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※1

4年連続

日本一選ばれている葬儀ブランド

※1 2020年における葬儀受注件数に関する調査（2021年2月 TPC

マーケティングリサーチ調べ）

※3 2019年度実績 自社調べ

※2

ご依頼件数

累計24万件突破!
※2 2020年3月時点 自社調べ

2

!
お客様満足度

96%※3



小さなお葬式の想い
何度も経験するものではないお葬式は、どうしても知識不足の方が多くいらっしゃいます。

また、ご逝去されてからすぐに準備をしなければならないため、

妥当な金額の追求が行われづらく、今でも平均価格が121万円※1と高額なままとなっています。

その一方で、高齢化、核家族化の流れは強く、葬儀に参列される方の平均人数は

どんどんと少なくなってきています。 なのに葬儀代金は未だ昔と変わらず高額なままなのです。

介護や入院代などの金銭負担が重なる中、果たして故人さまはこのような高額なお葬式を

残されたご家族に望んでいるのでしょうか。

私たちは、「お葬式にお金をかけすぎるべきではない、大切な人との時間に使ってほしい」と考え、

小さなお葬式をスタートさせました。

大反響をいただいた小さなお葬式は、2009年10月のサービス開始から累計24万件以上※2もの

葬儀のお手伝いをさせていただけるまでになりました。

私たちはこれからもお葬式の大切な意味を残しつつ、適切な内容と金額で

葬儀サービスを提供することはもちろんのこと、

終活などの事前準備から法要・納骨まで、すべてのサポートをさせていただきます。

※1 第11回「葬儀についてのアンケート調査」日本消費者協会調べ
※2 2020年3月時点 当社ご依頼件数 自社調べ
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累計24万件突破!
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お葬式の費用はいくらかかるかご存知　

全国の葬儀費用の平均は

どうして葬儀費用はこんなに高額なのでしょうか？

葬儀は一生のうち数回しか経験しないため、深い知識を持っている方はほとんど

いません。例えば、一般的にお棺代はおよそ3～8万円くらいと言われていますが、その

原価額はたった8千円程度なのです。また、葬儀が無くても葬儀場は高額の維持費が

かかります。上記のような理由で、必要以上に規模の大きいお葬式を勧めたり、物品等

に高額な価格設定をしていることが、葬儀費用が高額になる要因になっています。

葬儀についてのアンケート調査によると

※1 第11回「葬儀についてのアンケート調査」報告書 2017年1月 一般財団法人 日本消費者協会 参照

全国平均

120万円125万円

150万円

106万円109万円
100万円100万円

95万円

北海道 東北 関東 近畿中部 中国 四国 九州

150

100

50

0
（万円）

121.4
万円

全国の平均葬儀費用

といわれていますおよそ121万円※1

祭壇費用・お棺代・骨壺代・枕飾り代・人件費など一般的な葬儀費用を含みます

そこで

そもそも...
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ですか？

※2 事前相談・資料請求割引価格

しかも

「小さなお葬式」は、毎日安定した葬儀のご依頼があるため、お葬式の値段を不必要に高くする
必要はありません。適切な内容と金額で、今の時代に合ったお葬式をご提供いたします。

全てのプランでお葬式に必要な物品・サービスが含まれています!
小さな家族葬プランの場合

※火葬を行う地域や自治体によって火葬料金が異なるため、「小さなお葬式」ではプランに火葬料金を含めておりません。

適正価格に見直しました
・・・・

は

ご搬送

小さな家族葬の場合

葬儀費用が

※3 第11回「葬儀についてのアンケート調査」日本消費者協会調べ

小規模な

家族葬に特化

総額平均121万円※3

一般的な葬儀

その他

枕飾り代

骨壺代

お棺代

祭壇費用

葬儀に必要な
物品・サービス

無駄を省いて
費用を大幅カット！

必要な物品、サービスの

費用を適正価格に
式場の空室時間を
活用してコスト削減

低価格でも安心してお葬式が行えます！だから
・ ・ ・

低価格でできる

3つのポイント

安置料金 枕飾り一式ドライアイス 線香・ろうそく お棺用布団 仏衣一式

式場使用料 遺影写真セット

白木位牌

親族控室 自宅飾り一式骨壺役所手続き会葬礼状

司会・運営スタッフお棺

生花祭壇 受付セット 焼香セット

※2

計39.9万円税抜
税込438,900円
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「小さなお葬式」が選ばれる理由
日本一選ばれている葬儀ブランド

おかげさまで小さなお葬式は

4年連続日本全国葬儀受注件数No.1を獲得しました。

これからも今まで同様妥協せず、

「葬儀の新しい選択肢」として

価値あるサービスを提供し続けることが

私たちの使命だと考えます。

「価格」と「品質」で支持されて、
※1

日本全国葬儀受注件数

4年連続No.1
お問合せ累計

78万件※3

葬儀実績累計

24万件※2

お客様満足度

96%※4
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※1 2020年における葬儀受注件数に関する調査（2021年2月 TPCマーケティングリサーチ調べ）　※2 2020年3月時点 自社調べ

※3 2020年3月時点 自社調べ　※4 2019年度実績 自社調べ　※5 一部離島を除く　※6 2020年1月時点 自社調べ

※7 2018年度 葬儀・法事・法要の寺院手配受注件数に関する調査（TPCマーケティングリサーチ調べ） ※8 2020年3月時点 自社調べ

小さなお葬式の9つの特長
他社と比較してみてください

ご予算・参列者数から選べる
無駄を省いたセットプランをご用意。

高品質な式場も低価格プラン
でご提供。

日本全国対応。※5お近くの
式場で葬儀を行えます。

提携している1,200以上の寺院
から定額でお坊さん手配可能。

累計

14万件
突破!

※8

実際にご利用いただいた生の声

を日々WEBサイトで更新中。

「価格×品質」で支持されて
累計24万件突破。

1 2 3

4 5 6

累計

24万件
突破!

※2

※1

※7※6

提携式場数
4,000式場以上

8,000件以上の
お客様レビュー

業界初の
パッケージプラン

大手葬儀社の
式場も利用可能

お坊さんの
手配数もNo.1

葬儀受注件数
4年連続No.1

24時間365日
お客様をサポート

訃報・供養の
電子化で便利に

葬儀の後も
トータルサポート

他にも

7 8 9
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多くのメディアで紹介されました！
「小さなお葬式」はテレビ番組をはじめ

他にも、多くのメディアに取り上げていただいております

ＭＢＳ 「ミント！」

「ニュースほっと関西」 朝日新聞

朝日新聞デジタル

定額のお坊さん手配サービス

テレビ朝日  

TBS

フジテレビ

読売テレビ

「報道ステーションSUNDAY」

「Nスタ」

「情報プレゼンター とくダネ！」

「情報ライブミヤネ屋」

「あさイチ」「クローズアップ現代＋」「おはよう日本」「シブ5時」
でも紹介されました！

Yahoo！ニュース

ダイヤモンド・オンライン

東洋経済オンライン

ITmediaビジネスオンライン

朝日新聞

読売新聞

日本経済新聞

毎日新聞

日経ビジネス

週刊エコノミスト

AERA

PRESIDENT

テレビ番組 新聞

テレビ番組

新 聞 雑 誌 WEB
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今の時代に合わせた5つのプランをご用意しました。

ご自身に合った葬儀プランをお選びください。

つ
の
家
族
葬
プ
ラ
ン

小
さ
な
お
葬
式
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小さなお葬式全体の流れ

参列者に訃報を伝え、葬儀日時・場所などをお知らせします。

お迎え・ご安置

24時間365日
深夜・早朝対応

万が一の際は「小さなお葬式」にお電話ください。

0120-063-823 通話
無料

ご依頼

お迎え後、安置場所まで移動します。

ご逝去日

お客さまとスタッフでお打合せをし、お葬式に関して下記の内容を決めていきます。

※神式・友人葬も対応可能

お葬式の日程 お見積り お坊さん手配※お葬式プラン
1 3 42

お打合せ

般家一火別

※ご利用の方は必ず「搬送サポートを希望」とお伝えください。

ご依頼を検討中でも先に搬送のみ承ります
・・・・・・・

葬儀のご依頼を検討中の方でも、まずはお迎え・ご安置・故人さまのお手当てをさせていただきます。

その後、お打合せのうえご依頼をお断りされても、搬送費用はいただきません。

・ 搬送のみをご希望の場合、または搬送サポート利用の旨をお電話口でお伝えしていない場合（対象外）

・サービス内容についてのお打合せを行わなかった場合(対象外)

・検視・検案、胎児のご逝去、当社「小さなお葬式」以外の葬儀プランをご検討の場合（対象外）
・安置先までの搬送距離が50kmを超えた場合（10kmあたり5,500円 [税込]）

・ご希望により高速道路・有料道路を使用した場合（かかった費用全額 [往復負担]）

・ご検討中に安置が1日(24時間)を超えた場合（1日あたり11,000円 [税込]）

・搬送後、ご希望により別の場所に搬送した場合（かかった費用全額）

・その他枕飾りなどサービスに含まれていない物品をご希望された場合（かかった費用全額）

右記のような場合、
別途費用が発生します。
必ずお読みください。

24時間365日「搬送サポート」

病院・ご自宅などに故人さまをお迎えした後、安置場所まで

搬送いたします。3つの安置方法から、お客様の状況に合わせ

てお選びください。

般家一火別

注意事項

注目！
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※火葬料金は別途お客様負担となります。　※ご逝去日からの日数は目安となります。

告別式を行います。故人さまとの最期のお別れの儀式となります。

お花を棺に納めて、火葬場へとご出棺します。

閉式式中初七日お焼香弔辞・弔電
僧侶による
読経

開式受付

告別式

火葬場まで移動します。

2日目

炉前読経の後、火葬を行います。その後収骨し、骨壺に納め四十九日法要まで

ご自宅での安置となります。 
火葬

お支払いは、現金・クレジットカード・ローン・後払いからお選びいただけます。

すべてが終了しましたら、スタッフより埋葬許可証をお渡しします。お支払い

以上で「小さなお葬式プラン」は終了となります。

1日目

通夜式を行います。翌日の告別式まで故人さまとゆっくり過ごします。

通夜式

閉式お焼香弔辞・弔電僧侶による
読経

開式受付

スタッフが故人さまのもとへとお迎えにあがります。故人さまを棺に納め、

式場まで搬送いたします。
納棺

式場まで移動します。

小さな火葬式 小さな一日葬 小さな家族葬 小さな一般葬小さなお別れ葬 一 家 般火別

般家一火別

般家一火別

般家一

般家

般家一火別
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※地域や自治体によって異なるため、火葬料金は別途お客様負担となります。
※当社規定の式場使用料を超える葬儀場の利用など、別途費用がかかる場合がございます。

「小さな火葬式   」から、さらに費用を抑えた最安プラン

通夜式・告別式をせず火葬のみ行う「小さな火葬式」から、
さらに前日のお別れの時間を省略し、費用を最小限に抑えたプランです。

また、宗教者も呼ばないため、仏具等も省いています。

とにかく

費用を最小限にしたい
参列する人が

ほとんどいない
できるだけ

無駄を省きたい

10000
10000

10000
10000

10000
10000

このような方におすすめのプランです

小さなお別れ葬の流れ
1日目ご逝去日

ご依頼 ご安置 お打合せ 納棺 告別式 火葬 お支払い通夜式

※お葬式の流れの日程は目安となります。

告別式通夜式

クレジットカード払い対応 P53へ

89,000税抜

円

必要なものに厳選したセットプラン

税込97,900円

生活保護を受けられている場合、

自己負担0円でお葬式ができる場合があります。
ご存知
ですか？

P54へ

葬儀費用3万円割引
・・・・・

通常価格119,000円

事前相談・資料請求割引価格

費用を最小限に抑えた

1名～5名
におすすめ

※「小さなお別れ葬」は一部地域で対応不可（詳しくはお問合せください）
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※1 安置場所・火葬場への搬送時のみ　※物品・サービスはイメージです。ご対応地域により内容は異なる場合がございます。

小さなお別れ葬に含まれる物品・サービス

小さな火葬式との違いは何ですか？

安置場所をお選びいただけない点とお坊さんをお呼びできない点です。費用

面を最重視したプランですので、火葬までの間に故人さまと対面する時間を

設けたい方や、お坊さんをお呼びしたい方は小さな火葬式をお選びください。

A.

