
葬儀の種類
一般葬

一日葬（通夜なし） 
通夜を行わずに葬儀（1日）だけを行います。通夜の
食事代は無くなりますが、葬儀費用はあまり変わり
ません。
※菩提寺のご住職によっては通夜を行うよう指導さ
れる場合があります。

家族葬 
家族・親族と親しい友人だけで通夜・葬儀を行います。
後日ご自宅にご弔問に来られる方があるので返礼品
の予備（返品可）を用意しておきましょう。
福聚会館では小式場使用（¥55,000 税込）に
幅 180cm のミニ生花祭壇（¥88,000 税込）のプ
ランがございます。

直葬（火葬のみ） 
事情があり葬儀を行わない方は、通常火葬場での数
分間の限られたお別れになります。 福聚会館お別れ
室をご利用いただきますとゆっくりとお別れをし
てから火葬場に向かうことができます。
セット料金 ￥286,000（税込）

☆葬儀後の御相談
四十九日法要・納骨堂・永代供養墓・仏壇・位牌・墓石・
霊園など葬儀後の数々の問題も低予算で行えます。

プラン 例 1参照

プラン 例 2参照

仕事の関係者やご近所・地域の方々やお仕事の関係
者などにもご参列いただき、通夜・葬儀を行います。
福聚会館ではご遺族の負担を軽減し、立派な御葬儀
を安心・定額でご提供いたします。
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●その他、防水シ－ツ・会葬礼状（50枚）・後飾りを含みます。　
●ご遺体は福聚会館（安置施設完備）にて無料でお預りいたします。
注1　上記の寝台車（10km以内）の距離を超えた搬送は10kmごとに5,500円（税込）の追加料金が必要となり、お迎え場所～式場（寝台車）式場～
　　  火葬場（霊柩車）の通常2回を超える場合、1運行ごとに22,000円（税込）の基本料金が必要となり、距離による追加は上記に準じます。
注２　故人の現住所が横浜市外の場合、別途５～７万円程度（火葬料＋休憩室使用料）が必要となります。
注3　検死の場合は、処置費３～５万円程度が必要となり監察医の検案料が実費負担となります。

別途費用目安参照）（。すまきだたいてせさ配手じ応に況状は品礼返・理料・スバロクイマ※

☆宿泊施設はありません。　☆駐車スペ－スは１５台完備しております。
）すまりな異が格価はとトッレフンパ旧（。たしまし定改を格価りよ月３年9102☆

寝台車　
（10ｋｍ以内）
病院へのお迎え等
（注1）

仏衣
死化粧
枕飾り
（注3）

遺影写真

棺

受付用具ドライアイス処置
（２0kg）

正面看板
案内看板（3枚）

骨壷

火葬料 （注2）
火葬場休憩室
使用料

霊柩車
10km以内
（福聚会館→
　　久保山斎場）

打ち合わせ
死亡届代行
人件費
（司会進行・運営管理）

白木位牌

提携会社（法人）　　　　　　　　　  　
寺院の検索／葬儀式場「福聚会館」
 宗教法人 福聚寺（ふくじゅじ）臨済宗 
葬儀社 有限会社 ハマ葬具店
 株式会社 蒼礼社 (そうれいしゃ)　　
霊園／寺院墓地／墓石 /永代供養墓／仏壇仏具
　 メモリ－ライフ株式会社
墓石クリ－ニング　
 M's COMPANY
 TakeShoコミュニケーションズ株式会社
生花店 はなの智 (さと)
料理店 イズミ産業「広美」・島田橋「やぶ」
司法書士事務所（相続手続他）
 蟹澤秀光司法書士
総合企画 /寺院仏具紹介
 株式会社 ａｍａｎｅ

福聚会館 限定プラン 基本葬儀費用　418,000円（税込）　

大式場白木祭壇プラン 例 1【大式場】
基本葬儀費用 ４１８, ０００円

白木祭壇（３. ６ｍ）※ １１０, ０００円

大式場使用料 １１０, ０００円

総合企画料 　２７, ５００円

合計（税込） ６６５,５００円

小式場生花祭壇プラン 例 2【小式場】
基本葬儀費用 ４１８, ０００円

オリジナル生花祭壇（1.8 ｍ） 8８, ０００円

小式場使用料 5５, ０００円

総合企画料 　２７, ５００円

合計（税込） ５８８,５００円

●別途費用目安

※生花祭壇による葬儀は白木祭壇との差額
　〈+66,000 円（税込）〉にて大式場でも行えます。

通夜振舞い飲食代 3,300 ～ 5,500 円（税込）
精進落とし飲食代 3,300 ～ 5,500 円（税込）
返礼品（香典返し） 　　　　    550 円（税込）
マイクロバス　28人乗り 44,000 円（税込）１台
壇花一式 33,000 円（税込）
供花１基 13,200 円（税込）

