
〒670-0974 兵庫県姫路市飯田535-1
TEL.079-299-7778  FAX.079-299-7727

寝台車、葬儀のお問い合わせ・ご依頼は

0120-432-096
365日 年中無休 24時間受付

もしもの時の為のトータルサポートをご案内

いまそうメモリアルプラン
葬儀生前契約

安心できる葬儀社を選んでください。

2020 年 8月掲載



画像はイメージです。※別途費用についてはお問合せください。　※表示金額とは別途に消費税分を、施行時に申し受けます。

※申込の方は現代葬（いまそう）会員となります。  　※2017 年 3月現在、消費税は含まれていません。

●ホール使用料

￥40,000 円（税抜）
￥50,000 円（税抜） 非会員価格

会員価格
非会員価格
会員価格

ホール（小） ホール（大）

￥60,000 円（税抜）
￥110,000 円（税抜）

白木祭壇一式（イメージ）

メモリアルプラン

20万円（税抜）

生前のお申込みで
下記のご葬儀内容が

（一般価格 30 万円税抜）

安心・充実のセット内容をご提案

＋＋



安置用布団 アシスタント 1名 2日
（通夜・告別式）

安置用布団

『メモリアルプラン 20 万円』に必要と思われる
ものを追加したお得なプランになります。

メモリアルプラン

30万円（税抜）

生前のお申込みで
下記のご葬儀内容が

（一般価格 45 万円税抜）

ホール使用料
プラスプラス

ホール使用料 祭壇生花アシスタント 1名 2日
（通夜・告別式）

棺セット棺セット ドライアイス（1回分）ドライアイス（1回分） 白蓮床
（移動時の布団･シーツセット）

白蓮床
（移動時の布団（ シ ツセ ト

役所手続き 火葬場手続き役所手続き 火葬場手続き骨つぼ（白） 備品一式
（お線香･ろうそく等）ト）

骨つぼ（白） 備品一式
（お線香 ろうそく等）

メモリアルプラン

10万円（税抜）

生前のお申込みで
下記のご葬儀内容が

基本プラン：まずは会員に

どのプランにでもランクアップできます

※メモリアルプラン 30 万円では、
　生花上壇部分のみコースにセット
　下壇はオプションです。

オプションプラン 火葬式プラン

祭壇生花日

生 花＋＋＋ ●祭壇のお花・生花飾り・
　生花祭壇・白木祭壇にも
　利用できます



いまそう心の火葬式プラン

みどり生命の保険でご準備を！
是非ご相談ください。

いまそうプライス 148,000 円（税抜）

●棺を豪華に●お花を増やすやす

●湯灌 
（●エンバーミング）

●飲食費用●飲食費用

●返礼品

～ 事前見積りを承っております。お気軽にお問い合わせください。～

●病院の費用清算　●口座凍結などの際の予備資金　●法要（初七日・四十九日等）
●仏壇・仏具の購入　●納骨堂・墓地・墓石　●家財処理・遺品整理

飲食費●●飲食費用

●●返礼品
●ご寺院手配●●ご寺院手配

●供花・供物・灯等●●供花・供物・灯等

オプション

大切な方への…､私だけの…､お葬式をご希望に応じて創ることもできます。
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棺セット棺セット