Q.

よくある質問

小さなお別れ葬をご検討の方へ!

「小さなお別れ葬」は無宗教の方に向けたプランのため、仏具が含まれて
おりません。また、安置方法はお預かり安置(対面不可)のみとなります。

お坊さん手配・対面したお別れ
をご希望の方は

生活保護を受けられている

場合、自己負担0円でお葬式
が行える場合があります。

費用を抑えるための
ワンポイント

!

ご搬送
安置場所まで
～50km

お棺・
お棺用布団

ご搬送
火葬場まで
～50km

役所・火葬
手続き代行

ドライアイス
（3日分）

仏衣一式

骨壷・骨箱

運営スタッフ

火葬料金は別途
お客様負担となります

お預かり安置
（3日分）

0120-063-823お問合せ・ご質問・ご依頼はこちら
24時間365日深夜・早朝いつでもお電話ください

通話
無料

寝台車 ※1

お別れ用
花束

自宅飾り一式

白木位牌

線香・ろうそく

生花祭壇

司会スタッフ

会葬礼状

ご搬送 式場まで

遺影写真セット

式場使用料

受付セット

枕飾り一式

親族控室

焼香セット

霊柩車

供花一対

送迎用バス

案内看板

お坊さん手配 お料理 返礼品
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通夜式・告別式を行わないシンプルなプラン

お通夜・告別式などの儀式を行わず、限られたご家族・ご親族で火葬のみ行うプランです。

祭壇を飾らず参列者も招かないので、葬儀にかかる費用を抑えることができ、

経済的にも負担がかかりません。

小さな火葬式の流れ

1日目ご逝去日

※お葬式の流れの日程は目安となります。

ご依頼 ご安置 お打合せ 納棺 告別式 火葬 お支払い通夜式 告別式通夜式

葬儀費用を抑えたい
火葬のみでも、

しっかりと供養したい
火葬までの間できるだけ

お別れの時間がほしい

このような方におすすめのプランです

※地域や自治体によって異なるため、火葬料金は別途お客様負担となります。
※当社規定の式場使用料を超える葬儀場の利用など、別途費用がかかる場合がございます。

式をせず火葬のみ

1名～10名
におすすめ

クレジットカード払い対応 P53へ

139,000税抜

円
税込152,900円

事前準備で
さらにお得！

159,000税抜

円

必要なものに厳選したセットプラン

葬儀費用3万円割引
・・・・・

通常価格189,000円

事前相談・資料請求割引価格

税込174,900円

詳しくはこちら
をご覧ください
詳しくはこちら
をご覧ください
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※1 お預かり安置・ご自宅安置・付添い安置からお選びいただけます。 付添い安置をご希望の場合は、別途1日55,000円（税込）が必要となります。
ご宿泊や、貸布団の使用時には別途料金がかかる場合があります。

※2 安置場所・火葬場への搬送時のみ　※物品・サービスはイメージです。ご対応地域により内容は異なる場合がございます。

小さな火葬式に含まれる物品・サービス

故人とのお別れの時間はありますか？

ご要望があれば、当社安置施設にて故人さまとのご面会をご相談いただけます。また、ご自宅でのご安置であれば、

故人さまとゆっくりお過ごしいただくことも可能です。

A.

Q.

よくある質問

ご搬送
安置場所まで
～50km

線香・ろうそく

白木位牌

お棺・
お棺用布団

ご搬送
火葬場まで
～50km

役所・火葬
手続き代行

ドライアイス
（3日分）

仏衣一式

骨壷・骨箱

枕飾り一式

運営スタッフ

・お預かり安置
・ご自宅安置
(各3日分)※1

小さな火葬式に人気のオプションサービス

自宅飾り一式

0120-063-823お問合せ・ご質問・ご依頼はこちら
24時間365日深夜・早朝いつでもお電話ください

通話
無料

寝台車 ※2

お別れ用
花束

お坊さん手配 お料理 返礼品

生花祭壇

司会スタッフ

会葬礼状

遺影写真セット

受付セット 焼香セット

霊柩車

供花一対

送迎用バス

案内看板

ご搬送 式場まで 式場使用料 親族控室

火葬料金は別途
お客様負担となります!

約半数
の方が手配
※自社調べ円60,000追加料金不要

小さなお葬式プラン +
主要八宗派対応 檀家になる必要なし

お花増量

円～20,000
税込22,000円～

税抜
一籠

お棺を花で満たしてお見送り

お坊さん手配
小さな火葬式の

約3人に1人
の方が手配
※自社調べ
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通夜式をせず、告別式から火葬までを1日で行うプラン

本来2日間かけて行う葬儀を通夜式を省き1日で行うことで、

葬儀にかける費用や時間を軽減できるプランです。ご高齢や遠方の方の身体的負担も軽減できるうえ、

葬儀としての必要な流れはしっかり行えるので、周囲の理解を得やすいといった特長があります。

火葬だけでは忍びないので

せめて告別式をしたい
従来の形式にとらわれず

親しい人とお見送りしたい 式を行いたい

費用も時間も抑えつつ

1日目ご逝去日

※お葬式の流れの日程は目安となります。

ご依頼 ご安置 お打合せ 納棺 告別式 火葬 お支払い通夜式通夜式

※地域や自治体によって異なるため、火葬料金は別途お客様負担となります。
※当社規定の式場使用料を超える葬儀場の利用など、別途費用がかかる場合がございます。

小さな一日葬の流れ

このような方におすすめのプランです

告別式のみを1日で

5名程度～
におすすめ

299,000税抜

円

必要なものに厳選したセットプラン

葬儀費用3万円割引
・・・・・

通常価格329,000円

事前相談・資料請求割引価格

264,000税抜

円

P53へ

事前準備で
さらにお得！

クレジットカード払い対応

詳しくはこちら
をご覧ください
詳しくはこちら
をご覧ください

税込290,400円

税込328,900円
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※1 お預かり安置・ご自宅安置・付添い安置からお選びいただけます。 付添い安置をご希望の場合は、別途1日55,000円（税込）が必要となります。
※2 プランに含まれる範囲を超えてのご宿泊や、貸布団の使用時には別途料金がかかる場合があります。 
※3 安置場所・式場・火葬場への搬送時のみ　※物品・サービスはイメージです。 ご対応地域により内容は異なる場合がございます。

小さな一日葬に含まれる物品・サービス

通夜式は行わなくても大丈夫ですか？

家族中心でお葬式を行うと、通夜・告別式が同じ参列者になることから、近年では通夜を省略して告別式のみ行う方

が多くいらっしゃいます。通夜を行わなくても、故人さまとのお別れはしっかりと行えますのでご安心ください。

A.

Q.

よくある質問

ご搬送
安置場所まで
～50km

線香・ろうそく

白木位牌

生花祭壇
2m1段

司会スタッフ

会葬礼状
30枚まで

お棺・
お棺用布団

ご搬送
式場まで
～50km

遺影写真
セット

ご搬送
火葬場まで
～50km

役所・火葬
手続き代行

ドライアイス
（3日分）

仏衣一式

式場使用料

受付セット

骨壷・骨箱

枕飾り一式

運営スタッフ

親族控室 ※2

焼香セットお別れ用花束

自宅飾り一式

0120-063-823お問合せ・ご質問・ご依頼はこちら
24時間365日深夜・早朝いつでもお電話ください

通話
無料

寝台車 ※3

霊柩車

供花一対

送迎用バス

案内看板

お坊さん手配 お料理 返礼品 !
火葬料金は別途
お客様負担となります

小さな一日葬に人気のオプションサービス

約半数
の方が手配
※自社調べ

約84％
の方が手配
※自社調べ

円90,000追加料金不要

主要八宗派対応 檀家になる必要なし
付添い安置

円50,000税抜

告別式前夜から故人さまと
ゆっくり過ごしたい方は お坊さん手配

小さな一日葬の

税込55,000円

・お預かり安置
・ご自宅安置
(各3日分)※1
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家族中心で通夜式・告別式を行う"家族葬"プラン

家族や親族、親しい友人など、近親者のみを招いてお葬式を行うプランです。

仕事関係者や近所の方などの儀礼的な弔問がないため、故人さまとのお別れの時間を

身内だけでゆっくり過ごすことができます。

小さな家族葬の流れ

※お葬式の流れの日程は目安となります。

1日目 2日目ご逝去日

ご依頼 ご安置 お打合せ 納棺 告別式 火葬 お支払い通夜式

一般的な葬儀を

小規模かつ費用も抑えて行いたい
故人が高齢だったため

知らせる方が少ない
遺族だけでなく親族や親しい方々と

ゆっくりお見送りしたい

このような方におすすめのプランです

※地域や自治体によって異なるため、火葬料金は別途お客様負担となります。
※当社規定の式場使用料を超える葬儀場の利用など、別途費用がかかる場合がございます。

通夜・告別式を小規模で

10名程度～
におすすめ

399,000税抜

円

必要なものに厳選したセットプラン

354,000税抜

円
事前準備で
さらにお得！

葬儀費用3万円割引
・・・・・

通常価格429,000円

事前相談・資料請求割引価格

P53へクレジットカード払い対応

税込389,400円 詳しくはこちら
をご覧ください
詳しくはこちら
をご覧ください

税込438,900円
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小さな家族葬に含まれる物品・サービス

※1 お預かり安置・ご自宅安置・付添い安置からお選びいただけます。付添い安置の場合は、お付添いできるのは告別式前夜（1日分）のみとなります。
2日以上の付添い安置をご希望される場合は、別途1日55,000円（税込）が必要となります。

※2 安置場所・式場・火葬場への搬送時のみ　※物品・サービスはイメージです。ご対応地域により内容は異なる場合がございます。

ご搬送
安置場所まで
～50km

線香・ろうそく

白木位牌

生花祭壇
2m2段

司会スタッフ

・お預かり安置
・ご自宅安置
(各4日分)
・付添い安置

お棺・
お棺用布団

ご搬送
式場まで
～50km

遺影写真
セット

ご搬送
火葬場まで
～50km

役所・火葬
手続き代行

ドライアイス
（4日分）

仏衣一式

受付セット

骨壷・骨箱

枕飾り一式

運営スタッフ

親族控室

焼香セット

※1

会葬礼状
60枚まで
(30枚×2日分)

自宅飾り一式

参列者の人数に制限はありますか？

一般的に10名程度からの参列者を想定した式場をご案内しております。式場によって参列できる収容人数が

異なりますので、収容人数より多くの方が来られる場合は「小さな一般葬」をご検討ください。
A.

