
【ご葬儀のご依頼・ご相談】 0120-084 - 622（24時間365日対応）
足立鹿浜会館足立区家族葬センター

足立区 家族葬センター
足立区の火葬・一日葬 相談窓口

足立区 家族葬センター
足立区の火葬・一日葬 相談窓口

足立区家族葬センターのお葬式は
直葬から一日葬までしっかり対応

（税別）最
安118,000 円～

必要なものに厳選したセットプラン

カード決済対応 メルペイ対応

お問い合わせ

TEL ： 03-3897-4688（代）　FAX ： 03-3897-4567
足立区 家族葬センター 相談窓口 0120-084-622

フリーダイヤル

お急ぎの方はまずお電話にてご一報ください。24時間365日受付しております。
お電話一本でご自宅やご指定の場所にお伺いし、ご相談をお受けいたします。 

足立区家族葬センター
　　　　　　　　　（足立鹿浜会館内）

【2020.11.18  Vol.2】

株式会社足立鹿濱會館内

資料を見ながら電話相談 0120-084-622

オンライン葬儀対応とは
新型コロナウイルス感染予防のため葬儀式場に参列できない会葬者のためにパソコンや

スマホ・タブレットを利用してライブ配信の葬儀を視聴できるサービスです

メールでのご相談はホームページへPC・スマホから

今すぐ無料相談で
LINEメッセージでお知りになりたいことを
送信してください！

病院からの紹介業者、互助会に加入しているから安心、
 インターネットから情報収集・・・

これらは金銭面や安置場所式場・葬儀のやり方などで
予想外のトラブルが多い事例です

準備不足で葬儀後に後悔されないためにも
個別相談が大切です。

個別事前相談は無料で随時行っております。
ご予約の上ご来館をお待ちしております。

新しい葬儀のカタチ 
　　　　 それは事前相談から

非対面型相談をご希望の方は



最もシンプルなプラン
必要なものに厳選したセットプラン

（税別）118,000 円～

通夜式 告別式 火葬ご安置お迎え

～直葬プランの流れ～

直葬プラン
告別式を行わず火葬だけを執り行う直葬（ちょくそう）プランです。

「費用を抑えたい」とお考えになる方々に選ばれている選択肢の一つです。

火葬式プラン
告別式を行わず火葬だけを執り行うプランです。

火葬場費用（火葬料59,000円＋骨容器12,430円）  

　最もシンプルなプランで
　費用をおさえることができます
　非接触型の打合せに対応
　収骨代行に対応

　オプションは選べません
　火葬当日まで面会はできません
　火葬場は谷塚か町屋火葬場です

追加費用がかかる場合
●規定の安置日数を超えてしまった場合 
●搬送寝台車の規定距離10kmを超えてしまったとき。高速道路料金や深夜料金。 
　＊深夜に万が一のことがあった場合、深夜料金が掛からないように 
　　病院の方に夜が明けてからの搬送をお願いする方もいらっしゃいます。 
●ご遺体の状態がよくない場合 
　ご病気の治療や事故・事件のためご遺体の状態が良くなく 
　警察での検案後、感染予防・防臭対策のためにご処置に別途費用がかかることがあります。 
●宗教者のお布施・お食事や返礼品の追加・火葬場の休憩室使用料など 
　お客様のご要望によってサービスが追加される場合には別途費用がかかります。

～火葬式プランの流れ～

サービスを
選べる火葬式
必要なものに厳選したセットプラン

（税別）169,000 円～

通夜式 告別式 火葬お迎え
当社
霊安室
にて
ご安置

・ご面会・お花入れ

　個室型の霊安室なので故人様を
　ゆっくり偲ぶことができます
　ご希望のオプションサービスを
　お選び頂けます
　火葬の前にお別れすることができますこのプランの注意点

