
24時間365日対応 い い は な

0747-23-1187



あなた様のご要望に合わせて資料をおつくりさせていただきました。
ご不明な点、ご不安な点がございましたら、
どのような些細なことでもお気軽にご質問ください。

ながたに生花ではお客様のご要望に合った、葬儀料金総額のお見積もり
に心がけています。
地域密着で五條市の葬儀社だからこそできる誤差が少ないお見積もりに

注力しています。
予備費という項目もあるためもしかしたら少しお高くなるかもしれません。
しかしそれ以上に費用がかかったことはほとんどありません。
どんな小さいご不明でも、ご遠慮なくお申し付けください。

担当

お問い合わせ：0747-23-1187（24時間365日対応）
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ながたに生花では、はじめてもしものときを迎える方、あらかじめできる
ことをしておきたい方にも、決めておきたいことをチェックリストにしてご
用意いたしました。
こちらをご覧になりながら、もしものときにあわてないように準備してお

きましょう。

1. ご希望のご葬儀形式

家族葬・密葬（近親者だけで行うお別れのお葬式）
火葬式・直葬（火葬だけのシンプルなお別れのお葬式）
一般葬（ご友人やご近所、会社の方などをお招きするお葬式)

2. 宗教・宗派

□仏式 □神式 □キリスト教 □無宗教 □その他の宗教

3. おおよその人数

（ ）名くらい うちご親族様（ ）名くらい

4. ご希望の式場

セレモニーホール ながたに
家族葬専用式場 縁 Enisi
五條市斎場 ハートピアさくら
その他 （※ご自宅・寺院・集会場）

5. ご安置場所について

□安置室 □ご自宅 □わからない

ご質問などございましたらお気軽にご連絡くださいませ。
無料でサポートさせていただきます。 0747-23-1187

24時間年中無休 いいはな
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あらかじめお考えいただきたいこと



お客様とのお約束

ご家族様へのご説明を大切にし、
お葬式費用の不明朗さへの不安を解消いたします

ながたに生花では不明朗なお葬式の費用をわかりやすく、
ご提示させて頂きます。
そしてご納得の上、お葬式のお手伝いをさせて頂きます。

お客様により必要なものが異なりますので、必要なものの
みを料金に含みます。

ながたに生花から宗教者をご紹介させていただく場合は、
お布施の料金まで明確にご提示させて頂きます。

ご家族様のご要望を形にしたお葬式を手作りいたします

ながたに生花はご家族様のお話を丁寧にお伺いすること
で世界にひとつだけのお葬式を手作いたします。

しきたりや宗教、近隣のお付き合いなど、
ご家族様のご要望を大事にしたご葬儀にいたします。

ご家族様へのサービスの提供は年間３００件あまりのご
葬儀をお手伝いせてていただき、地域の風習などを把握
したスタッフが多数在籍しておりますので柔軟にそして
ご丁寧に対応いたします。

ご家族様のお別れのお時間を大切にいたします

ご家族で想い出を語って頂けるようお別れの時間を
ゆっくりと取らせていただくようにしております。

お別れの時間に故人様の好きだった想い出の品や写真
などをお棺に納める時間をゆっくりと取らせて頂きま
す。

１

２

３
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ご葬儀「前後」もいつでもしっかりサポートいたします
一度事前相談を受けられた方も、
何回でも事前相談をご利用していただくことができます。
あらかじめ相談して決めていたプランを変えたい時に、
いつでもまたご相談いただけます。

ご葬儀後も安心していただけるよう、
役所や年金手続きなどのサポートも行っております。

四十九日法要や年忌法要までの各種手配やお仏壇・お位牌などの
供養品のご購入もお手伝いさせていただきます。

「ご葬儀」だけではなく
ご家族様にずっと寄り添える企業であります

ご葬儀のマナーなど専門的な内容はもちろん、お客様か
らいつでもご相談いただける企業としてあり続けます。

ご葬儀だけではなくご葬儀を通じて紡がれた縁を大切に
し、私たちとお客様のつながりを大切にいたします。
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お客様とのお約束