Q.

よくある質問

寝台車 ※2

0120-063-823お問合せ・ご質問・ご依頼はこちら
24時間365日深夜・早朝いつでもお電話ください

通話
無料

式場使用料

お別れ用花束

霊柩車

供花一対

送迎用バス

案内看板

お坊さん手配 お料理 返礼品 !
火葬料金は別途
お客様負担となります

※3 金額、内容は担当葬儀社によって異なります。

小さな家族葬に人気のオプションサービス

約90％
の方が手配
※自社調べ円180,000

※3

税込

税込
追加料金不要

主要八宗派対応 檀家になる必要なし

お料理
お坊さん手配
小さな家族葬の

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

通夜振る舞い
(1人前) 円～3,300
精進落とし
(1人前) 円～5,500
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参列者を多く招いて通夜式・告別式を行うプラン

ご家族・ご親族以外に仕事関係・近所の方など、多くの方を招いてお葬式を行うプランです。

送迎用バスなど、参列者が多い場合に必要となる物品・サービスが含まれています。

故人は親族・知人が多く

家族以外も参列する
儀礼を重んじた進行をする

なじみ深い形式で送りたい
故人を見送るに相応しい

立派な葬儀を行いたい

2日目

小さな一般葬の流れ

1日目 2日目ご逝去日

※お葬式の流れの日程は目安となります。

ご依頼 ご安置 お打合せ 納棺 告別式 火葬 お支払い通夜式

このような方におすすめのプランです

※地域や自治体によって異なるため、火葬料金は別途お客様負担となります。
※当社規定の式場使用料を超える葬儀場の利用など、別途費用がかかる場合がございます。

一般的な葬儀を低価格で

30名以上
におすすめ

599,000税抜

円

必要なものに厳選したセットプラン

葬儀費用3万円割引
・・・・・

通常価格629,000円

事前相談・資料請求割引価格

554,000税抜

円

クレジットカード払い対応 P53へ

事前準備で
さらにお得！

税込609,400円

税込658,900円

詳しくはこちら
をご覧ください
詳しくはこちら
をご覧ください
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※1 お預かり安置・ご自宅安置・付添い安置からお選びいただけます。付添い安置の場合は、お付添いできるのは告別式前夜（1日分）のみとなります。
2日以上の付添い安置をご希望される場合は、別途1日55,000円（税込）が必要となります。　　　　 ※2 安置場所・式場への搬送時のみ

※3 ご出棺時のみ　※物品・サービスはイメージです。ご対応地域により内容は異なる場合がございます。

小さな一般葬に含まれる物品・サービス

他社の一般葬との違いは何ですか？

他の小さなお葬式プランと同様、不要なコストは削減し、提携式場の未稼働時間を活用することで、費用を最小限

に抑えている点です。むやみにコストを抑えているわけではないので、この価格で他社と同様のお葬式が行えます。

A.

Q.

よくある質問

ご搬送
安置場所まで
～50km

線香・ろうそく

白木位牌

生花祭壇
2m2段

司会スタッフ

お棺・
お棺用布団

ご搬送
式場まで
～50km

遺影写真
セット

ご搬送
火葬場まで
～50km

役所・火葬
手続き代行

ドライアイス
（4日分）

仏衣一式

式場使用料

受付セット

骨壷・骨箱

寝台車 ※2

枕飾り一式

運営スタッフ

親族控室

焼香セット

霊柩車 ※3

供花一対

送迎用バス

案内看板

会葬礼状
200枚まで
(100枚×2日分)

自宅飾り一式

0120-063-823お問合せ・ご質問・ご依頼はこちら
24時間365日深夜・早朝いつでもお電話ください

通話
無料

お別れ用花束

お坊さん手配 お料理 返礼品 !
火葬料金は別途
お客様負担となります

※3 金額、内容は葬儀社によって異なります。

小さな一般葬に人気のオプションサービス

約90％
の方が手配
※自社調べ

会葬返礼品 香典返し など

※3返礼品

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

お坊さん手配
小さな一般葬の

円180,000追加料金不要

主要八宗派対応 檀家になる必要なし

・お預かり安置
・ご自宅安置
(各4日分)
・付添い安置※1

1個1,100税込
円～
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各セットプランの比較表

火
葬

通
夜
式
・
告
別
式

ご
安
置

お迎え

価格

プラン名

日数(目安) ※ご逝去日含まず

プランの流れ

人数の目安

※1 事前相談・資料請求割引価格です。プランに含まれる物品やサービスが不要であっても金額は変わりません。

※2 小さな火葬式・小さな一日葬プランをお選びの場合、別途1日55,000円(税込)が必要となります。

P13

1日間

1～5名程度

はご利用いただけません

円
税抜89,000通常価格

119,000円
※1

税込97,900円

1日間

1～10名程度

3日分

お別れ用花束

寝台車

3日分

お別れ用花束

寝台車

寝台車寝台車

P11

お預かり安置 ご自宅安置付添い安置※2お預かり安置

地域や自治体によって異なるため、火葬料金は別途お客様負担となります

1 ご搬送:～50km (安置場所まで)

2 ご安置

3 ドライアイス

4 枕飾り一式

5 線香・ろうそく

6 お棺・お棺用布団

7 仏衣一式

8 運営スタッフ

9 白木位牌

10 ご搬送:～50km(式場まで)

11 式場使用料金

12 親族控室

14 受付セット

15 焼香セット

16 司会スタッフ

17 遺影写真セット

18 供花(一対)

19 案内看板

20 会葬礼状

21 ご搬送: ～50km (火葬場まで)

22 送迎用バス

23 役所・火葬手続き代行

24 骨壺・骨箱

25 自宅飾り一式

26 火葬料金

13 生花祭壇

通夜式 告別式搬送 ご安置 火葬 通夜式 告別式搬送 ご安置 火葬

最安 円
税抜139,000

税込152,900円
P33

円
税抜159,000通常価格

189,000円
※1

税込174,900円
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P15 P17 P19

1日間

5名程度～
2日間

10名程度～
2日間

30名以上

幅2mの生花祭壇が1段

30枚まで

最大50,000円(税込)まで含む

フレーム付き・カラー2枚

3日分

寝台車

幅2mの生花祭壇が2段

60枚まで(30枚×2日分)

最大100,000円(税込)まで含む

フレーム付き・カラー2枚

4日分

寝台車

寝台車 寝台車寝台車

寝台車 寝台車寝台車

幅2mの生花祭壇が2段

200枚まで(100枚×2日分)

最大100,000円(税込)まで含む

フレーム付き・カラー2枚

式場～火葬場の最大2往復分(1台)
霊柩車

付添い安置※2 ご自宅安置お預かり安置 ご自宅安置付添い安置お預かり安置 ご自宅安置付添い安置お預かり安置

地域や自治体によって異なるため、火葬料金は別途お客様負担となります

通夜式 告別式搬送 ご安置 火葬 通夜式 告別式搬送 ご安置 火葬 通夜式 告別式搬送 ご安置 火葬

プランに含まれる    ～    の物品（サービス）については次のページで詳しく解説しております。 ※一部を除く1 25

4日分

0120-063-823お問合せ・ご質問・ご依頼はこちら
24時間365日深夜・早朝いつでもお電話ください

通話
無料

最安 円
税抜264,000

税込290,400円
P33

円
税抜299,000通常価格

329,000円
※1

税込328,900円

最安 円
税抜354,000

税込389,400円
P33

円
税抜399,000通常価格

429,000円
※1

税込438,900円

最安 円
税抜554,000

税込609,400円
P33

円
税抜599,000通常価格

629,000円
※1

税込658,900円
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小さなお葬式プランに含まれる物品解説

ご安置

お迎え・ご搬送

枕飾り一式         線香・ろうそく

ドライアイス
適切に保冷することにより、故人さまの
損傷を遅らせて衛生保全いたします。

仏衣一式
故人さまの旅立ちの衣装です。納棺の際
に、故人さまが愛用していた洋服の上
から、仏衣をお掛けいたします。

お棺お棺用布団

ご搬送 送迎用バス

運営スタッフ

霊柩車

※各50kmまでプラン内に含まれています。
※⑩はお別れ葬と火葬式は含みません。

※各宗教によってその形式や方法は異なります。

自宅で故人さまをご安置している間に、弔問に駆けつけた方が礼拝でき

るよう、簡易的な祭壇としてご臨終から通夜までの間に使用されます。

お棺の中に敷くお布団です。

故人さまを寝かせ、お布団をお掛け

いたします。

生前に愛用していたものと共に

故人さまを納める木製のお棺です。

滞りなく安心して最期のお別れができる
よう、経験豊かなスタッフが運営の全般
をサポートいたします。

寝台車で、故人さまを安置場所や、

式場・火葬場へ搬送いたします。

小さな一般葬プランでは、式場から

火葬場への搬送に装飾を施した霊柩

車を使用します。

参列者が多い場合、葬儀場から火葬

場まで最大2往復、送迎いたします。

3

4 5

7

86 6

22211 10 21

般家一火別

般家一火

般家一火別

般家一火別般家一火別般家一火別

般家一火別 般 般
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通夜式・告別式

火葬

お葬式後

小さな火葬式 小さな一日葬 小さな家族葬 小さな一般葬小さなお別れ葬 一 家 般火別

生花祭壇
お葬式の祭壇を生花で装飾いたします。
プランによって、生花の量や形状が異なります。

焼香セット
葬儀の際、故人さまに向けて
香を焚いて拝むときに使用
します。

供花（一対）

骨壺・骨箱

火葬したご遺骨を納めるための壺

と箱です。四十九日までの間、ご自宅

にご安置ください。

お別れ用花束

最期のお別れの際に、参列者

が故人さまに手向けるお花

です。

※一日葬・家族葬・一般葬プランで
は、生花祭壇のお花を利用します。

白木位牌
葬儀時に祭壇上に安置するための仮の位牌です。

遺影写真セット
祭壇に故人さまの生前の写真を飾ります。大小
セットのフレーム付き写真をご用意いたします。

葬儀に来られた方にお渡し

するお礼状です。

会葬礼状 自宅飾り一式

火葬場から自宅に戻ったご遺骨と

白木位牌を、四十九日法要までの間

ご安置する仮の祭壇です。

会葬者を迎えるため、受付

台・筆記用具・受付帳・香典帳

などを、ご用意いたします。

葬儀が滞りなく行えるよう、

専門のスタッフが司会・葬儀

全体の進行を行います。

葬儀場に設置し、会葬者を

誘導する看板です。

小さな一般葬プランでは、
祭壇にお供えする供花を
一対（2基）ご用意いたし
ます。

20

受付セット 司会スタッフ 案内看板親族控室

ご遺族・ご親族の方々が宿泊

したり、待ち時間を過ごす

ために使用します。

13 24

25

19161412

15

13

9 17

18

各プランにどの物品・サービスが含まれるかについては、P21をご覧ください。

般家一 般家一火

般家一火別火別

般般家一般家一般家一

般家一

般家一

般家一

般

般家一火
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選べる3つの安置方法
お客様の状況に合わせて、3つの安置方法をお選びいただけます。

このような方に

おすすめ!