★葬儀後に健康保険より葬祭費      70,000円が支給されます
火葬場費用（火葬料59,000円＋骨容器12,430円）  

★葬儀後に健康保険より葬祭費      70,000円が支給されます

必要経費・オプションサービス （税別）

ドライアイス　一日 7,500円 立ち合い納棺 45,000円

寝台車超過料金10ｋｍ毎 5,500円 遺影写真 30,000円

寝台車深夜料金 15,000円 白木位牌 5,000円

保管料超過分 4,000円 お別れ花 10,000円～

直葬プランの流れ

お迎え・ご遺体搬送 火葬場集合
火葬解散

火葬式プランの流れ

お迎え・ご遺体搬送 ご安置 火葬場集合
お別れ

火葬
火葬場解散

当日スケジュール（例）
 15：00  ～ 16：00 火葬
 16：00  　　　　　  解散

当日スケジュール（例）
 14：45   　　集合・お別れ
 15：00  ～ 16：00 火葬
 16：00  　　　　　  解散

WEB
限定
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足立鹿浜会館一日葬プラン
足立区家族葬センター専属の式場を利用しての一日葬プランです。

谷塚火葬場一日葬プラン
谷塚火葬場菊の間を利用しての一日葬限定プランです。

一日葬プランの流れ

足立区家族葬センターで

選ばれてNO.1
式場使用料無料

（税別）340,000 円～
10名まで

通夜式 火葬搬送 ご安置 告別式

保管料

ビロード額
 （遺影写真の装飾額） 白木位牌

式進行宗教・焼香用具

諸官庁手続き
(死亡届の届け出代行)

出棺用花束 霊柩車：普通車
 （式場～谷塚斎場）

プランに含まれるもの

このプランをご利用の方は式場使用料が含まれております。

寝台車　（昼間：10kmと想定して）
病院～安置場所（自宅・会館）　

御遺体保全料 ドライアイス
1日分（１日=10kg）

納棺用具
旅支度セット 式場設営

遺影写真（白黒）
　（手札付き）

霊安室１日分

桐張棺

火葬場案内　

ビロード額

焼香用具

１日目

一日葬の流れ

２日目又は３日目

※まずは当社へご連絡下さい　　 ※当社霊安室にてお預かり致します　　 ※死亡届の手続きは当社にて代行させて頂きます
　　

※お別れの儀式お花や思い出の品をお入れする
　ことができます

　　 ※親しい方たちだけで送ることができます

●火葬●お迎え ●ご安置 ●打ち合わせ ●告別式 ●出棺

谷塚斎場での一日葬
式場使用料（菊の間）100,000（税別）を含めたセットプラン

（税別）450,000円～
通夜式

一日葬プランの流れ 12名まで

火葬お迎え ご安置 告別式

このプランの特徴

　個人様のご安置場所として
　足立鹿浜会館の和室型霊安室
　をご利用できます。
　式場定員１０名の１日葬プラン
　新型コロナウィルス感染予防対策及び
　非接触型葬儀対応式場
　

　

火葬場費用（火葬料59,000円＋骨容器12,430円）  
★葬儀後に健康保険より葬祭費      70,000円が支給されます

保管料

ビロード額
 （遺影写真の装飾額） 白木位牌

式進行宗教・焼香用具

諸官庁手続き
(死亡届の届け出代行)

出棺用花束

プランに含まれるもの

谷塚火葬場（菊の間）式場使用料100,000円（税別）が含まれております。

寝台車　（昼間：10kmと想定して）
病院～安置場所（自宅・会館）　

御遺体保全料 ドライアイス
1日分（１日=10kg）

納棺用具
旅支度セット 式場設営

遺影写真（白黒）
　（手札付き）

霊安室１日分

桐張棺

火葬場案内　

ビロード額

焼香用具

火葬場費用（火葬料59,000円＋骨容器12,430円）  
★葬儀後に健康保険より葬祭費      70,000円が支給されます

谷塚火葬場付設の式場

タイムスケジュール（例）
 13：00    集合
 13：30  ～ 14：30 葬儀
 15：00  ～ 16：00 火葬
 16：00 　  解散
午後からの葬儀が可能です。

このプランの特徴

　個人様のご安置場所として
　足立鹿浜会館の和室型霊安室
　をご利用できます。
　式場定員１２名の１日葬プラン
　式場付設の白木祭壇にご供花を
　お供えするプランです。
　

　

タイムスケジュール
 8：30    集合
 9：00 ～ 10：00 葬儀
 11：00  ～ 12：00 火葬
 　　　　　　  解散
出棺時間が決まっています。