４

５

お電話での
相談

・費用のこと
・流れのこと
・準備のこと

対面
事前相談

・ご要望
・知りたいこと
・専門家から
のアドバイス

お通夜 告別式

アフター
サポート

・役所手続き
・相続手続き
・法要準備
・仏壇や墓石
のご用意など

一般的な葬儀社の
サポート期間

ながたに生花のサポート期間 ご葬儀前から後まで24時間対応



病院で最期を迎えられると、まず病院から搬送する葬儀社を決めるように伝えられます。
事前に葬儀社が決まっていればその旨を伝えていただければ大丈夫ですが、決まっていな
ければ病院に葬儀社の案内をもらいその中から決めることになります。ご逝去されてから
2時間程度で決めなければならないため事前に葬儀社を決めておくと良いでしょう。

まずは葬儀社を決めておきましょう

5

もしものときの流れ

1. 生前に告知を受けたら

ご本人にあわせたい人を一緒に書き出しましょう。

上記の方々へ、都度状況を伝えてあげましょう。

ご安置する場所を決めておきましょう。

費用の準備をしておきましょう。

2. もしものときになってしまったら

主治医から危篤を告げられたら、ご親族様や会わせたい人（上記のリス

トの方たち等）に連絡を入れ状況を伝えます。

ご本人に伝えたいことなど、後悔のないように、たくさん声をかけて

あげてください。

事前に葬儀社が決まっていれば、基本的にはその葬儀社に電話をするだ

けでその後の段取りを教えて頂けます。

Check!
病院でもしもの時を迎える

と、1,2時間程度で退出するよ
うに言われることもあります。
事前に葬儀社を決めておくと
良いのです。

ご安置施設をご用意しております

ご安置先がご自宅か安置施設か決まられていなくても
ご安心ください。(有)ながたに生花には安置施設をご用
意しておりますのでもしもご自宅にお帰りになれない場合に
も対応させていただくことができます。
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3. ご搬送とご安置

２４時間３６５日スタッフが常駐しております。急な場合でも

ご逝去なされた場所へ迅速に対応致します。

お帰り先（ご自宅、安置施設など）を決めていればそちらへご搬送

致します。※同乗して頂く事も可能です。

（ご自宅の場合、ご本人様のお布団をご用意をしましょう。）

枕飾り・供花の準備をします（部屋の大きさは５～６畳程度必要）

4. 打ち合わせとご連絡

打ち合わせでは日程・式場・費用などを決めていきます。

事前相談を行っていれば、そのお見積および内容をもとに作成しますの

で打ち合わせに必要なお時間が大きく減少します。

日程と場所が決まったら、ご親族様やご逝去を伝える方に訃報連絡を流

します。

※訃報連絡は通夜日程と葬儀日程そしてそれぞれを

執り行う場所を書いて送って差し上げましょう。

Check!
家族葬をご希望の場合には近隣の方に知られたく

ないということで安置施設を利用される方もいらっ
しゃいます。ご自宅にご安置されると知られやすく
なってしまうためです。お時間があれば事前に(有)
ながたに生花へ、お電話でお聞かれになるか、事前
相談を通じてご要望を伝えることでご提案をさせて
いただきます。