このような方に

おすすめ!

付添い安置

故人さまを式場内でお預かりし、ご遺族のみなさまが告別式までの間、

一晩中付き添っていただけるよう、お部屋をご用意する安置方法です。

ご自宅安置

儀式までの間、故人さまをご自宅にてご安置する方法です。

お預かり安置

故人さまを儀式までの間、式場内でお預かりする安置方法です。

ご自宅でのご安置が難しい場合はこちらをお選びください。

※お預かり中は基本的にご対面はできませんが、ご希望の場合はご相談を承ります。

ただし、小さなお別れ葬のみ対面不可となります。

※当社指定の安置施設でお預かりする場合もございます。

※別途1日55,000円（税込）が必要となります。小さな家族葬、小さな一般葬はプラン内に含まれます。

※お付添いできるのは、告別式(火葬)前夜のみとなります。

※故人さま以外のお布団は別途料金がかかる場合があります。 

※小さなお別れ葬プランでは選択できません。

※小さなお別れ葬プランでは選択できません。

このような方に

おすすめ!

｢自宅が狭く、安置する場所がない」｢ご逝去場所から自宅まで距離がある」など、

事情があって、自宅に連れて帰れない方

自宅は無理だけど、一晩付き添っていたい方

「自宅が狭く、安置する場所がない」「告別式までの間、故人と付き添っていたい」など、

自宅で気兼ねなく付き添いたい方
「思い出が詰まった自宅へ帰してあげたい」「儀式まで、自宅で故人と過ごしたい」など、

の方に
選ばれています
約70%

※

※自社調べ

25



菩提寺がいない方のためのお坊さん手配サービスなど、

人気の高いオプションサービスをご用意しております。

基本的にはセットプラン内で充分なお葬式が行えますので、

お客様のご要望に合わせてご相談ください。

オ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス

選
べ
る
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オプションサービス
小さなお葬式のプランだけでも充分な葬儀ができますが、ご予算に応じて下記のようなオプションも　

お花増量 （お棺内）

通常のお葬式プランより、お棺の中を彩り豊かな花々で満たし、
お見送りを行っていただくことができます。

(お花2籠分を使用した場合)(お花2籠分を使用した場合)

付添い安置
告別式前夜に、故人さまに付き添えるお部屋を式場内に用意して
最期の夜をゆっくりお過ごしいただけます。

円～
税込22,000円～

20,000お花
一籠

税抜
小さなお葬式プラン +

円50,000税抜
小さなお葬式プラン +

税込55,000円

お迎え
お打合せ

翌
日

お部屋にて
付添い

告別式 火葬

ご
依
頼
当
日

その他、ご要望に合わせて上記以外にもオプションをご用意しております。
詳しくは P29へ

このプランに
おすすめ！

詳しくは P15へ

詳しくは P13へ

このプランに
おすすめ！

お通夜をしなくても、告別式前夜にお別れの時間を過ごせます

こんな方におすすめ！

通夜式などをしない分、華やかにしたい

生前お花が好きだった

参列者全員でお花を添えたい

約3人中1人
の方が手配
※自社調べ

約半数
の方が手配

※自社調べ
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 ご用意しております。

※お客様自身で寺院手配された場合は上記金額にはなりません。　※菩提寺がある方は必ず菩提寺の許可をいただいてから当サービスをご利用ください。
※お手配した寺院の檀家になる必要はありませんのでご安心ください。

※
高い位の戒名をつけたい場合も、一般的
な相場より低価格で承ります。

一般的にお布施は、御膳料・

お車代・心づけ等が別途必要

になりますが、小さなお葬式の

寺院手配ならすべてを含めた

内容になっています。

お坊さんの手配
お寺とお付合いがない、お布施が不安という方に

お勤め内容 小さな火葬式
のお勤め

小さな一日葬
のお勤め

小さな家族葬
のお勤め

小さな一般葬
のお勤め一 家 般火

※第11回「葬儀についてのアンケート調査」日本消費者協会調べ

小さな火葬式の場合

円60,000
小さな一日葬の場合

90,000円
小さな家族葬・一般葬の場合

円180,000

戒名授与 炉前読経式中初七日読経告別式読経

般

一般的なランクで
ある「信士・信女」
の戒名を授与いた
します。

告別式での読経を
行います。

本来お葬式の7日
後に行う、初七日法
要を行います。

火葬場にて、読経を
行います。

※地域によって出棺経
となる場合もあります。

一 家 般火

通夜式読経

お通夜での読経を
行います。

※僧侶への通夜振る
舞いは不要です。

家 般 一 般家 般火一 家 般 一 家 般

お布施
その他

心づけ
御膳料

お車代

読経料

お布施その他
全て含む

6万円～

小さなお葬式ならお布施料金が断然お得！ 戒名のランクアップも承ります

※１ 2018年度 葬儀・法事・法要の寺院手配受注件数に関する調査（TPCマーケティングリサーチ調べ ）
※小さなお別れ葬プランではご利用いただけません。

信士・信女 → 居士・大姉
釋 ・ 釋尼  → 院釋・院釋尼 など

例

浄土真宗（西）・浄土真宗（東）・浄土宗・天台宗・真言宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗、その他の仏教宗派・神道対応宗派

こんなに
スマートに！

一般的なお布施 小さなお葬式

紹介！
で

受注件数

No.1No.1
※1

平均47.3万円※

0120-063-823お問合せ・ご質問・ご依頼はこちら
24時間365日深夜・早朝いつでもお電話ください

通話
無料
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その他のオプションサービス

祭壇花ランクアップ

生花祭壇に「ユリやカーネーションのお花を足して欲しい」といった、
ご要望に対応いたします。故人さまの好きだったお花で、最期の

お見送りを行っていただくことができます。

目安 ～55,000
お花の種類や量により

円前後円 110,000

円～
税込

供花

親族や故人さまと親交があった方が、お悔やみの気持ちを込めて

送る、供花の手配をいたします。

円～22,000供花1基目安

返礼品

お葬式当日に参列者へお渡しする返礼品をご用意いたします。

当日に返礼品を用意せず、あとから香典の後返しとしてお返し

されるケースも最近では非常に多くなっています。

円～1,1001個目安

お料理 (通夜振る舞い・精進落とし)

通夜振る舞いや精進落としのお食事を、ご希望の人数分手配いたし
ます。少人数の家族葬をされる場合は、お近くのレストランで済ま
される方も多くいらっしゃいます。

目安 3,300
通夜振る舞い(1人前)

5,500
精進落とし(1人前)

※金額、内容は担当葬儀社によって異なります。

円～
税込

税込

税込

税込 税込
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※価格はすべて目安です
実際の金額は、お打合せ時にスタッフへご確認ください。 ※写真はすべてイメージです。

ご相談やご質問など、お気軽にお問合せください。

その他、ご要望に合わせたオプションをご用意いたします！ 

※小さなお葬式プランのうち、ご遺体搬送部分及び一部の品目（お料理、返礼品の追加、遺影写真[小さな火葬式時]）のご契約はお客様と担当葬儀社との直接

契約となり、株式会社ユニクエストは一切の責任を負いかねます。　※地域によっては提供できないサービスもございますので、あらかじめご了承ください。

0120-063-823お問合せ・ご質問・ご依頼はこちら
24時間365日深夜・早朝いつでもお電話ください

通話
無料

霊柩車

小さなお葬式のセットプランには、ご出棺の際に使用する寝台車が

含まれておりますが、ご要望にあわせて霊柩車を手配いたします。

目安 円～49,500 ※小さな一般葬プラン
　には含まれております。

マイクロバス（20名前後乗車可能）

ご出棺の際、親族の方をお乗せするマイクロバスを手配いたします。

目安 円～55,000 ※小さな一般葬プラン
　には含まれております。

湯灌 (ゆかん)

一般的には、逝去後に病院や施設でエンゼルケア※が行われる

ため、きれいな姿で見送っていただくことができますが、宗教的

儀式を重視される場合は湯灌の儀式を手配いたします。

目安 円～110,000

※「清拭や死化粧などの死後処置」もしくは「身体の洗浄や容姿を整える処置」のこと

税込

税込

税込
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その他に追加費用がかかる場合

「小さなお葬式」では、すべてのプランにおいてお葬式に必要な物品・サービスを含んでいるため、
多くの場合セットプラン料金内でお葬式を行っていただけますが、お住いの地域や、火葬場の
空き状況、その他お客様がオプションサービスをご希望されるなど、以下に該当する場合は
追加費用がかかることがございます。

火葬場の空き状況等により、
各プラン規定の安置日数を超えてしまう場合
火葬場の空き状況や、ご希望される葬儀・火葬の日程により、プランで規定する安置日数を超えて

しまう場合、追加で1日11,000円（税込）がかかります。

1

お別れ葬・火葬式・一日葬プラン：3日間  /  家族葬・一般葬プラン：4日間各プランの規定日数

付添い安置をご希望される場合

付添い安置とは、故人さまとご遺族が式場内でいつでも面会ができるプライバシーが確保された

お部屋を用意するものです。家族葬・一般葬プランは通夜後に1日分がプラン内に含まれています

が、規定の日数を超える場合や、火葬式・一日葬プランで付添い安置をご希望される場合は、1日

当たり55,000円（税込）の追加費用がかかります。

2

一日葬プラン：50,000円（税込）

家族葬・一般葬プラン：100,000円（税込）

各プラン規定の式場使用料を超える葬儀場をご希望される場合

下記の金額との差額が追加費用としてかかります。

3

各プランの規定料金

※95％のエリアでは追加費用がかからずにご利用できる式場がございます。

※地域によっては金額が異なる場合がございます。
※高速道路料金や深夜料金、県を跨ぐ長距離搬送や飛行機での搬送など、上記以外に費用がかかることもございます。

寝台車または霊柩車での規定の搬送回数のうち、
1回の移動距離が50kmを超える場合
50kmを超えると、10kmあたり5,500円（税込）の費用がかかります。

4

事件・事故でお亡くなり等、ご遺体の状態が良くない場合

防水シーツなど警察の指定する備品の実費、死亡検案書作成のための検案料が別途かかります。

他にも病気や治療の結果等でもご遺体の状態が良くない場合は、感染症予防・防臭対策で処置が

必要となり、別途費用がかかる可能性がございます。

5

プランに含まれない物品やサービスをお客様がご希望される場合
一例として、寺院の出仕など宗教者へのお布施、お料理や返礼品の追加、火葬場での控室の利用、

棺や祭壇の変更など、お客様のご要望により物品やサービス等を追加いただく場合は別途費用

がかかります。

6
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事前のお申込みで葬儀費用がお得になるサービス「早割」や、