WEB
限定

●ご焼香

推奨
プラン オンライン葬儀対応
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町屋火葬場一日葬プラン
町屋火葬場を利用しての一日葬、通常の葬儀（通夜、告別式）に対応のプランです。

町屋斎場での一日葬

ご希望によってお選びいただけます

式場使用料225,500円（税別）を含めたセットプラン

（税別）775,000 円～

通夜式

一日葬プランの流れ 20名まで

火葬お迎え ご安置 告別式

必要経費・オプションサービス

ドライアイス　一日 7,500円 立ち合い納棺 45,000円

寝台車超過料金10ｋｍ毎 5,500円 遺影写真 30,000円

寝台車深夜料金 15,000円 白木位牌 5,000円

保管料超過分 4,000円 お別れ花 10,000円

お坊さんのご紹介

宗教に合わせたお坊さんを
ご紹介いたします

～布～

大好きだったあの方へ
感謝の気持ちの花祭壇棺

胡人様へ感謝の気持ちを祭壇で表現いたしますデザインや材質など
さまざまな棺をご用意しています

湯
ゆ

 灌
かん

思い出ビデオ

旅立たれる故人様に
最後の入浴をしていただきます

故人様を偲ぶ
メモリアルDVDを制作いたします

故人様の最後のお姿を、お好きな色や
デザインをお選びください

さまざまな花祭壇をご用意しています。バラの花がお好きだったお母さまには、
バラを使ったきれいな祭壇はいかがでしょうか？

由緒あるお寺のお坊さんから、お寺を持
っていない低価格のお坊さんまで、ご要
望に応じてご紹介いたします

病院で亡くなる方が多く、お風呂にも長い
間は入れなかったので、最期にきれいな身
支度をしてお送りしていただきます。映画
「おくりびと」で使われている儀式です。

故人様との思い出をDVDにいたします。
また、お式でメモリアルＤＶＤを観ていただ
くこともできます。

空き家になってしまう
不動産、相続対象の不動産な
どなんでもご相談ください

お客様のご要望に
お応えできるよう、様々な

供養スタイルをご用意しています

故人様の思い出のお写真や
生前大切にしていた品などを
お飾りすることができます

故人様の遺品を真心を込め
てお手伝いいたします

ご相続・
空き家など

不動産のご相談

散骨・樹木葬
など

供養のご相談
お別れ
コーナー遺品整理

相続が争族にならないように、ご
相談ください。また不動産の売却
などのご相談も承ります

お墓・樹木葬・散骨・納骨堂・共同
墓など、お客様のご要望にあった
供養をご紹介いたします

故人様の思い出のつまった物は、
なかなか整理しづらいものがあり
ます。専門の業者に依頼すること
で整理が進みます。

故人様の思い出のお写真や愛用品
などをお飾りして、故人様との思い
出を振り返ることのできるスペース
をご用意致します。

（税別）

保管料

ビロード額
 （遺影写真の装飾額） 白木位牌

式進行宗教・焼香用具

諸官庁手続き
(死亡届の届け出代行)

出棺用花束

プランに含まれるもの

町屋式場使用料225,500（税別）が含まれております。

寝台車　（昼間：10kmと想定して）
病院～安置場所（自宅・会館）　

御遺体保全料 ドライアイス
1日分（１日=10kg）

納棺用具
旅支度セット 式場設営

遺影写真（白黒）
　（手札付き）

霊安室１日分

桐張棺

火葬場案内　

ビロード額

焼香用具

火葬場費用（火葬料59,000円＋骨容器12,430円）  
★葬儀後に健康保険より葬祭費      70,000円が支給されます

町屋火葬場付設の式場

このプランの特徴

　個人様のご安置場所として
　足立鹿浜会館の和室型霊安室
　をご利用できます。
　一日葬のプランですが
　お通夜、葬儀の2日間行なう
　こともできます。
　花祭壇をお飾りするプランです。

タイムスケジュール（例）
 9：30    集合
 10：00 ～ 11：00 葬儀
 11：00  ～ 12：00 火葬
     解散
忌中払いもできます。
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