <<七七⽇_出⼒⽤名称>> 

七七⽇_和暦_⽇付 <<七七⽇_和暦_⽇付>> 

七七⽇_和暦_元号 <<七七⽇_和暦_元号>> 

七七⽇_和暦_年 <<七七⽇_和暦_年>> 

七七⽇_和暦_⽉ <<七七⽇_和暦_⽉>> 

七七⽇_和暦_⽇ <<七七⽇_和暦_⽇>> 

七七⽇_和暦_漢数字_年 <<七七⽇_和暦_漢数字_年>> 

七七⽇_和暦_漢数字_⽉ <<七七⽇_和暦_漢数字_⽉>> 

七七⽇_和暦_漢数字_⽇ <<七七⽇_和暦_漢数字_⽇>> 

七七⽇_年 <<七七⽇_年>> 

七七⽇_⽉ <<七七⽇_⽉>> 

七七⽇_⽇ <<七七⽇_⽇>> 

七七⽇_曜⽇ <<七七⽇_曜⽇>> 

七七⽇_時刻 <<七七⽇_時刻>> 

七七⽇_逮夜 <<七七⽇_逮夜>> 

百箇⽇_出⼒⽤名称 <<百箇⽇_出⼒⽤名称>> 

百箇⽇_和暦_⽇付 <<百箇⽇_和暦_⽇付>> 

百箇⽇_和暦_元号 <<百箇⽇_和暦_元号>> 

百箇⽇_和暦_年 <<百箇⽇_和暦_年>> 

百箇⽇_和暦_⽉ <<百箇⽇_和暦_⽉>> 
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百箇⽇_和暦_⽇ <<百箇⽇_和暦_⽇>> 

百箇⽇_和暦_漢数字_年 <<百箇⽇_和暦_漢数字_年>> 

百箇⽇_和暦_漢数字_⽉ <<百箇⽇_和暦_漢数字_⽉>> 

百箇⽇_和暦_漢数字_⽇ <<百箇⽇_和暦_漢数字_⽇>> 

百箇⽇_年 <<百箇⽇_年>> 

百箇⽇_⽉ <<百箇⽇_⽉>> 

百箇⽇_⽇ <<百箇⽇_⽇>> 

百箇⽇_曜⽇ <<百箇⽇_曜⽇>> 

百箇⽇_時刻 <<百箇⽇_時刻>> 

百箇⽇_逮夜 <<百箇⽇_逮夜>> 

 

■年忌分類（common.xlsx に基づく） 
⼀周忌_名称 <<⼀周忌_名称>> 

⼀周忌_ふりがな <<⼀周忌_ふりがな>> 

三回忌_名称 <<三回忌_名称>> 

三回忌_ふりがな <<三回忌_ふりがな>> 

七回忌_名称 <<七回忌_名称>> 

七回忌_ふりがな <<七回忌_ふりがな>> 

⼗三回忌_名称 <<⼗三回忌_名称>> 

⼗三回忌_ふりがな <<⼗三回忌_ふりがな>> 

⼗七回忌_名称 <<⼗七回忌_名称>> 

⼗七回忌_ふりがな <<⼗七回忌_ふりがな>> 

⼆⼗三回忌_名称 <<⼆⼗三回忌_名称>> 

⼆⼗三回忌_ふりがな <<⼆⼗三回忌_ふりがな>> 

⼆⼗七回忌_名称 <<⼆⼗七回忌_名称>> 

⼆⼗七回忌_ふりがな <<⼆⼗七回忌_ふりがな>> 

三⼗三回忌_名称 <<三⼗三回忌_名称>> 

三⼗三回忌_ふりがな <<三⼗三回忌_ふりがな>> 

三⼗七回忌_名称 <<三⼗七回忌_名称>> 

三⼗七回忌_ふりがな <<三⼗七回忌_ふりがな>> 

四⼗三回忌_名称 <<四⼗三回忌_名称>> 

四⼗三回忌_ふりがな <<四⼗三回忌_ふりがな>> 

四⼗七回忌_名称 <<四⼗七回忌_名称>> 

四⼗七回忌_ふりがな <<四⼗七回忌_ふりがな>> 

五⼗回忌_名称 <<五⼗回忌_名称>> 

五⼗回忌_ふりがな <<五⼗回忌_ふりがな>> 

百回忌_名称 <<百回忌_名称>> 
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百回忌_ふりがな <<百回忌_ふりがな>> 