少ない負担で必要な保障が受けられる葬儀保険をご紹介します。

も
し
も
の
時
に
も

安
心
の
サ
ー
ビ
ス

手
軽
に
始
め
る
事
前
準
備
！
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手軽に始める事前準備！もしもの時にも 

30日後 1年後 2年後早割が適用されるお葬式プラン

149,000円[税抜] 144,000円[税抜]

30日後 60日後

139,000円[税抜]

289,000円[税抜] 279,000円[税抜] 264,000円[税抜]

389,000円[税抜] 374,000円[税抜] 354,000円[税抜]

574,000円[税抜] 554,000円[税抜]

189,000円通常価格

329,000円通常価格

429,000円通常価格

629,000円

税込207,900円

税込361,900円

税込471,900円

税込691,900円
通常価格

P13へ

P15へ

P17へ

P19へ

税込163,900円 税込158,400円 税込152,900円

税込317,900円 税込306,900円 税込290,400円

税込427,900円

税込631,400円 税込609,400円

税込411,400円 税込389,400円

※1 2020年3月時点 自社調べ　※火葬料金は別途お客様負担となります。
※他サービス・割引との併用はできませんのでご了承ください。　※小さなお別れ葬では、早割をご利用いただけません。
※当社規定の式場使用料を超える葬儀場の利用など、別途費用がかかる場合がございます。

各プランの早割価格

無料のお申込みで、小さなお葬式のプランが通常よりも、

さらにお得に行える割引サービスです。

申込期間が長ければ、その分割引額もお得に。

長生きするほど
どんどんお得！

葬
儀
費
用

申込確定日 30日後 1年後 2年後

0日後から割引開始

1年後さらに割引

2年後さらに割引

最大割引のままずっとお得！

早割とは？

累計17万件
突破!※1

大好評につき
お申込み件数無料のお申込みで小さなお葬式が

最
大
最
大

0120-063-823お問合せ・ご質問・ご依頼はこちら
24時間365日深夜・早朝いつでもお電話ください

通話
無料

詳しい内容は、別冊の「早割」リーフレットをご覧ください▶

お坊さん手配も申込むと

割引!

さらに！

91,000円も割引！91,000円も割引！

最大91,000円
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安心のサービスをご紹介します

小さなお葬式の

���葬儀保険

受付時間
平日9:00～17:000120-685-336お問合せ・資料請求はこちら

あんしん少額短期保険 お客様専用ダイヤル

通話
無料

葬儀保険Anyの3つの特長

小さなお葬式プランに合わせて
10万円単位で保障が選べる！

ネットで簡単申込。
保障開始も早い！

満100歳までの
長期間保障で安心！

お申込み・資料請求は、WEBからのご利用が便利です！

こんな保険が欲しかった
お客様の声にお応えしました！

・ がん等の持病で保険を諦めていた方・ 健康な方、軽微なご病気の方

※この広告は商品の概略を説明しています。詳細については「パンフレット・ご契約のしおり」を必ずご覧ください。
【募集代理店】小さなお葬式（株式会社ユニクエスト）  TEL:06-7730-9083　　【引受保険会社】あんしん少額短期保険株式会社  TEL:048-658-2810

【募集文書承認番号】BBR-ans-2020002  （2020年10月15日）

がん、脳・心疾患など持病のある方

持病があっても、告知無しで入れる

保険料の目安 (70歳男性の場合)

保

険

料

10,720円～年額20万円～
保
険
金
額 893月当たり 円～

健康な方、軽微なご病気の方

自分の健康状態に合わせて加入できるプラン
・・・・

無告知型プラン
 満40歳～満79歳まで

医師の診察不要、簡単告知のみで入れる

保険料の目安 (70歳男性の場合)

告知型プラン
 満40歳～満84歳まで

20万円～
保
険
金
額

保

険

料

620円～月々

7,210円～年払い
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お葬式のご利用でお得になるサービス

お葬式の前だからこそ、“お葬式と一緒に”考えておきましょう

お葬式の後も、納骨や相続のお手続きなど、考えておかないと

いけないことは沢山あります。

詳しくは同封の

リーフレットを
ご覧ください

四十九日法要
法事・法要のお坊さん手配を承ります

45,000通常価格 50,000円 円
お葬式プランご利用の方は

檀家になる必要なし 主要八宗派対応

※１2018年度 葬儀・法事・法要の寺院手配受注件数に関する調査（TPCマーケティングリサーチ調べ）

をご用意！

本位牌と過去帳

全20種類以上本位牌・過去帳
高品質の本位牌を特別価格でご提供

・ ・ ・ ・

税抜14,800通常本体価格17,800円 円～
お葬式プランご利用の方は

+文字入れ 別途4,000円(税抜) 税込4,400円

税込16,280円～
全国送料無料 全サイズ一律価格

お仏壇もご用意
しております

納骨方法
の検討

相続手続き

など...

遺品の整理 香典の
後返し

適正価格にてお葬式の後もサポートいたします！
その他、小さなお葬式は

・・・・・・

お勤め内容
読経・法話 / 位牌開眼 / 仏壇開眼 / 墓石開眼 / 納骨供養  など

紹介！
で

受注件数

No.1No.1
※1
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小
さ
な
お
葬
式
を
利
用
し
た

小さなお葬式をご利用いただいた

実際のお客様の声をご紹介いたします。

お
客
様
の
声
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東京都豊島区 Y.M様 / 故人さま お養母様（103歳）

「小さなお葬式」のことは、数年前にテレビの特集で知り

ました。父が亡くなったときは、会社経営をしていた関係

で社葬に近い形式でしたので、莫大なお金がかかったん

ですね。その経験から、費用を抑えてプランを選べる

システムはいいなと思いました。養母のほかにも私が最期

亡くなった養母の享年は103歳、みごとな大往生でした。 

掃除や食事、お金の管理まできちんとこなし、他人に迷惑

をかけないという意思を貫いて生きた人です。 

養母は亡くなった父の姉なのですが、ずっと隣の家に住み、

小さい頃から家族のように付き合っていました。 

生涯独身を通し、私を養女に迎えたいということだった

のでそのようにし、私の実母とともに最終的な面倒を

みようと決めました。

最期を看取ったのは私でした。病院へ移ったときから覚悟

はできていましたし、年齢のことも考えて、延命措置など

は行わないことに。体が痩せていて心臓マッサージは

苦しいのでしない、痛みや苦しみがあるときの緩和ケア

のみにとどめ、あくまでも自然に……という、生前の希望

通りの旅立ちとなりました。

菩提寺の住職を
尊重してくださる姿勢に感謝

最期を私に託し、
最後の最後まで凛と生き抜いた養母

01

をみることになる高齢の親族がいることもあり、資料を

請求して、会員になっていたのです。

プランは、養母が亡くなる数日前に「小さな火葬式」に

決めました。「一日葬」と迷っていたのですが、参列者も

少ないうえに皆さん90歳を超える方ばかりなので、移動

したり長時間座っていたりする負担を考えると「火葬式」

がベストに思えたのです。養母も生前に「簡単でいい」と

言っていたこともあり、そのように決めました。

電話をして、希望のプランとお坊さんだけは代々の菩提寺

の住職に来てもらいたいことを告げると、「菩提寺がある

と、宗教的に意味のある儀式を省略することを反対される

こともあるので、先に住職の了解を得てからのほうがよい」

と気遣ってくださいました。住職とは付き合いも長く、

こちらの事情も理解してくださる新しい考えをおもちの

方なので、問題ないことを伝えました。そのうえで、まず

住職の都合などを優先して取りはからってくださいました。

お客様エピソード
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実際に行ったお葬式プランはこちら

4日間の安置のあと、火葬場で読経などの儀式を行い

ました。当日は母も私も感情が追いつかず、戸惑うことも

多かったのですが「小さなお葬式」のスタッフの方の指示

が的確で心強かったです。「心づけ」に使うポチ袋も必要

な数を用意して、誰にいくら、表にはどう書けばよいか

などを教えてくださったり、代わりに渡してくださったり、

細やかなフォローが助かりましたね。

火葬場での儀式は、一般の葬儀に比べるとシンプルな

ものです。その分とても厳かで尊い時間にも感じました。

死と向き合い、旅立ちに立ち会う。細かい段取りがない

ので「いま、空に昇る道を歩いているんだな」など、ゆっくり

と養母に想いを馳せることができました。オプションで棺

に入れる花を加えたおかげでとても華やかになりました。

火葬式のように簡略化した見送りに罪悪感を覚える人も

少なくないことでしょう。でも大切なのは、故人が何を

望み、残された人がどう応えるかなのだと思います。儀式

や形は大切ですが、その価値を決めるのは、規模や金額で

はなく、心の込め方なのだと今回感じました。養母のこと

をよく知る人だけが集まり、心の底からその死を悼み、

残された人たちが労わり合う。「小さなお葬式」のおかげで、

理想的な旅立ちができました。私たちに最期を託した養母

も満足してくれていると思います。

欲をいえば、養母が可愛がってくれていた犬たちも参列

させてあげたかったのですけれど（笑）。

様々なものを削ぎ落とした儀式には、
大切な思いだけが詰まっていた

1名～10名
におすすめ

159,000
税込174,900円

円
税抜資料請求

割引価格

式をせず火葬のみ
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青森県八戸市 K.I様 / 故人さま お父様（70歳）