もしものときの流れ
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お葬式の種類

ながたに生花では、お客様にあった形の
お葬式をご提案させて頂きます。

ご葬儀のカタチを選ぶポイントは、どの程度の人数を呼ぶのかを目安に決
めることです。「どの範囲までお知らせするのか。」を明確にすることが大
切です。

参列者の人数によって
変動する費用は飲食・
返礼品の費用です。

お知らせする方を事前
に決めておくことが

大切です。

葬儀の種類と流れ

家族葬・一般葬

直葬

お
迎
え

ご
安
置

通
夜
式

告
別
式

火
葬

初
七
日

お
迎
え

ご
安
置

火
葬

一般葬 家族葬 直葬

友人・知人 ○ × ×

ご近所 ○ × ×

仕事関係 ○ × ×

親族 ○ ○ ×

家族 ○ ○ ○

<お葬式を知らせる範囲>



お葬式の種類

家族葬

葬儀の種類とメリット・デメリット

ご葬儀の形を選ぶポイントは、どの程度の人数を呼ぶのかを目安に決める
ことです。「どの範囲までお知らせするのか。」を明確にすることが大切で
す。

デメリットメリット

 ご挨拶や接待等に振り回されることなく、
最愛の方との最後のお別れをゆっくりと
過ごすことができます。

 家族葬は基本的に家族と親族、気の
知れた方々で行うので気疲れすること
なく常にリラックスし過ごすことができます。

 葬儀後に多くの弔問者が自宅に訪れ
る場合があります。

 知人からは「なぜ知らせてくれなかったの
か」などのお声を頂く場合があります。

 葬儀当日お呼びしていない方のご会葬
を頂戴し、対応に困る場合があります。

一般葬

昔から受け継がれている一般的なご葬儀の形です。ご家族・ご親族だけで
なく知人やご近所の方、会社関係の方などをお呼びしてお見送りします。

デメリットメリット

 多くの方に見送ってもらうことができます。
 葬儀後の弔問者の対応が少なく、負

担も少ない場合があります。
 ご香典お葬式の費用をまかなえるため、

ご負担が軽減される場合があります。

 ご葬儀当日は気を配ることが多いので、
体力的にも精神的にも負担が大きい
場合があります。

直葬（火葬式）
必ず行う火葬を中心に考え、必要なものだけを付加していくセミオーダー

型のお葬式です。通夜、告別式は執り行いません。

デメリットメリット

 祭壇や会葬者に対する接待の費用が
不要になります。

 十分なお別れを行うことが事実上困難
です。

 知人からは「なぜ知らせてくれなかったの
か」などのお声頂く場合があります。
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安心
価格

快適な
家族葬
式場

安置室
完備

ながたに生花は花を自社の生花部で内製化しており、安心価格で
ご葬儀を提供することができるようになりました。立派な花祭壇を
安心価格でご利用いただけます。

ご家族様のお時間を大切にしたいから、家族葬専用式場をご用意
致しました。ご家族様控室もご自宅のような控室で、故人様と大切
な時をお過ごしいただけます。

もしものときにご自宅でご安置できないということが、最近では
増えてまいりました。ご自宅でご家族様のお時間を大切にしていた
だきたいですがもし難しい場合でもお預かりすることができます。

式場案内

家族葬ホール縁

1日1組限定でご自宅のようにくつろげる、家族葬専用式場
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ご親族様控室

住所 〒637-0084
奈良県五條市釜窪町220-1

アクセス 五條ICすぐ

電話番号 0747-23-1187
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式場案内

家族葬には十分な広さをご用意しました。 もしものときは式場でお預かりもできます。

五条ICすぐ 駐車場100台完備

式場へのご安置も可能です収容人数 約３０名

家族葬式場なので、ご家族様がごゆっくりお過ごしいただけるようにご家族様控室を充実させました。
まるでご自宅にいるようなリビングやダイニング、そしてキッチンやお風呂などをご用意しております。

1日1組限定の家族葬専用式場



安心
価格

快適な
式場

安置室
完備

ながたに生花は花を自社の生花部で内製化しており、安心価格で
ご葬儀を提供することができるようになりました。立派な花祭壇を
安心価格でご利用いただけます。

ご家族様のお時間を大切にしたいから、１階に200名収容の式場、
２階に親族控室・会食室等を配置いたしました。また通夜後は故人
様とご一緒に控室で大切な時間をお過ごしいただけます。

もしものときにご自宅でご安置できないということが、最近では
増えてまいりました。ご自宅でご家族様のお時間を大切にしていた
だきたいですがもし難しい場合でもお預かりすることができます。

式場案内

セレモニーホール ながたに

1日1組限定で会葬者が多くても対応できる式場です
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ご親族様控室 エントランス

住所 〒637-0084
奈良県五條市釜窪町150

アクセス 五條駅より車1分

電話番号 0747-23-1187
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式場案内
もしも会葬者が増えたときも安心
参列者数が増えても対応できる葬儀式場です。