 

■年忌（個⼈~中陰年忌有.xlsx に基づく） 
⼀周忌_出⼒⽤名称 <<⼀周忌_出⼒⽤名称>> 

⼀周忌_和暦_⽇付 <<⼀周忌_和暦_⽇付>> 

⼀周忌_和暦_元号 <<⼀周忌_和暦_元号>> 

⼀周忌_和暦_年 <<⼀周忌_和暦_年>> 

⼀周忌_和暦_⽉ <<⼀周忌_和暦_⽉>> 

⼀周忌_和暦_⽇ <<⼀周忌_和暦_⽇>> 

⼀周忌_和暦_漢数字_年 <<⼀周忌_和暦_漢数字_年>> 

⼀周忌_和暦_漢数字_⽉ <<⼀周忌_和暦_漢数字_⽉>> 

⼀周忌_和暦_漢数字_⽇ <<⼀周忌_和暦_漢数字_⽇>> 

⼀周忌_年 <<⼀周忌_年>> 

⼀周忌_⽉ <<⼀周忌_⽉>> 

⼀周忌_⽇ <<⼀周忌_⽇>> 

⼀周忌_曜⽇ <<⼀周忌_曜⽇>> 

⼀周忌_法要済 <<⼀周忌_法要済>> 

三回忌_出⼒⽤名称 <<三回忌_出⼒⽤名称>> 

三回忌_和暦_⽇付 <<三回忌_和暦_⽇付>> 

三回忌_和暦_元号 <<三回忌_和暦_元号>> 

三回忌_和暦_年 <<三回忌_和暦_年>> 

三回忌_和暦_⽉ <<三回忌_和暦_⽉>> 

三回忌_和暦_⽇ <<三回忌_和暦_⽇>> 

三回忌_和暦_漢数字_年 <<三回忌_和暦_漢数字_年>> 

三回忌_和暦_漢数字_⽉ <<三回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

三回忌_和暦_漢数字_⽇ <<三回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

三回忌_年 <<三回忌_年>> 

三回忌_⽉ <<三回忌_⽉>> 

三回忌_⽇ <<三回忌_⽇>> 

三回忌_曜⽇ <<三回忌_曜⽇>> 

三回忌_法要済 <<三回忌_法要済>> 

七回忌_出⼒⽤名称 <<七回忌_出⼒⽤名称>> 

七回忌_和暦_⽇付 <<七回忌_和暦_⽇付>> 

七回忌_和暦_元号 <<七回忌_和暦_元号>> 

七回忌_和暦_年 <<七回忌_和暦_年>> 

七回忌_和暦_⽉ <<七回忌_和暦_⽉>> 

七回忌_和暦_⽇ <<七回忌_和暦_⽇>> 

七回忌_和暦_漢数字_年 <<七回忌_和暦_漢数字_年>> 

七回忌_和暦_漢数字_⽉ <<七回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

七回忌_和暦_漢数字_⽇ <<七回忌_和暦_漢数字_⽇>> 
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七回忌_年 <<七回忌_年>> 