私たち家族は、親族や父と生前密な交流があった方など、

本当に父のことを思ってくれる人と静かに父を送りたい

と考えていました。

そんなとき、インターネットで「小さなお葬式」のことを

知りました。地元の葬儀会社2社にも見積りを依頼してい

ましたが、大まかな金額しか示してくれませんでした。

私も兄もまだ30代半ばで、何が必要で何がいらないの

かも正直わからず、自分たちだけで葬儀ができるのか、不安

に思ったのを覚えています。

「小さなお葬式」は、ホームページにプランの内容や葬儀

の流れなどがわかりやすく書かれていたり、見積りも何に

いくらかかるのか細かく書いてあったりと、透明度が

違いました。そして何といっても、電話担当者の対応の

素晴らしさ。必要なものと削れるものの線引きで悩んで

いたとき、小さなお葬式のスタッフは「葬儀はお気持ち次第

です。 気持ちさえあればそれでいいんです」と、私たちに

寄り添い背中を押してくれました。そのきめ細かい対応

と優しさに触れ、利用を決めました。

お酒やタバコが大好きだった父は、長年肺気腫を患って

いました。ガリガリに痩せて、酸素吸入が必要な状態に

もなったのですが、父は入院を拒んだんです。結局、最期

まで実家療養を続けました。

父は実家で一人暮らしで、たまに近くに住む兄が様子を

見に行っていました。離れて住む私に、父は「飼い猫のクロ

は元気か」とか「今日はちょっと苦しい」など、毎日欠かさず

メールを送ってきて、そのやりとりを通して父が元気な

ことを確認していました。

そんな父が亡くなったのは突然のことでした。前日珍しく

メールが届かず、おかしいなと思っていたんです。そして

翌朝近所の方が実家を訪ねた際、声をかけても父は背を

向けて座ったままで返事がなかったそうです。話を聞いた

兄が実家に駆け付けたところ、父は既に亡くなって

いました。恐らく前夜のうちに息を引き取ったのだろう

とのこと……。近所の方が訪ねていなかったら、発見が

遅れていたかもしれません。早く見つけてあげることが

できたのは不幸中の幸いでした。

見積りの透明度ときめ細かな対応が
決め手になりました。

肺気腫で療養中だった父。 
最期まで自宅での生活を貫きました。

02お客様エピソード
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実際に行ったお葬式プランはこちら

「小さなお葬式」なら、
低額でも立派なお葬式ができる。

担当の方はとても話しやすく、わからないことは何でも

質問させてもらいました。もちろん、そのすべてに丁寧に

答えてくれましたよ。また、決まりきったマニュアル通り

の対応をするのではなく、一人ひとりに合わせてくれた

のがうれしかったですね。

例えば、お供えする水を用意するとき、私が「お酒が好き

な父だったので、ウイスキーを供えてあげたい」と話したら、

快く用意してくれました。式中も、「次はこれをして、出る前

に会場を片付けて……」と頭の中で段取りを考えていた

のですが、担当の方がすべて先回りしてやってくれて、

お別れに集中できる環境を整えてもらえたおかげで、

じっくりと父との最期の時間に向き合うことができたと

思います。

一人ひとりに合わせた対応。
当日はすべてをお任せできました。

今回、担当のみなさんが私たち家族の意向に沿った内容

になるよう、手伝えることを一緒に考えてくれました。

無理に色 と々勧められるようなこともありませんでしたよ。

葬儀については本当にわからないことだらけでしたが、

みなさんの一つひとつの対応が丁寧で安心できました。

低額でも立派なお葬式ができるんだと実感し、周りの人

にも「小さなお葬式」の話をしています。先日、初盆セット

のパンフレットも届きましたので、参考にしたいと思います。

担当のみなさんには本当に感謝しています。この度は、

ありがとうございました。

5名程度～
におすすめ

告別式のみを1日で

299,000円税抜
税込328,900円

資料請求
割引価格
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大阪府大阪市阿倍野区 Y.T様 / 故人さま お父様（77歳）

03

大晦日でしたが、「小さなお葬式」のウェブサイトには

「24時間365日」とあったので、電話で問い合わせをしま

した。その後折り返し連絡いただいた担当者の方の、対応

がすごく良かったのです。

お葬式の流れから費用、参列者への案内の仕方、病院から

遺体を引き取っていただく段取り、素朴な疑問に至るまで、

丁寧に答えてくれました。年末年始でお葬式はどうなる

のかと聞いた際も「開いているところを探します」との

回答でした。しかもこちらが回答を待つことなく即座に、

スムーズに答えていただいたのです。おそらく私よりも

若い方では？と思ったのですが、豊富な知識をお持ちの

様子がうかがえ、この道のプロだと安心感を持てました。

実は他の葬儀会社にもあたって電話もしたのですが、その

担当者の方の対応がとても印象に残っていたので、「小さな

お葬式」に決めました。

あたふたとしていた私の気持ちに、一番あたたかく寄り

添っていただいた気がしています。

父は12月に体調を崩し、肺炎で入院していました。その

まま退院するだろうと思っていたのですが、「容態が急変

した」と病院から連絡があり…。それが12月31日、大晦日

の夕方のことです。本当にまさかの思いもよらぬ別れと

なってしまいました。

父が亡くなるとはまったく想定していなかったので、お葬式

に関しては何の準備もしていませんでした。通夜から

告別式までどのような流れで行われるのか、どのくらい

の費用がかかるのか、見当もつかなかったのです。しかも

年末年始ということで、葬儀会場や火葬場が開いている

のかどうかさえ確証が持てませんでした。

それでもなんとなく「近しい人で家族葬を」と考えていた

ので、携帯電話で「家族葬」と検索。そこで「小さなお葬式」

を知りました。

まったく予想していなかった別れの日は
なんと大晦日。葬儀に関しては
何も準備していませんでした。

年末年始ということで火葬場は開いていなかったのです

が、担当者の方にできるだけ早い日程を組んでいただき

予備知識ゼロながら、高齢者も子どもも
参列できる家族葬にできました。

お客様エピソード

インターネットで知った「小さなお葬式」
決め手は担当者の対応でした。
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実際に行ったお葬式プランはこちら

どんな仕事にも言えることではないかと思いますが、

事業が評価され発展していくのは、その事業に携わる

“人”の印象があってこそだと思います。

今回のお葬式は担当者に恵まれました。私の友人や知り

合いも、親世代がかなりの高齢になりつつあり、お葬式

に関してもいろいろと考えはじめる年齢です。一個人の

少ない経験ですが、「小さなお葬式」の話を友人や知り合い

に伝え、薦めていこうと思っています。

大事なのは、
やはり“人”だと思います。

10名程度～
におすすめ

通夜・告別式を小規模で

ました。しかも家族や親戚が集まりやすい場所で、娘夫婦

や孫、遠い地に住む親戚も参列してくれたのです。通夜、

葬儀ともに滞りなく終えることができました。

費用もすべてウェブサイトに書いてある通りの金額で

した。以前「お葬式の相場は、あってないようなものだ」

と聞いたことがあったのですが、逆に安心できましたね。

インターネットからの申込みだから不安という気持ちは

特になかったですし、十分に満足しています。

ただ通夜の会食が2階で行われることとなり、会場の

階段が急だったために足のよくない親戚が遠慮して

しまったという場面もありました。あえて気になる点を

挙げるとすればそれくらいでしょうか。翌日の火葬場は

バリアフリーでエレベーターも広く、その親戚にも父を

見送ってもらえました。

私の娘は何か思うところがあれば遠慮なく意見してくれる

のですが、今回のお葬式については何も言わなかった

ので、特に問題なかったのだろうと思います。

税込438,900円
399,000円税抜資料請求

割引価格
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お葬式後のご利用アンケート※2

アンケートとインタビューに

ご協力ください

10,000
商品券20,000円分プレゼント！
同封の用紙に必要事項をご記入後、ご郵送ください。

10,000

葬儀終了後にお願いする「ご利用アンケート」に、

お客さまの率直なご意見、ご感想をご回答ください。

※ご応募いただいたお客様すべての元へ取材にお伺いできるわけではございません。あらかじめご了承ください。

※インタビュー時にお顔が写るよう、正面から写真を撮影させていただきます。撮影させていただいたお写真・インタビュー

内容は、小さなお葬式ウェブサイト上および小さなお葬式のサービス説明資料に掲載いたします。

小さなお葬式では、サービス品質の向上のため、ご利用いただいた

お客さまにアンケートやインタビューを実施しております。

より良いサービスの提供に努めてまいりたいと思っておりますので、

ご協力よろしくおねがいいたします。

お客様満足度

96%※1

ご年齢：　　　  歳

サービスをご利用いただいた満足度と、その理由をお聞かせください。

3 サービスの内容や施設について、項目ごとに満足度を教えてください。

2

ご利用アンケート
2分

4 ③でお答えいただいた「スタッフ」について、項目ごとに満足度を教えてください。

100点 90点 80点 70点 60点 50点 40点 30点 20点 10点 0点

100点 90点 80点 70点 60点 50点 40点 30点 20点 10点 0点

6 ⑤でそのように回答した理由をお聞か

5 手配した僧侶・神主について、項目ごとの満足度を教えてください。

僧侶・神主について ※「小さなお葬式の寺院手配」をご利用になられた方のみお答えください。

※「小さなお葬式の寺院手配」をご利用になられた方のみお答えください。

葬儀・施設・スタッフについて

100点 90点 80点 70点 60点 50点 40点 30点 20点 10点 0点

点 /100点

1 喪主様のご年齢と性別、ご参列者数を教えてください。 サービス品質向上のためアンケート回答のご協力お願いいたします。

回答時間

(1)清潔な身なり
(2)親身な対応
(3)丁寧な話し方
(4)読経
(5)説法・法話の内容

(1)お迎え時の対応スピード(2)清潔な身なり
(3)親身な対応
(4)丁寧な話し方
(5)打合せ時の説明の分かりやすさ

(1)サービス品質
(2)料金とその説明
(3)式場・設備
(4)スタッフ
(5)対応の早さ

(6)スムーズな式進行

性別： 
ご親族含む参列者数：約  人

女性男性

大変よい葬儀をさせてもらいました。お葬式の打ち合わせ時、親身に話を聞いたうえで、演出の提案や
お別れの時間を少し多めにとってくださるなど、後悔のない葬儀が
できました。

インタビューにご協力いただいた場合 ※2

※1 2019年度実績 自社調べ

※2 掲載する内容には、都道府県/市区までの住所及び、お客様のお名前のイニシャルも含まれることをご了承ください。

ご回答いただいたアンケートの結果を参考に、

サービス品質の向上に努めてまいります。
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「
服
装
・
挨
拶
・
焼
香
・
訃
報
連
絡
」

これからのお葬式に備え、役立つ情報をまとめております。

万が一の際、慌てない為にもぜひご覧ください。

お
葬
式
マ
ナ
ー

喪
主
・
遺
族
の
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ふさわしい服装

男
性

女
性

子
供

葬儀にふさわしい服装をご紹介します。

まずは、共通して気を付けなければいけない点を把握しておきましょう。

男女問わず学生服がない場合は、黒や紺、グレーなどの地味な色の服で

かまいません。カジュアルなものは避け、えりつきのシャツやジャケット

などフォーマルな服装にしましょう。

通夜式から葬儀・告別式を通してブラックスーツを着用される方が多くいらっ

しゃいます。冠婚葬祭用以外のものは避け、ネクタイや靴下、靴は光沢のない黒色

を選びましょう。

黒色のフォーマルドレスで、スーツ、ワンピース、アンサンブルのいずれかでかまいま

せん。光沢のある物は避け、ボタンやレース、バッグや靴などが地味な物を選び

ましょう。

洋装（モーニング）
正式喪服のモーニングジャケットに黒いベストを着用し、ズボンは黒とグレー

ストライプの縞ズボンを着用します。黒のネクタイをし、靴下も靴も光沢のない黒色

を選びましょう。

和装
羽二重などの黒無地染め抜き五つ紋付きの着物と羽織に、仙台平の袴が正式です。

襦袢は羽二重の白色か鼠色です。足袋は白色か黒色、草履は黒の鼻緒です。
※通夜式ではブラックスーツを着用します。

洋装（ブラックスーツ）

洋装

和装
黒無地染め抜き五つ紋付き、黒無地の丸帯が正式です。着物生地は、羽二重か

一越ちりめん(夏は絽)になります。羽織は着用せず、草履や帯揚げなどの小物は

黒で統一し、足袋と襦袢は白にします。
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お焼香の作法
基本的なお焼香の作法を紹介します。