一般葬にも十分な広さをご用意しました。 もしものときは式場でお預かりもできます。

五条ICから1分 駐車場200台完備

専用のご安置施設完備駐車場

お風呂付きでゆったりできる
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お見積内容詳細

お葬式費用総額

お葬式費用の総額とは？

プラン金額 火葬料金 変動費
（お料理） お布施

お葬式の費用総額は、以下の物を組み合わせた金額の合計です。

お葬式の支払いは上記全てのものに対してとなります。
実際にお渡ししたお見積を確認して不足がないか確認してみましょう。
ながたに生花のお見積はお料理や返礼品までの変動費まで入っております。お布施は寺院様に
よって異なるので、お付き合いのある寺院様に事前にご確認、または弊社へご相談下さい。

Check! 家族葬と一般葬の違い
家族葬は、ご家族・ご親族・故人様との親しい友人のみで行うお葬
式です。一方、一般葬は町内会の方々、喪主様のお知り合い・会社
関係の方々など、生前交流の会った方もお呼びするお葬式です。

即日返し
ご葬儀に来られ
た方へお渡しす
るお品です。

変動費内容

通夜料理
ご親族様とご
一緒にお通夜
に召しあがる
お料理です。

精進落し
告別式後にご親
族様と一緒に召
し上がるお食事
です。

ドライアイス３日目以降

対象者様を
ご葬儀まで
保全します。

お布施
宗教者様へ
お支払する
お礼です。

飲食費
通夜のときに空
けられたボトル
などの料金です。

ご供花
祭壇横に備える
お花です。

墓標

車両関係20km以上分

寝台・霊柩は移動で20kmを越えた場合に
追加費用がかかります。マイクロバスは使
用する場合のみかかります。

戒名を書く
仮のお墓です。
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お見積内容詳細

ドライアイス（２日分）

対象者様を
ご葬儀まで
保全します。

霊安室（お預かり）

式場ご安置を
希望される方に
かかる費用です。

諸手続き

死亡手続きなど
の各種手続き代
行です。

式場看板

式場の表に
立てる看板で
す。

案内看板

道路に置く、
会葬者への案内
用の看板です。

後飾り祭壇

ご葬儀後に自宅
に飾る簡易祭壇
です。

経帷子・納棺布団

故人様に着せる
白衣とお棺に敷
くお布団です。

ろうそく・線香

ご自宅の後飾り
祭壇に使用でき
るセットです。

記録帳一式

会葬に来られた
方の名簿や香典
帳面等です。。

式場使用料

ご利用される
式場にかかる
料金です。

柩上花

出棺のときに
お棺の上に供え
るお花です。

祭壇（生花装飾）

お通夜・告別式
で使用する祭壇
の費用です。

詳細説明

お棺

故人様をお納め
するお棺です。

寝台車

病院からご安置
先までお送りす
る車です。

霊柩車

式場から火葬場
までお送りする
車です。

収骨器

故人様のご遺骨
をお納めする骨
壷です。

白木位牌

四十九日まで使
用する戒名を書
いたお位牌です。

進行管理料

ご葬儀をお手伝
いさせていただ
く人件費です。

遺影写真

祭壇に飾る
お写真です。

初七日祭壇

当日の繰上げ
法要に使用す
るための祭壇
です。

会葬礼状

会葬者にお礼を
伝えるお礼状で
す。

受付一式

会葬者の名前を
書いてもらう
芳名帳などです。

枕飾り一式

ご葬儀まで対象
者様の横に祀る
祭壇です。

生花一対

親族一同での
お花が１対含ま
れています。
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プラン一覧表

家族葬
プラン

95

家族葬
プラン

83

家族葬
プラン

49

家族葬
プラン

39

家族葬
プラン

73

家族葬
プラン

59

ご好評

ご推奨

950,000円

プラン名 プラン料金 祭壇

合計金額

830,000円

合計金額

730,000円

合計金額

590,000円

合計金額

490,000円

合計金額

390,000円

合計金額

※内容・価格等は事前に通知することなく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

造花
祭壇

生花
祭壇

生花
祭壇

アレンジ
生花
祭壇

アレンジ
生花
祭壇

アレンジ
生花
祭壇
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お棺 その他プランに含まれるもの

・お棺 ・骨壺 ・式場使用料 ・安置室使用料（2日分）
・仏衣 ・白木位牌 ・宗教用具 ・焼香用具 ・納棺
・枕飾り ・後飾り ・ドライアイス（2日分） ・生花1対 ・司会
・寝台車（20kmまで）・霊柩車（洋型）・カラー遺影写真
・セレモニーアシスタント・即日返し30個分・タクシー ・小型バス
・会葬礼状30枚分 ・初七日法要 ・マイクロバス（骨上、火葬）