七回忌_⽉ <<七回忌_⽉>> 

七回忌_⽇ <<七回忌_⽇>> 

七回忌_曜⽇ <<七回忌_曜⽇>> 

七回忌_法要済 <<七回忌_法要済>> 

⼗三回忌_出⼒⽤名称 <<⼗三回忌_出⼒⽤名称>> 

⼗三回忌_和暦_⽇付 <<⼗三回忌_和暦_⽇付>> 

⼗三回忌_和暦_元号 <<⼗三回忌_和暦_元号>> 

⼗三回忌_和暦_年 <<⼗三回忌_和暦_年>> 

⼗三回忌_和暦_⽉ <<⼗三回忌_和暦_⽉>> 

⼗三回忌_和暦_⽇ <<⼗三回忌_和暦_⽇>> 

⼗三回忌_和暦_漢数字_年 <<⼗三回忌_和暦_漢数字_年>> 

⼗三回忌_和暦_漢数字_⽉ <<⼗三回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

⼗三回忌_和暦_漢数字_⽇ <<⼗三回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

⼗三回忌_年 <<⼗三回忌_年>> 

⼗三回忌_⽉ <<⼗三回忌_⽉>> 

⼗三回忌_⽇ <<⼗三回忌_⽇>> 

⼗三回忌_曜⽇ <<⼗三回忌_曜⽇>> 

⼗三回忌_法要済 <<⼗三回忌_法要済>> 

⼗七回忌_出⼒⽤名称 <<⼗七回忌_出⼒⽤名称>> 

⼗七回忌_和暦_⽇付 <<⼗七回忌_和暦_⽇付>> 

⼗七回忌_和暦_元号 <<⼗七回忌_和暦_元号>> 

⼗七回忌_和暦_年 <<⼗七回忌_和暦_年>> 

⼗七回忌_和暦_⽉ <<⼗七回忌_和暦_⽉>> 

⼗七回忌_和暦_⽇ <<⼗七回忌_和暦_⽇>> 

⼗七回忌_和暦_漢数字_年 <<⼗七回忌_和暦_漢数字_年>> 

⼗七回忌_和暦_漢数字_⽉ <<⼗七回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

⼗七回忌_和暦_漢数字_⽇ <<⼗七回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

⼗七回忌_年 <<⼗七回忌_年>> 

⼗七回忌_⽉ <<⼗七回忌_⽉>> 

⼗七回忌_⽇ <<⼗七回忌_⽇>> 

⼗七回忌_曜⽇ <<⼗七回忌_曜⽇>> 

⼗七回忌_法要済 <<⼗七回忌_法要済>> 

⼆⼗三回忌_出⼒⽤名称 <<⼆⼗三回忌_出⼒⽤名称>> 

⼆⼗三回忌_和暦_⽇付 <<⼆⼗三回忌_和暦_⽇付>> 

⼆⼗三回忌_和暦_元号 <<⼆⼗三回忌_和暦_元号>> 

⼆⼗三回忌_和暦_年 <<⼆⼗三回忌_和暦_年>> 

⼆⼗三回忌_和暦_⽉ <<⼆⼗三回忌_和暦_⽉>> 

⼆⼗三回忌_和暦_⽇ <<⼆⼗三回忌_和暦_⽇>> 

⼆⼗三回忌_和暦_漢数字_年 <<⼆⼗三回忌_和暦_漢数字_年>> 
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⼆⼗三回忌_和暦_漢数字_⽉ <<⼆⼗三回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