お焼香の作法は、宗派によって若干異なりますので、確認しておきましょう。

祭壇へ進み、遺影と僧侶
に向かって一礼し、焼香
台前で合掌します。

お香をつまみ、頭を軽く
下げ、つまんだ手を額の
高さまであげます。

※これを「押しいただく」と
いいます。

指をこすりながらお香を
静かに香炉に落とします。

遺影に向かって合掌した
後、そのまま2～3歩下がり、
遺影と僧侶に一礼して席
に戻ります。

回数がわからない場合は、最初に僧侶が焼香するので、その通りに行うとよいでしょう。また、自分の宗派
のお焼香回数でも問題ありません。

ネクタイをゆるめたり、上着を脱いだりすることは控えましょう。

生足は厳禁。肌色か黒のストッキングを履きましょう。

袖や裾は七分丈以上のものにし、透けた素材やノースリーブなど「肌の露出が多いもの」は避けましょう。
和装の場合、足袋の色は白で、派手な色を使わないようにしましょう。（地方によっては黒）

毛皮や皮革製の衣類の着用をしてはいけません。殺生を連想させるためです。

遺族は室内でコートを着用してはいけません。

ネックレス、カフスなどのアクセサリー類、金具のついたものは基本的に身につけてはいけません。

パールのものであれば可。

靴も装飾や金具の目立つデザインは避けましょう。

・
・
・
・
・
・
・

・

基本的なお焼香の手順

1 2 3 4

宗派ごとのお焼香の作法

浄土宗

真言宗

浄土真宗

曹洞宗

宗派

右手の親指と人差し指でお香をつまみ、押しいただき、1回または3回香炉にくべます。

右手の親指、人差し指、中指の三本でお香をつまみ、押しいただいて3回香炉にくべます。

右手の親指、人差し指、中指の三本で、お香をつまみ、1回または2回香炉にくべます。

右手の親指、人差し指、中指の三本でお香をつまみ、1回は押しいただき、
2回目は、押しいただかずに香炉にくべます。

お焼香の作法

※宗派によって決められた
回数繰り返し行います。
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訃報連絡の書き方
故人さまが亡くなったことを伝えるための訃報連絡ですが、

家族葬は一般葬と違って、限られた方だけに参列してもらうことが多くあります。

訃報連絡の内容の中で、その旨がきちんと伝わるように注意しましょう。

父〇〇はかねてより病気療養中でしたが、〇月〇日〇時〇〇歳で永眠いたしました。

ここに生前の御厚情を感謝し謹んでお知らせ申し上げます。

なお故人並びに遺族の意向として、葬儀は家族葬を執り行いますので、

通夜・葬儀へのご参列はお控えいただきますようお願い申し上げます。

尚、香典・供花等につきましても固くご辞退申し上げます。

どうか私どもの気持ちをお汲み取りいただき、何卒ご配慮の程お願い申し上げます。

　令和〇年〇月〇日

喪主〇〇〇〇

挨拶と連絡時の注意点
喪主・遺族として、葬儀の中で挨拶をする場面が何度かあります。

その場面ごとに適した挨拶例文や、使用してはいけない言葉などの注意事項を紹介します。

不幸を重ねる言葉を避ける

死を連鎖させる言葉

生死に関わる言葉

たびたび、ますます、くれぐれも

続いて、再び、追って

死ぬ→ 亡くなる  /  生きていた時→ 生前

使用してはいけない言葉 (忌み言葉)

参列していただく方への訃報連絡例文

参列はご遠慮いただく方への訃報連絡例文

父〇〇はかねてより病気療養中でしたが、〇月〇日〇時〇〇歳で永眠いたしました。

ここに生前の御厚情を感謝し謹んでお知らせ申し上げます。

なお故人並びに遺族の意向として、葬儀は近親者のみで家族葬を執り行います。

つきましては、通夜および葬儀・告別式は下記のとおり執り行われます。

記

　一、　葬儀 〇月〇日(〇)午後〇時より

　一、　告別式　　 〇月〇日(〇)午前〇時より

　一、　場所 〇〇斎場・住所・電話

　令和〇年〇月〇日

喪主〇〇〇〇
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「僧侶が到着時の挨拶」の例文
お忙しいところご足労いただきありがとうございます。

通夜(葬儀)は定刻通りに始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

「通夜焼香終了後の挨拶」の例文
本日はお忙しい中、大変ありがとうございました。

（故人の名前）も皆様の御厚情の程を感謝している事と存じます。

明日の葬儀・告別式は〇時からで御座います。宜しくお願いいたします。

尚、お時間の許されるお方様はゆっくりしていただけますようお願いいたします。

本日は誠にありがとうございました。

「通夜振る舞いの開式挨拶」の例文
本日はお忙しい中、わざわざお越しいただきまして誠にありがとう御座いました。

またご丁寧に、お供えまで頂戴いたしまして恐縮でございます。

故人は生前、ここにお集まりの皆様に大変お世話になっており、

ご出席いただきました事をさぞ喜んでいる事と存じます。

ささやかながらお食事の用意をさせていただきましたので、

故人の話などをお聞かせいただきたく存じます。

「通夜振る舞いの閉式挨拶」の例文
本日は突然のことであったにもかかわらず、弔問いただきまして、誠にありがとうございました。

夜も更けてまいりましたので、本日はお開きとさせていただきます。

皆様の温かいお話に、さぞかし故人も喜んでいることと思います。

明日の葬儀・告別式につきましては、〇時より〇〇にて執り行います。

何卒よろしくお願い申し上げます。

「告別式終了時の挨拶(出棺時)」の例文
本日はお忙しい中、（故人の名前）の葬儀にご参列賜りありがとうございました。

残された私どもに対しましても、今後とも変わりないご指導とご厚誼を賜りますよう、

お願い申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきます。

「読経後に僧侶へお布施を渡す際の挨拶」の例文
ご多用中のところ、おつとめを賜り、ありがとうございました。

おかげさまで、無事葬儀を執り行うことができました。

些少ではございますが、どうぞお納めください。

場面ごとの挨拶の例文
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小さなお葬式のよくある質問

亡くなった後、まずは何をすべきですか？Q

A まずは、お電話ください。葬祭の専門スタッフがその後必要なことをアドバイスいたします。

ご依頼いただきましたら、すぐに現地スタッフが故人さまをお迎えにあがりますので、その際に安置場所を

スタッフとご相談の上決めていただき、ご安置後、現地スタッフと詳細にお打合せをしていただきます。ご不明

な点がありましたら、24時間365日いつでもお電話ください。

どのタイミングで電話したらいいですか？Q

A 葬儀・葬式のご依頼のお電話はご逝去後で結構です。ご不明な点やご確認されたいことがあれば、どんな

些細なことでも結構ですので、お電話にてご相談ください。

事前にお葬式の相談をしていなくても万が一の場合は依頼可能でしょうか？Q

A ご依頼は可能ですが、事前にご相談（無料資料請求）していただいたお客様に適用される30,000円の割引

がご利用できません。事前にご相談されることをおすすめいたします。

本当にセットプランの内容でお葬式はできますか？Q

A すべてのセットプランにおいて、お葬式に必要な物品やサービスを厳選しているため、セットプランの内容で

お葬式を執り行えます。火葬料金は別途お客様負担となります。

また、葬儀の日程やお住まいの地域の規定、ご希望される葬儀場、オプションの追加などによっては、プラン

料金以外に費用がかかる場合がございます。詳しくはP31をご覧ください。

役所手続きはしてもらえるのでしょうか？Q

A 火葬をするために必要な火葬許可証の申請代行もプラン内に含まれております。

病院から紹介された葬儀社・葬儀屋を断ってもいいものですか？Q

A 病院で紹介された葬儀社・葬儀屋を断ることは決して失礼にはあたりません。

病院で亡くなった場合、料金内で自宅まで搬送していただけるのでしょうか。
また、病院から自宅まで40km程距離がありますが大丈夫でしょうか？

Q

A 最大50kmまではプラン料金内で対応いたしますのでご安心ください。ただし、50kmを超えると、10kmあたり

5,500円（税込）の費用がかかります。

※地域によっては金額が異なる場合がございます。

※高速道路料金や深夜料金、県を跨ぐ長距離搬送や飛行機での搬送など、上記以外に費用がかかることもございます。

49



自宅がエレベータの無い3階なのですが、エレベーターがないと自宅に安置ができませんか？Q

A ご安置できますのでご安心ください。エレベーターがなくてもご自宅まで搬送いたします。
※状況により対応できない場合がございます。

自宅で安置出来ない場合、どうしたらいいですか？Q

A 故人さまを儀式までの間、式場内でお預かりする「お預かり安置」で対応することが可能です。
ご自宅でのご安置が難しい場合はこちらをお選びください。

遺影写真はどのようなものを用意すればよいですか？Q

A 胸より上がはっきり写っている、ネガではなく現像後の写真をご用意ください。

湯灌はお願いできるのでしょうか？Q

A オプションにてお手配が可能です。詳しくはP30をご覧ください。

病院で亡くなると、エンゼルケアをしてもらえるため、湯灌をしなくても綺麗な状態を保てます。

僧侶の読経はプランに含まれていますか？Q

A プランには含まれておりません。お付き合いのあるお坊さんを呼んでいただくか、お坊さんとお付き合いが

無い方は、小さなお葬式のお坊さん手配(P28)をご利用いただくことも可能です。

葬儀費用の支払いは、いつ行えばよいのでしょうか？Q

A 現金払いの場合、火葬終了後にスタッフにお支払いください。クレジットカード・分割払いをご利用の方は、

ご依頼時にスタッフにお申し付けください。

病院で紹介された葬儀社・葬儀屋に既に遺体搬送をしてもらいましたが、
かなり高額な見積りを出されました。 今から小さなお葬式に依頼することは可能ですか？

Q

A 可能です。お電話いただき、安置場所・葬儀社名・現在の状況等をお伝えください。

遺体安置の日数が延びた場合に追加料金はかかりますか？Q

A
お迎えから葬儀終了までが3日を超える場合には、1日あたり11,000円（税込）の追加料金をいただきます。

お迎えから葬儀終了までが4日を超える場合には、1日あたり11,000円（税込）の追加料金をいただきます。

＜小さな家族葬・小さな一般葬の場合＞

＜小さなお別れ葬・小さな火葬式・小さな一日葬の場合＞
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小さなお葬式のよくある質問