・お棺 ・骨壺 ・式場使用料 ・安置室使用料（2日分）
・仏衣 ・白木位牌 ・宗教用具 ・焼香用具 ・納棺
・枕飾り ・後飾り ・ドライアイス（2日分） ・生花1対 ・司会
・寝台車（20kmまで） ・霊柩車（洋型） ・カラー遺影写真 ・
セレモニーアシスタント・即日返し30個分 ・小型バス(8名乗り)
・会葬礼状30枚分 ・初七日法要 ・マイクロバス（骨上げ時）

・お棺 ・骨壺 ・式場使用料 ・安置室使用料（2日分）
・仏衣 ・白木位牌 ・宗教用具 ・焼香用具 ・納棺
・枕飾り ・後飾り ・ドライアイス（2日分） ・生花1対 ・司会
・寝台車（20kmまで） ・霊柩車（洋型） ・カラー遺影写
真 ・セレモニーアシスタント ・即日返し30個分
・会葬礼状30枚分 ・初七日法要 ・小型バス（８名乗り）

・お棺 ・骨壺 ・式場使用料 ・仏衣 ・白木位牌
・宗教用具 ・焼香用具 ・納棺 ・枕飾り ・後飾り
・ドライアイス（2日分） ・生花1対 ・寝台車（20kmまで）
・霊柩車（洋型） ・カラー遺影写真 ・セレモニーアシスタン
ト ・即日返し30個分 ・初七日法要

・お棺 ・骨壺 ・式場使用料 ・仏衣 ・白木位牌
・宗教用具 ・焼香用具 ・納棺 ・枕飾り ・後飾り
・ドライアイス（2日分） ・生花1対 ・寝台車（20kmまで）
・霊柩車（バン型） ・カラー遺影写真 ・セレモニーアシスタント
・即日返し30個分 ・初七日法要

・お棺 ・骨壺 ・式場使用料 ・仏衣 ・白木位牌
・宗教用具 ・焼香用具 ・納棺 ・枕飾り ・後飾り
・ドライアイス（2日分） ・寝台車（20kmまで） ・霊柩車（バン
型） ・カラー遺影写真 ・初七日法要

・・・オレンジ色の箇所は、下のプランよりもグレードが上がっているものもしくは新しく含まれたも
のを指します。該当した品目はそれ以上のプランに含まれています。

桐
棺

桐
棺

布
張
り
棺

（
白or

ピ
ン
ク
）

布
張
り
棺

（
白or

ピ
ン
ク
）

紫
花

四
季
彩
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ご要望に応じて変えられるもの



お棺はご葬儀の際に故人様を大切につつみこむものです。お棺には
様々な形があるため、お棺の形によって対面方法やメリット・デメ
リットが異なります。ご家族様がご希望される対面方法にそったお棺
をお選びいただくことをおすすめしております。

故人様とのお別れの時間の形を決める大切なもの

18

お棺

四季彩

女性をお送りされる家族葬で
よくお選びいただくお棺です。
デザインはお花柄であしらわれ
ており、女性の可愛らしさを表
したお棺です。
生前にお花が好きだった方に

もお選び頂いております。

紫花

お花柄で紫を基調としており
ます。お花柄であしらわれてい
ますが、紫色のため大人なイ
メージがあるお棺です。お花好
きな紳士淑女をお送りするのに
おすすめなお棺です。