骨つぼ（白）骨つぼ（白）

寝台車（10㎞以内）寝台車（10㎞以内）

ドライアイス（2泊3日）

寝台車（ 以内）

ドライアイス（2泊3日） 役所手続き役所手続き

ご安置室料（2泊3日）ご安置室料（2泊3日）

白蓮床
（移動時の布団･シーツセット）

棺セット

白蓮床
（移動時 布団（ ト））

火葬場手続き火葬場手続き備品一式
（お線香･ろうそく等）

ご安置室料（ 泊 日）

備品一式

お葬儀の他にも費用が

●●棺を豪華に

●●返礼品●返礼品

新プラン 〉 　ご出棺まで一緒に過ごせます

●●お花を増やを増や

オプションプラン

＋＋

仏衣仏衣仏衣

出棺花束出棺花束

別途姫路市へ　火葬料 10,000 円、霊柩車 10,180 円（手続きは当社で行います）



　通夜・告別式を行わない　いまそう直葬式プラン
いまそうプライス 110,000 円（税抜）

◆ 寺院の手配
寺院様とお付き合いがない方にはご紹介・手配いたします。

◇　分からない事はいつでも何でもおたずねください　◇

15万円(税込)～　※宗派により料金は異なります。
＜通夜式、告別式、炉前、骨上後初七日、戒名 ( 法名 ) 授与＞家族葬・一般葬

別途姫路市へ　火葬料 10,000 円（手続きは当社で行います）

●　生活保護受給者の方はご相談ください　●

棺セット棺セット寝台車（10㎞以内）寝台車（10㎞以内）

出棺寝台車（10㎞以内）出棺寝台車（10㎞以内）

ドライアイス（2泊3日）ドライアイス（2泊3日）ご安置室料ご安置室料

新プラン 〉 　※お預かりご安置中は対面できません。

仏衣仏衣

骨つぼ（白）

棺セット

骨つぼ（白）白蓮床
（移動時の布団･シーツセット）

寝台車（ 以内）

白蓮床
（移動時 布団 シ セ ト））

役所手続き

仏衣

役所手続き 火葬場手続き

ご安置室料

火葬場手続き 出棺花束

ドライアイス（ 泊 日）

出棺花束

10万円(税込)～　※宗派により料金は異なります。
＜告別式、炉前、骨上後初七日、戒名 ( 法名 ) 授与＞一日葬

5万円(税込)～　　※宗派により料金は異なります。
＜炉前、戒名 ( 法名 ) 授与＞直葬



供花 供花とは故人の供養のためにお供えする花のことをさします

お供 お供えとは故人の供養のためにお供えする「お酒類」「缶詰」「果物」
「乾物」の盛籠です

故人様に喜ばれるお供えを

生花（一対）
￥30,000 円
                                    （税抜）

生花（一対）
￥20,000 円
                                    （税抜）

左記の盛籠（一基）

生花（一基）
￥15,000 円
                                    （税抜）

献杯盛籠 缶詰盛籠 果物盛籠 ￥15,000 円（税抜）

御膳花（枕花）
￥10,000 円
                                    （税抜）



兵庫県姫路市飯田535-1/TEL. 079-299-7778        0120-432-096

ご 挨 拶ご 挨 拶

葬儀の流れ
この『葬儀の進め方』マニュアルは、葬儀手引き書としてお役立てください。

1 ご臨終
お亡くなりになりましたら、いまそう
手柄山会館までご連絡ください。24
時間いつでも当社係員が寝台車にて
お迎えにまいります。

2 ご遺体安置
ご遺体を自宅または式場に安置し、
枕飾りを設営させていただきます。

3 いまそうとの打ち合わせ
喪主を決定し、葬儀の内容・式場・
規模・予算などをご相談します。

4 お寺の手配
ご寺院・僧侶の紹介・手配も致します。

5 葬儀の準備
打ち合わせ内容に従い、式場の運
営などの準備をさせていただきま
す。

6 納棺の儀
ご遺体を納棺し、生前に故人が愛用
した品々を一緒に納めます。

7 通夜
喪主から順に焼香を行います。通夜
終了後、茶菓子でおもてなしをしま
す。

8 葬儀の確認事項
焼香の順番や葬儀および出棺の際
の打ち合わせを行います。

9 葬儀・告別式
葬儀は導師入場・開式の読経・焼香・
閉式の辞・導師退場の順に進行しま
す。

10 喪主又は
親族代表者の挨拶

喪主又は親族代表が挨拶をします。

11 お別れ出棺
ご遺体を花で飾り、最後のお別れを
いたします。関係者により霊柩車ま
でお柩をお運びし、会葬者の皆様に
代表者が挨拶した後、火葬場へ向
かいます。

12 火葬
火葬場にて火葬場係員の指示に従い
火葬を行います。

13 精進落し
故人にゆかりのある方や、葬儀でお
世話になった方々を、お酒や料理で
もてなします。

14 お骨上げ
ご遺骨は、喪主から順番にお骨箱
に納めます。

15 初七日法要
ご遺骨を後飾り祭壇に安置し、読経
をしていただきます。

公共交通機関でお越しの方へ
◆交通アクセス

・山陽電車「手柄」駅下車　手柄山中央公園方面（西へ）徒歩15分
・JR姫路駅（北口）から神姫バス：系統番号27・28・29「総合スポーツ会館前」
 バス停下車徒歩5分、または系統番号94「手柄」バス停下車徒歩7分
・JR姫路駅（南口）から神姫バス：系統番号97または手柄ループバス （※土日
 祝のみ）「中央体育館・姫路球場前」バス停下車徒歩5分
・JR姫路駅からタクシーで約10分

お車でお越しの方へ
・姫路バイパス中地I.Cより北へ680m

№27-11-7770
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生矢神社
●

王将●