依頼してから火葬までだいたいどのくらいかかりますか？Q

A 一般的には、ご依頼いただいた日の翌日または翌々日に火葬を行います。しかし、友引の日には火葬場が休業

であったり、葬儀場・斎場の空き状況によっては日程が延びる可能性がございます。

小さなお別れ葬・小さな火葬式を行う場合、
ご近所や関係者の方にはどのようにすればよいでしょうか？

Q

A 今後、お付き合いをされるようでしたら、ご近所や関係者各位へご連絡をされたほうがよいでしょう。

直接出向いて挨拶をされる方、町内で回覧をまわしていただく方などがいらっしゃいます。

安置する際、故人のそばにずっとついていなければならないのでしょうか？Q

A ご安置の際、故人さまにずっとついていなければならない決まりがあるわけではありません。

自宅安置が難しい方のために、火葬までの間、式場内または弊社指定の安置施設でお預かりする「お預か
り安置」をご用意しております。

小さな一日葬とはどんなお葬式ですか？Q

ご家族や親族などの親しい方々にお集まりいただき、通夜式を行わず、火葬と同日に告別式を行う従来の

形式にとらわれないお葬式です。本来2日間かけて葬儀を行う行程を1日で行うので、費用も抑えることが

でき、ご高齢な遺族の身体的負担や、遠方から来る参列者への負担（宿泊費等）も軽減できることが特徴

です。火葬のみの葬儀では周囲の理解も得られなかったり、また、ゆったりとお別れをする時間がないと

いう点でも、一日葬をお選びになる方が増えています。

A

通夜式を行わなくてもお葬式として問題ないのでしょうか？Q

A 葬儀・葬式には決まった形はありませんので、必ずしも通夜式を行わなければならないという事はありま

せん。告別式だけでも十分なお葬式と言えます。

小さな一日葬と小さな家族葬の違いはなんですか？Q

A 小さな一日葬は、告別式と火葬を行うお葬式プランです。一方、小さな家族葬は通夜式と告別式、火葬を

行うお葬式プランです。

花祭壇2段式     ドライアイス4日分     通夜式あり

花祭壇1段式     ドライアイス3日分     通夜式無し

＜小さな家族葬＞

＜小さな一日葬＞

小さな一日葬についての質問

小さなお別れ葬・小さな火葬式についての質問
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小さな家族葬・小さな一般葬についての質問

参列者が多いのですが、火葬場まで送迎用のバスはありますか？Q

A 小さな家族葬は基本的にご親族と近しい知人のみをお招きする形のものになりますので、セットプラン

内での送迎用バスのご用意はありませんが、オプションサービス（P30）にてご用意しております。

また、小さな一般葬の場合はセットプラン内にご用意しております。

小さな家族葬とはどんなお葬式ですか？Q

A ご家族・ご親族を中心に、親しい友人を含む近親者とのお別れを最優先に考え、小規模ながら通夜式や

告別式・火葬といった一般的なセレモニーを執り行う近年人気のあるお葬式プランです。儀礼的な弔問がない

ため、故人さまとのお別れの時間をゆっくり過ごすことができます。

式を行うので、やむを得ない事情で通夜式にしか出席できない、急なことで告別式にしか間に合わないと

いったように参列者の都合に合わせられるのも家族葬プランのメリットです。

葬儀場・斎場には泊まれますか？Q

A 多くの葬儀場では通夜式～告別式の終夜付添いは可能です。お休みになる場合は貸布団（別途料金がかかる

場合があります）の手配も可能です。

参列者の人数に制限はありますか？Q

A 基本的に制限はありませんが、葬儀場・斎場によって収容人数に上限があるため、各プランに目安人数

がございますのでご参考ください。

参列者数が多い場合は、収容可能な葬儀場をお選びいただくか、最適なプランをご提案させていただきます

のでご安心ください。参列された方へ送る会葬礼状は、下記枚数分をプラン内にてご用意しております。

食事やお返し物（返礼品）の手配もお願いできますか？Q

A オプションサービス(P29)にてお手配が可能です。最近では、食事は外食で済まされたり、

ご家族以外の会葬者を呼ばないので返礼品は不要とされる方が増えています。

仏式以外（神式、友人葬、キリスト教）のお葬式でも対応可能ですか？Q

A 対応可能です。ご依頼時にお申し付けください。詳細はお迎えに上がった際にお打合せさせていただきます。

5名程度～におすすめ
10名程度～におすすめ
30名以上

＜小さな一日葬＞

＜小さな家族葬＞

＜小さな一般葬＞

＜小さな一日葬＞ 30枚まで

＜小さな一般葬＞ 200枚まで（100枚×2日分）

＜小さな家族葬＞ 60枚まで（30枚×2日分）
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選べるお支払い方法
小さなお葬式では葬儀費用のお支払いを以下の方法からお選びいただけます。

火葬終了後に現金にて一括でお支払いいただきます。

主要なクレジットカードをはじめ、各種カードに対応しております。

ポイントやマイルなども貯まり、24時間いつでも決済できるので、大変便利です。

※クレジットカード利用手数料は当社が負担いたします。分割手数料は支払い回数に応じてお客様負担となりますのでご了承ください。

※審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

オリエントコーポレーションのWEB手続き専用ローン「オリコWebクレジット」をご利用いただけます。
1回～36回までの分割支払いが可能ですので、まとまったお金がない場合などにぜひご検討ください。

一括払い 分割払い

分割払い

※別途手数料がかかります。　※300,000円（税込）の利用限度額がございます。
後払い（一括払い）もご利用いただけます。その他

各種クレジットカード対応

分割払いは、オリコWEBクレジットの1回・6回・12回・18回・24回・36回からお選びいただけます。
6回以上の分割払いの場合、実質年利10.0％が金額に加算されます。1回払いの場合は、手数料3.019%が加算されます。

24時間
365日
決済可能

月々支払い額例

2回目以降の
お支払い額

36回払い

6,700円月々4,200円月々 11,600円月々 15,200円月々

UCクレディセゾン
…その他

VISA Master JCB アメリカン
エキスプレス

ダイナーズ

東証一部
上場企業

22,300円月々

通常価格189,000円通常価格119,000円 通常価格329,000円 通常価格429,000円 通常価格629,000円
税込207,900円税込130,900円 税込361,900円 税込471,900円 税込691,900円

楽天カード セディナ

（支払期間：36カ月）

一括払い1

お

支払方法

2

お

支払方法

3

お

支払方法
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国の給付金制度でお葬式がお得に
公的な葬儀費用の支援についてご紹介いたします。

自己負担0円でお葬式を行えます

受給条件

扶助内容

請求手続

※生活保護法において定められている、葬儀に対する保護制度です。葬儀場や祭壇を備えるような一般的なお葬式は認められておらず、
必要最小限の火葬のみを行うお葬式(直葬)の補助に限られます。

生活保護を受けており、経済的に葬儀を行うことが難しい場合、「葬祭扶助制度※」を利用
することで、扶助費用内であれば自己負担せずに葬儀を行うことができます。

事前に申請者の住民票のある自治体、または被保護者が保護費を受けていた自治体にご確認ください。

大人206,000円以内 /小人（12歳未満）164,800円以内

・生活保護を受けていた方が亡くなり、その方に身寄りがない場合

・葬儀を執り行うご本人が生活保護を受けている場合

※生活保護を受けていた方が亡くなっても、葬儀を行う家族・親族が生活保護を受けていない場合、
葬祭扶助は通常適用されませんので各自治体でご確認ください。

※生活保護法による保護の基準表（平成29年度）をご参照ください。   ※自治体や年度によって異なる場合がございます。

生活保護受給者の方

2年以内に申請すると給付金がもらえます※

故人さまが「国民健康保険被保険者」「社会保険被保険者」「国家公務員共済組合組合員」の
場合、お葬式終了後に手続きをすることで、公的機関から「葬祭費」または「埋葬費」として
葬儀費用の給付金を受け取ることができます。

故人さまが

国民健康保険 被保険者
故人さまが

社会保険 被保険者

受給条件

故人さまが

国家公務員共済組合 組合員

請求手続

申請期限

・被保険者本人が死亡した場合
被扶養者に支給

・被扶養者が死亡した場合
被保険者に支給

・被保険者が死亡：埋葬料5万円
・扶養者が死亡：家族埋葬料5万円

亡くなられた日から2年以内 亡くなられた日から2年以内 亡くなられた日から2年以内

被保険者が死亡した場合、

お葬式を行った方に

葬祭費を支給

自治体により異なる
（概ね1万～7万円）

故人さまの住民票のある

市区町村役場の国民健康

保険課にお問合せください

加入している所管の保険事務所
にお問合せください

加入している各共済組合
にお問合せください

共済組合・国家公務員組合の
加入者の遺族（埋葬を行った人）

補助内容 各組合により異なる

※必ず利用できるとは限りません。給付金を受けられるかどうか、事前に各申請先の窓口へお問合せください。

お葬式終了後
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＜ご依頼・事前相談・お問合せ＞

0120-063-823

ご依頼・事前相談・簡単なご質問などお気軽にお問合せください。

通話
無料

24時間365日 いつでもサポート
〒550-0004  大阪府大阪市西区靱本町1-6-3
TEL : 06-7166-0580   FAX : 06-7166-0581
事業内容：インターネットによる葬儀ビジネスの運営

検索小さなお葬式

株式会社ユニクエスト

https://www.osohshiki.jp/

何も準備していないと万が一の際、慌ただしく葬儀を迎えることになってしまいます。

そうならないためにも、しっかりと確認しておきましょう。

お葬式の準備で必要なことを知っておきましょう。最後に

事前に準備することチェックリスト

訃報連絡をする方の連絡先リストをつくりましょう
参列していただく方のリストアップを事前に済ませておきましょう。
事情を把握されている方に、代わりに訃報連絡をしてもらうことも考えておくと良いでしょう。

菩提寺へ連絡しましょう
菩提寺へ読経依頼の連絡をいれましょう。戒名が必要な場合は、この時にあわせて伝えます。
お寺とのお付合いがない場合は、小さなお葬式にご相談ください。

受付係を依頼する方を決めましょう
葬儀に参列された方の受付をする役割であり、香典の管理も任せることになるので、
信頼できる方にお願いしましょう。

遺影写真を選びましょう
遺影で使用する写真や写真データを用意しましょう。

希望する葬儀場はありますか？
葬儀場の場所や設備など、条件をあらかじめ考えておくと良いでしょう。
小さなお葬式の担当者が、希望に沿った葬儀場選びをサポートいたします。

喪服や数珠などの用意をしましょう
手元にある場合でも、実際に着用したうえでサイズなど問題ないか確認しておきましょう。

喪主を決めましょう
[配偶者]→[長男]→[次男以降の男子]→[長女]→[次女以降の女子]の順で、喪主の候補と
なります。ただし、故人さまの希望があった場合や、難しい場合は、上記の限りではありません。