布張り棺

多くの方がご利用される布張
り棺です。布であしらわれてい
るため温かな印象を与えます。
（白とピンクが選べます）

グレードアップ価格

39,49プランの場合

59,73プランの場合

四季彩 ＋15万円（税別）
紫花 ＋7万円（税別）
布張り棺 ＋5万円（税別）

四季彩 ＋7万円（税別）
紫花 ＋2万円（税別）
※83,95プランはご自由にお棺をお
選びいただけます。



寝台車（バン型） 霊柩車（洋型）

19

セットの中に含まれています。
39プラン、49プランの霊柩車はこ
ちらを使用します。

59プラン以上のセットに含まれて
います。39プラン、49プランから
の変更は＋5万円となります。

寝台車・霊柩車

マイクロバス

83プラン（骨上げ時の送迎）、95プラン
（骨上げ時の送迎および火葬場まで）の
セットの中に含まれています。その他のプ
ランからの変更は＋3万５千円となります。



会葬返礼品

お砂糖

お越しいただいた方々へお礼の気持を込めたお返しを。
五條市では300円のコーヒーもしくはお砂糖をお返しするのが習慣です。

お越しいただいた方への「ありがとう」

20

お茶 長寿茶

人数が増えても対応しやすい、
安心価格の一律料金でご用意。 300円/1会葬者

返礼品
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お葬式後のサポートについて
司法書士

本上崇司法書士事務所

兵庫県川西市絹延町1-5
電話 090-7889-0736
営業時間 9:00~17:00

遺品整理

イチクリ

奈良県磯城郡田原本町味間18-3
電話 0120-192-563
営業時間 9:00~17:00

仏壇・仏具

松谷佛具店

和歌山県橋本市妻2-2-35
電話 0736-34-0700
営業時間 9:00~18:00

墓石

幸脇石材店

奈良県五條市須恵2-7-33
電話 0747-22-3785
営業時間 8:00~18:00

墓石

多田石材店

奈良県五條市須恵2-5-3
電話 0747-22-3121
営業時間 9:00~17:00

お返し物

おかやす

奈良県五條市須恵2-7-35
電話 0747-22-3801
営業時間 9:00~17:00

お返し物

青空企画

奈良県五條市今井3-2-22
電話
営業時間 9:00~17:00



お布施は、僧侶へ読経や戒名を頂いた謝
礼として金品を渡すことをいいます。
ながたに生花ではご家族様の宗教や宗派に
よって、様々な宗教者様をご手配させてい
ただきますのでお気軽にご相談くださいま
せ。
お布施の金額は御寺院様の人数や位号の

階級によって異なります。

宗教者への感謝の気持ち

宗教者についてのQ&A

日本消費者協会が実施したアンケートによれば、葬儀におけるお布施の全国
平均金額はおよそ45万円と報告されていています。五條市では約20万円が多
い金額になってますが、各宗派によって異なるので事前に確認しておきま
しょう。ちなみにこの金額には、読経料、戒名料、お車代、御膳料を含んで
います。法事の場合には３~５万円程度であることが多いとされています。た
だし宗派や宗教者によって異なるのでお寺や葬儀社にご相談いただいたほう
が確実です。

Q1.お布施の平均金額ってどれくらい？

お墓が遠くにある場合には事前に住職さんに亡くなったことを伝え、来れる
かどうかを確認しましょう。その上で、来れないようだったら近くの同宗派
の宗教者にお経を読んでもらってもいいか確認します。確認してから、ご葬
儀の際に近くのお寺さんにお経を読んでもらいましょう。ご葬儀の際でお付
き合いをしたお寺さんはご葬儀だけの関係で終わることができます。

Q2.ご葬儀で呼んだ宗教者のお墓を使わなきゃいけないの？

27

お布施
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お葬式後のサポートについて
仕出し料理

柿の葉寿司ヤマト

奈良県五條市五條3丁目2-2
電話 0747-23-1955
営業時間 11:00～21:30

柿の葉寿司たなか

奈良県五條市新町1-1-15
電話 0747-25-1010
営業時間 7:30~19:30

いこ～屋

奈良県五條市釜窪町1405
電話 0747-22-8111
営業時間 11:00~14:00

16:00~21:30

仕出し料理 仕出し料理

仕出し料理

山海里

奈良県五條市御山町１−２
電話 0747-22-1739
営業時間 11:30~14:00

17:00~21:00

かぎおか

奈良県五條市須恵2丁目3−28
電話 0120-042-800
営業時間 9:00~21:00

まつもと

奈良県五條市山陰町264−1
電話 0747-24-3199
営業時間 9:00~21:00

仕出し料理 仕出し料理
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ながたに生花について

経営理念

一．私達は、心の尊厳を要諦とし、永遠の命にやすらぎと癒しを提供し続
けることにより、地域社会に貢献します。

二．私達は、お客様やその周辺の皆様に、常に真心を持って接し、奉仕
の精神に徹します。

三．私達は、生かせて戴いていることに感謝の気持ちを忘れることなく、日
常生活においても、挨拶や態度から靴の並べ方に到るまで、細やかな
気配りを身につけて、より豊かな人生を送るために、人間形成の更な
る向上充実に励みます。