⼆⼗三回忌_和暦_漢数字_⽇ <<⼆⼗三回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

⼆⼗三回忌_年 <<⼆⼗三回忌_年>> 

⼆⼗三回忌_⽉ <<⼆⼗三回忌_⽉>> 

⼆⼗三回忌_⽇ <<⼆⼗三回忌_⽇>> 

⼆⼗三回忌_曜⽇ <<⼆⼗三回忌_曜⽇>> 

⼆⼗三回忌_法要済 <<⼆⼗三回忌_法要済>> 

⼆⼗七回忌_出⼒⽤名称 <<⼆⼗七回忌_出⼒⽤名称>> 

⼆⼗七回忌_和暦_⽇付 <<⼆⼗七回忌_和暦_⽇付>> 

⼆⼗七回忌_和暦_元号 <<⼆⼗七回忌_和暦_元号>> 

⼆⼗七回忌_和暦_年 <<⼆⼗七回忌_和暦_年>> 

⼆⼗七回忌_和暦_⽉ <<⼆⼗七回忌_和暦_⽉>> 

⼆⼗七回忌_和暦_⽇ <<⼆⼗七回忌_和暦_⽇>> 

⼆⼗七回忌_和暦_漢数字_年 <<⼆⼗七回忌_和暦_漢数字_年>> 

⼆⼗七回忌_和暦_漢数字_⽉ <<⼆⼗七回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

⼆⼗七回忌_和暦_漢数字_⽇ <<⼆⼗七回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

⼆⼗七回忌_年 <<⼆⼗七回忌_年>> 

⼆⼗七回忌_⽉ <<⼆⼗七回忌_⽉>> 

⼆⼗七回忌_⽇ <<⼆⼗七回忌_⽇>> 

⼆⼗七回忌_曜⽇ <<⼆⼗七回忌_曜⽇>> 

⼗七回忌_法要済 <<⼆⼗七回忌_法要済>> 

三⼗三回忌_出⼒⽤名称 <<三⼗三回忌_出⼒⽤名称>> 

三⼗三回忌_和暦_⽇付 <<三⼗三回忌_和暦_⽇付>> 

三⼗三回忌_和暦_元号 <<三⼗三回忌_和暦_元号>> 

三⼗三回忌_和暦_年 <<三⼗三回忌_和暦_年>> 

三⼗三回忌_和暦_⽉ <<三⼗三回忌_和暦_⽉>> 

三⼗三回忌_和暦_⽇ <<三⼗三回忌_和暦_⽇>> 

三⼗三回忌_和暦_漢数字_年 <<三⼗三回忌_和暦_漢数字_年>> 

三⼗三回忌_和暦_漢数字_⽉ <<三⼗三回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

三⼗三回忌_和暦_漢数字_⽇ <<三⼗三回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

三⼗三回忌_年 <<三⼗三回忌_年>> 

三⼗三回忌_⽉ <<三⼗三回忌_⽉>> 

三⼗三回忌_⽇ <<三⼗三回忌_⽇>> 

三⼗三回忌_曜⽇ <<三⼗三回忌_曜⽇>> 

三⼗三回忌_法要済 <<三⼗三回忌_法要済>> 

三⼗七回忌_出⼒⽤名称 <<三⼗七回忌_出⼒⽤名称>> 

三⼗七回忌_和暦_⽇付 <<三⼗七回忌_和暦_⽇付>> 

三⼗七回忌_和暦_元号 <<三⼗七回忌_和暦_元号>> 

三⼗七回忌_和暦_年 <<三⼗七回忌_和暦_年>> 

三⼗七回忌_和暦_⽉ <<三⼗七回忌_和暦_⽉>> 
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三⼗七回忌_和暦_⽇ <<三⼗七回忌_和暦_⽇>> 