一般的な仏式葬儀・福聚会館の場合 費用の違いは病院を出るときから始まります。
①臨終
あわてて病院出入り
の葬儀社に依頼する
必要はありません。

②搬送
指定先へお迎えにま
いります。
24 時間年中無休
☎0120-987-692

③安置
安置施設完備（無料）。
自宅に帰れない方も安
心です。

⑤打ち合わせ
わかりやすい葬儀
プランを設定して
います。

⑥通夜
全て椅子席です。

④エンゼルメイク
エンゼルメイク（死化
粧）も葬儀プランに含
まれています。

⑦通夜振る舞い
椅子席 50 名以上対応
します。

⑧葬儀・告別式
  （初七日）

⑨出棺 ⑩火葬・
　お骨上げ

⑪精進
　落とし

⑫後飾り（ご自宅）
葬儀プランに含まれて
います。

参列者（親族・一般の合計）が大勢の場合（50名以上）、スタッフの追加（1日/1名に付き19,800円）を申し受けます。

直葬（火葬のみ）プラン
通夜・葬儀を行なわない方は、お別れ室（葬儀不可）にてゆっく
りお別れをしてから火葬場に向かうことができます。

セット料金　286,000円（税込）
基本直送費用（お別れ室使用料込み・総合企画料無料）

一日葬儀（通夜なし）プラン
通夜を行わずに葬儀から火葬・初七日まで 1日で執り行います。

基本一日葬儀費用　385,000円（税込）

Q　病院で亡くなった場合、まず何をしたら良いのでしょうか?
A　葬儀社に連絡し病院からの搬送を依頼します。
不安な方は仏事の総合支援倶楽部にご連絡ください。
指定先へお迎えにまいります。（24時間対応）
病院で紹介される場合もありますが、この時点での葬儀社
の選択が後の葬儀費用に大きく影響します。

 　
Q　故人を自宅に搬送・安置することができないのですが…？
A　福聚会館でご葬儀を行う場合は、無料で会館安置室にて
故人様をお預かりすることができます。

Q　いざというとき最初に何が必要ですか？
A　前もって葬儀社の連絡先を記録しておいてください。仏事
の総合支援倶楽部では24時間対応しております。打ち合
わせの時には印鑑（シャチハタ不可）をお持ちいただき、
故人の遺影となる写真と故人の宗教の確認、葬儀の規模
の想定をしておくと安心です。 

Q　やっぱり葬儀にはお金がかかるのですか？
A　基本的な費用（寝台車・装束・棺・骨壺・位牌・火葬費用・
事務代行費用等）は必要とします。葬儀となれば会場費・
祭壇・生花・食事・返礼品他、お布施が必要です。

Q　事前に葬儀の相談をしても良いのですか？
A　事前に相談して葬儀の流れ、葬儀式場の見学、見積もりを
確認しておくと、もしもの時に安心です。

Q　互助会で積み立てをしていたのに思っていたより葬儀費用
がかかったと聞きましたが？

A　葬儀の費用は葬儀社・各互助会によって違います。多くは
セット料金として見積もりに記されるため、どこまでセットに
含まれているのか、内訳が事前にわからないことが多いの
で、互助会のセット料金以外に別料金がいくらかかるのか
確認しましょう。 
互助会に加入している皆様に
互助会に加入しているので安心と思っていませんか？積立金があるか
らといって、決して安く葬儀ができるわけではありません。かえって互
助会に加入しているために、高額な費用がかかった事例が多数あり
ます。複数の葬儀社に相談し見積もりをとって、事前に検討しておくこ
とをお勧めします。
互助会の解約
互助会の解約・返金については、原則約款に基づいて精算されますが、
一般的に20～30％の手数料を要求されるケースがあります。納得い
かない場合は、事業者にその根拠について説明を求めるか、適格消費
者団体や一般の消費者団体にご相談することをお勧めします。

Q　福聚会館の花祭壇や供花はなぜ他より安いのですか？
A　提携生花店が製作にかかった費用をそのまま提供しています。

Q&A 　　

葬儀の疑問にお答えします

荘厳な白木祭壇（3.6 ｍ）　 110,000 円（税込）
※祭壇上の生花と左右の供花は別途費用

祭壇上の生花33,000円（税込）　供花１基13,200円（税込）

福聚会館基本プラン

オリジナル生花祭壇（3ｍ）　 176,000 円（税込）
※お花の種類・色合い等ご希望を可能な限りお受けいたします。

会食室（52席）
他にも客殿（20席）

一般参列者の人数制限はございません。

大式場（50席）
110,000 円（税込） 小式場（16席）　　

　　　55,000 円（税込）
お別れ室　
11,000 円（税込）

※お別れ室は直葬プラン
の場合のみ利用可。通
夜・葬儀を行うことは
できません。

福聚会館式場使用料

◎小式場では白木祭壇のご利用はできません。

お葬式の流れ