この理念を通じて、ご葬儀をきっかけとしてながたに生花と関わる皆様との
ご縁を大切にし、地域の皆様のお役に立てる企業を目指しています。

社名 有限会社ながたに生花

本社所在地 〒637-0041
奈良県五條市本町１－５－１５

代表取締役 長谷修二

創業 1967年

資本金 300万円

従業員 8名



商品

サービス

施設

価格

ご家族様のお葬式のひとつひとつを大切にするために
私たちは以下のような4つの特徴を特に大切と考え取り組んでいます。

ご家族様の想いを形にすることを大切にします
葬儀で本当に大切にしたいのは「故人様への敬意を表すこと」
です。今までの葬儀形式から多様化した現代でもそれは変わり
ません。しかしご家族様によってそれぞれ想いが異なります。
その異なる想いを形にするのが私たちの商品です。

自社の厳しい基準をクリアしたスタッフがお手伝い
ご家族様だけのご葬儀を提供するのはプロフェッショナルです。
お客様へサービスを提供する上では、私たちの社員一人ひとり
が大切な資源です。自社の厳しい研修を終え、試験に合格した
スタッフのみがお手伝いさせていただきます。

家族葬に最適な大きさの式場をご用意します
家族葬をお考えの方で一般の葬儀式場を使用すると、大きすぎ
て祭壇のお花が目立たなかったりすることがよくございます。
ご葬儀において施設は最も大切な要素の一つです。家族葬に最
適な広さの式場をご利用いただけます。

仕入れを安く行い、お客様へ適正価格で提供します
花は自社の生花部が行うことで、通常の仕入れ価格よりも低く
仕入れを行うことができます。そうすることでご葬儀料金も低
価格でご提供することができるようになりました。

私たちは4つの特徴を大切にしたご家族様だけのお葬式をお手作いたします。
何か少しでもわからない点や相談したいことがございましたらいつでも何度で
もご相談ください。

30

わたしたちが大切にしていること



長谷 真人

私たちがお客様のライフパートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

どのような些細なことでも気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。

大蔵 啓文
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担当スタッフのご紹介

田中 秀宣

人生の中で葬儀というのは一度しかない最期のセレ

モニーです。その最初で最期の感謝の気持ちを込め

てお送りできる大切な場所だと思います。毎回悲しい

ですが、最期に家族の方から「ありがとう」という一言

がとても嬉しいです。

最期に感謝を込めて

葬儀の意味とは実に様々の考えがあると思いますが、

私は故人様への「お別れ」ご家族様の新たな「スター

ト」のためのものではないかと考えております。ご家族

様が深い悲しみから一歩ずつ前を向いて歩けるよう

ご家族様の一員としてお手伝いさせていただきたいと

思います。

新たな「スタート」となれるように

私はご家族様と同じ目線になりご家族様の思いを汲

み、一つでも多くのご希望に添えるよう心がけていま

す。全ての面で「目配り」「気配り」「心くばり」の精神で

対応させていただきます。また葬儀後、お客様からた

くさんの「ありがとう」をいただき元気をいただいており

ますので地域の皆さまに感謝気持ちを忘れず恩返し

できますよう奉仕の精神でお客様に感動と元気を与

えられますよう取り組んで参ります。

ご家族様の一員となり



私たちがお客様のライフパートナーとしてお手伝いさせて頂きます。

どのような些細なことでも気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。

私たちとお客様とのご縁は、お客様が大切な方をなく

されたことから始まります。私は様々なお気持ちを

持って亡くなられた故人様はもちろんのこと、そのご

家族様、ご友人の一人一人に至るまで、皆様のお気

持ちに寄り添い、一期一会の精神をもって葬儀のお

手伝いをさせていただきたいと思っています。

一期一会の精神をもって。

中谷 浩太
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今できることを考える
お葬式はご逝去されてから初めて様々なやりとりが発生します。その