三⼗七回忌_和暦_漢数字_年 <<三⼗七回忌_和暦_漢数字_年>> 

三⼗七回忌_和暦_漢数字_⽉ <<三⼗七回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

三⼗七回忌_和暦_漢数字_⽇ <<三⼗七回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

三⼗七回忌_年 <<三⼗七回忌_年>> 

三⼗七回忌_⽉ <<三⼗七回忌_⽉>> 

三⼗七回忌_⽇ <<三⼗七回忌_⽇>> 

三⼗七回忌_曜⽇ <<三⼗七回忌_曜⽇>> 

三⼗七回忌_法要済 <<三⼗七回忌_法要済>> 

四⼗三回忌_出⼒⽤名称 <<四⼗三回忌_出⼒⽤名称>> 

四⼗三回忌_和暦_⽇付 <<四⼗三回忌_和暦_⽇付>> 

四⼗三回忌_和暦_元号 <<四⼗三回忌_和暦_元号>> 

四⼗三回忌_和暦_年 <<四⼗三回忌_和暦_年>> 

四⼗三回忌_和暦_⽉ <<四⼗三回忌_和暦_⽉>> 

四⼗三回忌_和暦_⽇ <<四⼗三回忌_和暦_⽇>> 

四⼗三回忌_和暦_漢数字_年 <<四⼗三回忌_和暦_漢数字_年>> 

四⼗三回忌_和暦_漢数字_⽉ <<四⼗三回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

四⼗三回忌_和暦_漢数字_⽇ <<四⼗三回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

四⼗三回忌_年 <<四⼗三回忌_年>> 

四⼗三回忌_⽉ <<四⼗三回忌_⽉>> 

四⼗三回忌_⽇ <<四⼗三回忌_⽇>> 

四⼗三回忌_曜⽇ <<四⼗三回忌_曜⽇>> 

四⼗三回忌_法要済 <<四⼗三回忌_法要済>> 

四⼗七回忌_出⼒⽤名称 <<四⼗七回忌_出⼒⽤名称>> 

四⼗七回忌_和暦_⽇付 <<四⼗七回忌_和暦_⽇付>> 

四⼗七回忌_和暦_元号 <<四⼗七回忌_和暦_元号>> 

四⼗七回忌_和暦_年 <<四⼗七回忌_和暦_年>> 

四⼗七回忌_和暦_⽉ <<四⼗七回忌_和暦_⽉>> 

四⼗七回忌_和暦_⽇ <<四⼗七回忌_和暦_⽇>> 

四⼗七回忌_和暦_漢数字_年 <<四⼗七回忌_和暦_漢数字_年>> 

四⼗七回忌_和暦_漢数字_⽉ <<四⼗七回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

四⼗七回忌_和暦_漢数字_⽇ <<四⼗七回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

四⼗七回忌_年 <<四⼗七回忌_年>> 

四⼗七回忌_⽉ <<四⼗七回忌_⽉>> 

四⼗七回忌_⽇ <<四⼗七回忌_⽇>> 

四⼗七回忌_曜⽇ <<四⼗七回忌_曜⽇>> 

四⼗七回忌_法要済 <<四⼗七回忌_法要済>> 

五⼗回忌_出⼒⽤名称 <<五⼗回忌_出⼒⽤名称>> 

五⼗回忌_和暦_⽇付 <<五⼗回忌_和暦_⽇付>> 

五⼗回忌_和暦_元号 <<五⼗回忌_和暦_元号>> 
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五⼗回忌_和暦_年 <<五⼗回忌_和暦_年>> 

五⼗回忌_和暦_⽉ <<五⼗回忌_和暦_⽉>> 

五⼗回忌_和暦_⽇ <<五⼗回忌_和暦_⽇>> 

五⼗回忌_和暦_漢数字_年 <<五⼗回忌_和暦_漢数字_年>> 

五⼗回忌_和暦_漢数字_⽉ <<五⼗回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

五⼗回忌_和暦_漢数字_⽇ <<五⼗回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

五⼗回忌_年 <<五⼗回忌_年>> 

五⼗回忌_⽉ <<五⼗回忌_⽉>> 

五⼗回忌_⽇ <<五⼗回忌_⽇>> 

五⼗回忌_曜⽇ <<五⼗回忌_曜⽇>> 

五⼗回忌_法要済 <<五⼗回忌_法要済>> 

百回忌_出⼒⽤名称 <<百回忌_出⼒⽤名称>> 

百回忌_和暦_⽇付 <<百回忌_和暦_⽇付>> 

百回忌_和暦_元号 <<百回忌_和暦_元号>> 

百回忌_和暦_年 <<百回忌_和暦_年>> 

百回忌_和暦_⽉ <<百回忌_和暦_⽉>> 

百回忌_和暦_⽇ <<百回忌_和暦_⽇>> 

百回忌_和暦_漢数字_年 <<百回忌_和暦_漢数字_年>> 

百回忌_和暦_漢数字_⽉ <<百回忌_和暦_漢数字_⽉>> 

百回忌_和暦_漢数字_⽇ <<百回忌_和暦_漢数字_⽇>> 

百回忌_年 <<百回忌_年>> 

百回忌_⽉ <<百回忌_⽉>> 

百回忌_⽇ <<百回忌_⽇>> 

百回忌_曜⽇ <<百回忌_曜⽇>> 

百回忌_法要済 <<百回忌_法要済>> 

 


