
 

  

 

葬儀のご案内 

竹原でのご葬儀は、２４年連続施行実績No.1の竹原葬祭。 

柔軟対応と安心価格で、皆様の「想い」にお応えします。 
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共生 
竹原葬祭の企業理念は「共生」です。 

竹原葬祭は、お客様の細かなご要望にお応えする「柔軟対応」と、安心して葬儀が

できる「安心価格」で、地域と共に歩み、地域と共に発展する「共生」の考えのも

と、葬儀を通じて地域社会に貢献します。 
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ごあいさつ 
竹原葬祭は、2011年1月に創業20周年を迎えました。当社は創業以来一貫して「親切・ていねい」のス
ローガンのもと、地域密着の柔軟対応・安心価格で多くのご葬儀のお手伝いをさせていただいてまいりまし
た。そして、創業20周年を迎えるにあたり、次なる10年、20年、更にその先を見据え、地域と共に歩み、
地域と共に発展するという想いを込めて企業理念として「共生」をかかげました。この企業理念では、これ
までの「親切・ていねい」のスローガンを更に発展させ、より深く地域に密着し、地域の皆さまから愛さ
れ、必要とされる企業となることを目指しています。 

今後とも、みなさまのご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

代表取締役 福本 淑子 

ロゴマークについて 
ご葬儀は、人と人とのつながりで成り立つ儀式です。このロゴ
マークでは、多様な人々が手に手をとって協力しあい繋がり
あって暮らす社会を、人の手をデフォルメした花びらが重なり
あって美しく咲く花で表現しました。 
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竹原葬祭の葬儀 

お一人おひとりのご人生が全て違う
ように、ご葬儀も一つとして同じも

のは存在しません。故人様やご親族、お住まいの地域、宗
教者様のお考えや、その時々で置かれた状況によって千差
万別ですので、当社は決して画一的な対応はいたしませ
ん。必要かどうかわからないものを詰め込んだセット料金
を用意していないのはこのためです。お客様のご要望を細
かくお聞きし、地域密着の葬儀社だからこそできる迅速な

意思決定と対応により、できる限りご意向に沿ったお式を
柔軟に提供させていただいております。 

また、進取の気勢に富み、創業以来、お客様によりご満足
いただくために「半歩」先行くサービスを導入してきまし
た。生花祭壇や葬儀専用会館をいち早く導入するなど、常
に竹原の葬儀をリードしています。 

柔軟対応 

竹原葬祭は、平成3年（1991年）1
月の創業以来一貫して、安心してご

利用いただける料金体系でご葬儀のお手伝いをしてまいり
ました。旧来の葬儀社は、葬儀に不慣れなご親族につけこ
んで価格を吊り上げたり、不要な商品やサービスを押しつ
けて高額な請求をすることが当たり前の状態で、現在でも
その悪癖の残る葬儀社が多数存在します。他業種から新規
参入した当社では、一般のお客様や通常の企業と同じ視
点・感覚を持って旧来の悪癖を廃したサービスに徹するこ
とで、お陰様で竹原で最もご支持をいただく葬儀社となり
ました。竹原葬祭では、一つ一つの品目をご要望やご予算

にあわせて選べる料金体系で、ご葬家ごとの様々なご要望
に応じた無駄のない最適なご提案をいたします。 

また、竹原葬祭の安心価格は、単なる安かろう悪かろうで
はなく、不断のコスト低減努力による高付加価値商品・
サービスの低価格化によって実現しています。例えば当社
の会館はもともと所有していた遊休地を活用したり、各種
設備も無駄のないものにしています。また、ご好評いただ
いております生花祭壇なども内製することでコストダウン
を図り、同時に対応の迅速化も実現しております。 

安心価格 

竹原葬祭会館 別館 竹原葬祭会館 本館 
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花いっぱいの葬儀 

葬儀には欠かすことのできない生花。当社では基本的にす
べてのご葬儀で生花祭壇をご用意いたします。生花店に引
けを取らない人材と設備を有し、生産者や仲卸から直接仕
入れた色とりどりの生花で当社スタッフが作成しておりま
すので、高品質な祭壇を価格を抑えてご提供できます。祭

壇以外にも、玄関周りや焼香所などにもふんだんに生花を
用いております。故人様との最後のお別れの際には、祭壇
やお供えのお花でお棺をいっぱいにしてお見送りいただけ
ます。 

格調高いリムジン型霊柩車 
厳かな旅立ちのためにリムジンタイプの格調高い霊柩車をご用意しております。 
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１階にホールを新設いたしました。小規模から中規模の
ご葬儀に対応。ロビーとつなげて更に広い式場として使
用することもできます。 