やりとりにはお葬式の流れのご説明やお葬式の形のお打ち合わせが

あります。しかしこのお打ち合わせする内容が多いため、多くのご家族

様がご葬儀後に「大変だった」というご感想を持たれています。

ご逝去されてからのやりとりをされると、お別れのお時間を取れなかっ

たということもございます。だからこそ事前にご葬儀をされる葬儀社を

決めることが大切になってきます。決して生前からご相談されることは

悪いことではありません。大切なお別れの時を長く撮りたいからこそ、

打ち合わせなどの今、できることをすることが重要になるのです。

信頼できる葬儀社を選びましょう
ご葬儀はプランの内容や費用ももちろんですが、担当

者や会社の雰囲気で信頼できるかどうかで選ぶことも

大切になります。様々な葬儀社で事前相談を行い、

相手の担当者が自分の希望をしっかり聞いてくれてい

るかどうかや、希望のお葬式にできそうかどうかという

ところにポイントを絞って相談してみましょう。

ご葬儀前にできることは安心できる葬儀社を選ぶこと

です。後悔のないお葬式をする上では、相手を信頼し

て選ぶということが大切です。

葬儀のトラブルは増えている
消費者庁によれば、全国の葬儀サービスに関する

相談は増えているとのことです。葬儀という時間の限

られているものだからこそ、事前に情報収集ができず

にトラブルになりやすくなります。気になった内容があ

れば何回でも聞き直し、葬儀社を事前に選ぶことが

ご葬儀後にトラブルにならないためのポイントになりま

す。

（2015年11月30日登録分まで）
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事前に考えておくべきこと
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よくある質問

Q1

A1

もしもの時は、まずどうしたら良いですか？

医師から「死亡宣告」受けたら、まず葬儀社に搬送依頼の電話をし
ます。病院にお世話になったからと言って病院指定の葬儀社にお願
いする必要はありません。何かご不明な点がございましたら、当社に
お電話ください。すみやかにスタッフがお伺いいたします。
24時間365日対応しております。

葬儀社へ連絡しましょう。

Q3

A3

少ない人数でもお葬式はできますか？

近年は、家族葬や一日葬で執り行う方が増えてきております。お客
様のご希望に合わせたご葬儀をご提案させて頂きますので、いつでも
ご相談ください。

ご希望に合わせた葬儀を提案させて頂きます。

Q2

A2

どの程度の人数で呼べば良いですか？

家族葬の場合は、故人様のご関係・ご家族・ご親族を中心として
声を掛けられます。ご友人などでも故人様と親しくお付き合いされて
いるようであれば、生前のお付き合いの感謝の意も含めて、ご連絡
されることをお勧めいたします。

家族葬の場合は、ご家族・ご親族が中心です。
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よくある質問

Q4

A4

泊まるところはありますか？

ながたに生花には、複数の会館がございます。各式場で宿泊設備
をご用意しております。また、貸布団の手配などもお申し付けください。
なお、故人様も式当日まで当社のご安置室にご安置させていただく
ことができますので、もしもご自宅にお連れすることができない場合は、
当社をご利用ください。

各式場で宿泊設備を整えております。

Q5

A5

事前に準備しておくことはありますか？

今では事前相談を受け付けている葬儀社が多くなりましたので、ご
家族様でどのようなお葬式が良いか、どこまでの関係へ連絡するのか
を話し合い、そのご家族様に合ったお葬式を考えることが大切です。
お見積りをとり、葬儀社同士を比較されることをお勧めいたします。
当社でもお見積りは無料でお作りいたしますので、お気軽にお越しく
ださい。

どのようなお葬式を行いたいかが大切です。

もしもの時はまずこちらにお電話ください

どのようなことでも安心の24時間365日対応で、
ご依頼・ご相談をお受けしております。

☎ 0747-23-1187
い い は な
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