
八千代斎場 明朗お見積もり 

葬儀施工費用（使用する式場でスタッフ人数、遺族控室、利用ホール、祭壇などが決まります） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※花祭壇は別途、花祭壇制作費が掛かります 
 

＜オプション＞ ・・・ 抜 粋 

（飾 花） 

焼香花セット（遺族焼香台・一般焼香台を飾ります） ・・・ １５，７５０円 
写真前（遺影写真の前を彩ります）         ・・・  
 
祭壇花 
 
 
 
 
※上記をはじめ、お花による飾り各種ございます。（別途、お見積もり） 
 
（供 物） 

祭壇用 供物 ・・・ ６，３００円 
祭壇用 果物 ・・・  
 
 
 
（写 真） 

遺影写真       ・・・ １５，７５０円 ～ ３１，５００円 
 
 
 
 

第一式場（お身内４０名以上もしくはご会葬者２００名以上のご葬儀に適しています） 
第二式場（お身内４０名以下もしくはご会葬者２００名以下のご葬儀に適しています） 

第三式場（家族葬、密葬、ご会葬者５０名以下のご葬儀に適しています） 

第四式場（家族葬、密葬、ご会葬者５０名以下のご葬儀に適しています）･･･現在はご法事用に使用しています 

第一式場 ・・・ 基本料金６３万円～ （新体制に伴い基本価格を変更しました） 
第二式場 ・・・ 基本料金４２万円～ 

第三式場 ・・・ 基本料金２１万円～ 

第一式場 ・・・ 基本料金２０万円～ 
第二式場 ・・・ 基本料金５．２５万円～１５万円 

第三式場 ・・・ 基本料金５．２５万円～１５万円 

第一式場 ・・・ １０，５００円 
第二式場 ・・・  ８，４００円 

第三式場 ・・・  ６，３００円 

キャビネ判額入り   ・・・  ６，３００円 
キャビネ判写真のみ  ・・・  ３，１５０円 
四つ切判写真のみ   ・・・  ８，４００円 
カラーS サイズ額入り ・・・  ４，２００円 



（その他）  

・家紋入水引           ・・・ １０，５００円 
・受付用具一式          ・・・  ５，２５０円 ～ １０，５００円 
・枕経用具一式（ご自宅用）    ・・・ １０，５００円 
・後飾り用具 （ご自宅用）    ・・・  ５，２５０円 
・ドライアイス（１０ｋｇ）    ・・・  ９，４５０円（夏場で約１日分） 
・貸布団（１組）         ・・・  ３，１５０円 
・ご遺族控室別室（第三式場のみ） ・・・ ３１，５００円 
※第一式場・第二式場は控室無料、第三式場は和室の為、標準仕様では式場にお泊り頂けます。 

・看 板 
・板看板８尺（庭付き）      ・・・ ２１，０００円 
･御会葬礼状(塩付二つ折高級タイプ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
・納骨用具（骨壺） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 霊柩車    ・・・ 別途 
・ ご遺体移動  ・・・ 別途 
・ マイクロバス（２８人乗り） ・・・ ３６，７５０円～ 
・ マイクロバス（４０人乗り） ・・・ ４７，２５０円～ 
・ お清めお料理 ・・・ 別途 
・ 返礼品    ・・・ 別途 
・ 霊安室    ・・・ ２１，０００円 （２日目以降は１日 １０，５００円） 

 ５０枚 ・・・  ９，５００円  ３５０枚 ・・・ ３６，５００円 
１００枚 ・・・ １４，０００円  ４００枚 ・・・ ４１，０００円 
１５０枚 ・・・ １８，５００円  ４５０枚 ・・・ ４５，５００円 
２００枚 ・・・ ２３，０００円  ５００枚 ・・・ ５０，０００円 
２５０枚 ・・・ ２７，５００円   
３００枚 ・・・ ３２，０００円  ※追加５０枚ごとに４，５００円 

白ツボ７寸   一式 ・・・  ８，４００円 
白ツボ（花）  一式 ・・・ １２，６００円 
白ツボ（鳳凰） 一式 ・・・ １２，６００円 
瑠璃ツボ７寸  一式 ・・・ ２１，０００円 
大理石７寸   一式 ・・・ ３１，５００円 
 
白ツボ４寸 ・・・ ４，２００円 
白ツボ３寸 ・・・ ２，１００円 
白ツボ２寸 ・・・ １，５７５円 
 
※一式 ･･･ 骨壺・桐箱･風呂敷･金通し 



 
・御棺・納棺用具（すべて一式） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（生 花） 
・ 施主花（１基） ・・・ ２６，２５０円 
・ 枕 花（１基） ・・・ １５，７５０円 
・ 籠 花（１基） ・・・ １５，０００円 
・  榊 （１基） ・・・ １５，０００円 ～ ３１，５００円 
・ 果物籠     ・・・ １５，７５０円 ～ ２１，０００円 
・ 缶詰籠     ・・・ １５，７５０円 ～ ２１，０００円 
・ 施主＜金蓮・銀蓮＞（一対） ・・・     ２１，０００円 
 
（返礼品） 
・お茶      ・・・ １，５７０円 ～ ４，７５０円 
 
 
 

蓮華取手付       
白菊          
白光（紺）       
白光（白）       
桐インロー２面彫刻   
SCK インロー金具付   
STKR         
GreenArk        
桐棺（K8）       
キリスト 白光     
キリスト 箱型     
桧平インロー総彫刻   
桧平インロー      
桐インロー５面彫刻   
桐インロー３面彫刻   
 
白光 4.5 尺      
白光 3 尺       
桐  5 尺       
桐  4 尺       
 
※一式 ･･･ 守刀・仏衣・網笠･ゴザ･顔回し･草履 

・・・  １５７，５００円 
・・・  １０５，０００円 
・・・   ５２，５００円（新体制発足ご奉仕価格） 
・・・   ４７，０００円（新体制発足ご奉仕価格） 
・・・  １６８，０００円 
・・・   ６３，０００円 
・・・   ５２，５００円 
・・・   ８４，０００円（環境貢献寄付付） 
・・・   ４２，０００円（新体制発足ご奉仕価格） 
・・・   ８４，０００円（値下げしました） 
・・・   ７３，５００円（値下げしました） 
・・・２，１００，０００円 
・・・１，０５０，０００円 
・・・  ２６２，５００円 
・・・  ２１０，０００円 
 
・・・   ４２，０００円（値下げしました） 
・・・   ４２，０００円（値下げしました） 
・・・   ３１，５００円（値下げしました） 
・・・   ３１，５００円（値下げしました） 