本館北側に増築し、１階にホール
既存施設も大幅に刷新いたしまし

2014年12月リニューア
竹原葬祭会館 本館｜小～大規模葬用会館① 

竹原葬祭会館本館は、2002年に竹原市初の葬儀専用会館
としてオープン以来、地域の中核的葬儀施設として数多く
のご葬儀のお手伝いをさせて頂いてまいりました。竹原市
中心部、大規模市営駐車場にも隣接した交通アクセスの良
い場所に位置する、中・大規模葬用の会館です。そして
2014年、会館への高まるニーズと多様なご要望にきめ細
かくお応えするために増築・リニューアルを行い、おひと

り様からご会葬者約400名規模までのあらゆるご葬儀に柔
軟に対応できる施設として生まれ変わりました。 

葬儀専用施設として葬儀に必要な設備・備品を取り揃えて
おりますので、当館ご利用の方は身の回りのものだけをご
持参頂ければ結構です。また、ご希望のものはできる限り
用意させていただきますのでご遠慮なくお申し付けくださ
い。 

１階ホール ロビー 

受付や待ち合わせ、応接などのために広いロビーをご用
意しました。ご葬儀のない時はショールームとして開放
いたしますので、お気軽にお立ち寄りください。 
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や控室を新設。 
た。 

アルオープン 

 
 
 

敷地面積：610.97㎡ 
延床面積：652.24㎡ 
屋上面積：約240㎡ 
構造：鉄骨造 
 
 

 

■収容人数（最大） 
霊安室：数名 
ホール：約150名 
多目的ホール：約150名 
ホール＋ロビー：約250名 
ホール＋ロビー＋多目的ホール：約400名 
 

施設概要 
■各施設の使用料（暫定） 
全館：12.5万円＋税※ 
1階のみのご利用：10万円＋税※ 
2階のみのご利用：5万円＋税※ 
霊安室：1.5万円＋税（24時間） 
※通夜から葬儀終了までの２日間 

〒725-0021 広島県竹原市竹原町4189－3 

約２０畳の広い親族控室をご用意いたしました。お風呂
やキッチンも設置し、各種アメニティ用品も充実してい
ます。ご宿泊用にお布団もご用意しております。 

 

１階親族控室 

ご会食やご葬儀・ご法要、１階式場が満員の場合のご会
葬などに使用するホールです。マッサージチェアやキッ
ズスペースも備え、屋上庭園にも直結します。 

２階多目的ホール 
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竹原葬祭会館 本館｜小～大規模葬用会館② 

竹原葬祭会館本館は、身寄りのない方から小規模葬、ご参
列者400名様程度の大規模葬までのあらゆる規模のご葬儀
に対応できます。ご葬儀に参列できない方や別室でご参列
される方のために、インターネットでのライブ配信や控室
モニターなどでご葬儀の様子をご覧いただけるようにもい

たしました。 

故人様とご縁のある、できるだけ多くの方にお見送りいた
だける施設にしたいという想いを込めた会館です。 

小規模葬から大規模葬まで柔軟に対応 

館内4か所に設置したモニ
ターでご覧いただけます。 

参列できない方も遠隔地で
お見送りいただけます。 

一時安置所として霊安室を
設けました。 

オストメイトやおむつ交換
台など備えたトイレです。 

大人の目の届きやすい場所
に設置いたしました。 

四季折々の風景をご覧いた
だけます。 

館内どこでも無線LANを無
料でご利用いただけます。
（時間制限なし） 

病院からの搬送やご会葬礼状の増刷など、できるだけお待たせすることのないような体制づくりに努めています。災害
や停電などの緊急事態への備えも常に心がけています。 

多様なご要望に迅速にお応えするために 

音響設備を刷新。無停電装
置も装備し、急な停電でも
安心です。 

地震、火災、水害など災害
時にご来館者を守るための
災害対策に努めています。 

葬儀のない時はロビーを
ショールーム・カフェス
ペースとして開放します。 

1階式場が満員の場合は2
階でもご参列頂けます。 

多目的ホール 

70インチモニター 

式中映像のライブ配信 

多目的ホール／１F親族控室／1F導師控室／ロビー 

写真：自動火災報知機／非常放送装置 

※オストメイトは１Fのみ 

約６畳のゆったりしたお部
屋でお支度いただけます。 

■トイレ 
１階ロビー横に男性用１か所・女性用１か所、親族控室横
に多目的トイレ１か所。２階に男性用１か所、女性用兼多
目的トイレ１か所をご用意 
■給湯室 
２階に設置。（１階は控室にキッチンをご用意） 

■喫煙所 
１階正面および屋上庭園に設置。 
■駐車場 
隣接する専用駐車場や新町観光駐車場にお停めください。
ご親族・ご会葬の方の駐車料金は竹原葬祭にて負担いたし
ます。 
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竹原葬祭では、全ての方に快適にお過ごしいただける会館
づくりを心掛けています。 

慣れないご葬儀で心身ともにお疲れのご親族のために最上
級のマッサージチェアやゆったりとした浴室、心を癒す屋

上庭園をご用意。その他にもキッズスペースや全館無線
LAN、オストメイト対応多機能トイレなどによるバリアフ
リー化、挽き立てのコーヒーを淹れるプレミアム自販機な
ど、充実した設備でお迎えいたします。 

全てのご利用者にやさしい施設へ 

挽き立てコーヒーの自販機
と給茶機を設置しました。 

フルフラットになるフジ医
療器の最上位機種です。 

故人様の想い出の品を展示
する場所です。 

ドライアイス・保冷剤用冷
凍庫を新設。お迎え所要時
間を大幅に短縮しました。 

合計4.5坪の冷蔵庫で常に
生花を保管し、生花祭壇や
ご供花をご用意します。 

もしもの時のために、AED
（自動体外式除細動器）を
設置しています。 

ご葬儀のない時は、ロビー部分をカフェスペースも併設したショールームとして使用しますので、普段からお気軽にお
立ち寄りください。 

普段から気軽にお立ち寄りください 

お骨壺約30種類を常設展示
しております。 

急なご葬儀でも安心の、充
実したアメニティ用品。 

ゆったりした浴室や洗面所
をご用意しております。 

ご宿泊や親族控室としてご
利用ください。 

導師控室や、お着替え、授
乳室などに。 

椅子も備え付けた大型の
シャワールームです。 

■主な備品・アメニティ用品 
布団、貴重品保管庫、座卓、座布団、テレビ、Blu-rayプレイヤー・ソフト、絵本、ハンガー、着物ハンガー、ズボンプ
レッサー、ヘアドライヤー、タオル類、ハミガキ、シャンプー、リンス、ボディソープ、カミソリ、化粧水、ローショ
ン、洗顔フォーム、入浴剤、クレンジング、コットン、綿棒、ヘアブラシ、ティッシュ、電子レンジ、給湯ポット、冷蔵
庫、急須、食器、お茶、コーヒーなど 
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竹原葬祭会館 別館｜小規模葬用会館 

竹原葬祭会館別館は、25名様程度の小規模なご葬儀のための会館です。明治中ごろに建設された、築110年余りの古民
家を全面改装することで、新築では再現できない質感と、現代生活での利便性を両立させました。日本人なら誰もが郷愁
を感じる和みの空間で、ご家族や親しいご関係の皆様でゆっくりと故人様をお見送りいただけます。 

（所在地：広島県竹原市竹原町4004） 

夜間ライトアップ ホール（椅子席可） 親族控室 
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ホール 
約16畳の和室で、25名様程度の方にご参列いただけま
す。椅子席にすることも可能です。お食事やお休みの際に
もご利用ください。 

親族控室（約7畳） 
ご親族がお休みになられたり、通夜食を召し上がられたり
するお部屋です。 
主な備品：布団3組、貴重品保管庫、座卓、座布団、テレビ、ハンガー、
着物ハンガー、ズボンプレッサー、公衆電話 

導師控室（約3畳） 
導師様が身支度を整えられるお部屋です。導師様が使用さ
れる式前後以外の時間は、お着替えなどにご使用いただい
ても結構です。 

シャワールーム・洗面所 
ゆったりとした大型シャワールームです。作り付けの椅子
もございますので足腰に負担をかけずにご使用いただけま
す。 
主な備品：タオル類、ドライヤー、ハミガキ、シャンプー、リンス、ボ
ディソープ、カミソリ、化粧水、ローション、洗顔フォーム、クレンジン
グ、コットン、綿棒、ヘアブラシ、ティッシュ 

トイレ 
シャワートイレをご用意。手すりや幼児用便座も設置して
おります。 
 

給湯エリア 
流し台や食器棚の中の備品やお茶などはご自由にお使いく
ださい。 
主な備品：電子レンジ、給湯ポット、冷蔵庫、急須、食器、コーヒー、お
茶 

喫煙所（入口付近） 

駐車場 
隣接する専用駐車場をご利用ください（普通車約6台）。
近隣にも弊社駐車場があり、停めきれない場合は榎町市営
駐車場（約150m）や新町観光駐車場（約200m）をご利
用ください。有料駐車場をご利用の場合の駐車料金は竹原
葬祭にて負担いたします。 
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洋花をふんだんに使用した生
花祭壇と、群馬県桐生市特産

の「桐生織」を使用した花柄のお棺をご用意いた
します。お花がお好きだった故人様におすすめの
プランです。  

多数のご会葬者を想定し、司会者1名に加え、式場
係を2名配置します。式場内映像撮影もお付けして
おりますので、1階ロビーでご参列の方にもホール
内の様子をご覧いただけ、更に式後のご会葬者の
ご確認にも便利です。 

一般葬｜竹原葬祭会館本館や寺院、ご自宅などで行う一般的なご葬 

※搬送車および霊柩車は運行距離10kmの場合の費用です。※役所手続には、死亡届・火葬予約、火葬場事前届け出が含まれます。 ※式場設営には、
式場大看板×1枚、案内看板×9枚、駐車場看板×3枚、蝋燭×2個、式蝋燭×2箱、通夜蝋燭×1個、焼香炭×1箱、抹香×1袋、巻線香×1式、線香×
1箱、提灯（生花飾り付）×1台、香典帳×3冊、通夜控帳×3冊、御霊具膳・野団子×1式が含まれます。※葬儀社紹介サービスをご利用の場合は別の
料金体系になります。 

葬儀例① 

生花祭壇 500,000円 

搬送車（ご自宅→式場） 14,893円 

搬送布団（シーツタイプ） 5,000円 

白木位牌 600円 

化粧品 5,000円 

会葬品（300個） 90,000円 

フォトコラージュ 5,000円 

式場設営一式 49,140円 

遺影（大1、小2） 25,000円 

霊柩車（式場→火葬場） 28,423円 

仏衣 3,500円 

ドライアイス（2回） 16,000円 

司会（1名） 45,000円 

会葬礼状 15,000円 

追悼ビデオ 15,000円 

搬送車（病院→ご自宅） 14,893円 

桐生織棺 150,000円 

骨入(青磁壺/上広金箱） 10,500円 

防腐消臭剤 8,000円 

式場係（2名） 40,000円 

役所手続き 8,000円 

式場使用料 125,000円 

桐生織棺（ゴールド） 

合計 1,225,056円＋税 

ご友人、知人、お仕事関係など、多くの方をお招きする、
通夜・葬儀あわせたご参列者が数十から数百名規模のご葬
儀です。葬儀に必要なものが揃った充実設備の葬祭会館、

故人様やご親族の思い出の詰まったご自宅、親交の深い寺
院、慣れ親しんだ地域の集会所など、様々なご葬家の、
様々な想いにお応えします。 

竹原葬祭の葬儀は、一つ一つの品目をご要望やご予算にあわせて選べる安心の料金体系です。 
ご参考のために葬儀例をご紹介いたします。 

※例ですので、選ばれるオプションなどにより費用は増減します。※当社会館以外でのご葬儀の場合、弊社会館使用料は不要ですが、
式場装飾などの費用が別途必要になります。 ※会葬品の残数は1個単位で返品可能です。 ※施行場所や宗派、季節、在庫状況などに
より、内容は変動します。 ※お料理・お飲物、宗教者様へのお礼、火葬費用（竹原市民9,700円）は含まれておりません。 

 上広金箱 青磁壺 
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竹原葬祭会館本館では最もスタンダードな、華やかな生花
祭壇と高級感のある布張り棺の組み合わせです。プロの司

会者による円滑かつ厳粛な式進行と、格調高い霊柩車もあいまって、故人様の
荘厳な旅立ちのお式となります。  

 儀例 

葬儀例② 

少人数の葬儀を行いたいが別館では狭く、通夜・葬儀あわ
せて30～100名程度のご会葬者を見込まれるご葬儀です。

高級感のある布張り棺と、格調高い霊柩車により故人様の旅立ちの儀式を荘厳に
演出いたします。 

葬儀例③ 

生花祭壇 400,000円 

搬送車（ご自宅→式場） 14,000円 

搬送布団（シーツタイプ） 5,000円 

白木位牌 600円 

化粧品 5,000円 

会葬品（200個） 60,000円 

フォトコラージュ 5,000円 

式場設営一式 48,360円 

遺影（大1、小2） 25,000円 

霊柩車（式場→火葬場） 28,423円 

仏衣 3,500円 

ドライアイス（2回） 16,000円 

司会（1名） 45,000円 

会葬礼状 15,000円 

追悼ビデオ 15,000円 

搬送車（病院→ご自宅） 14,893円 

布張り棺 100,000円 

骨入（白壺/極上袋） 4,000円 

防腐消臭剤 8,000円 

式場係（1名） 20,000円 

役所手続き 8,000円 

会館使用料 100,000円 

合計 940,776円＋税 

生花祭壇 300,000円 

霊柩車（式場→火葬場） 28,423円 

骨入 2,500円 

防腐消臭剤 8,000円 

会葬品（100個） 30,000円 

フォトコラージュ 5,000円 

遺影（大1、小2） 25,000円 

布張り棺 100,000円 

白木位牌 600円 

司会（1名） 45,000円 

会葬礼状（100枚） 5,000円 

式場使用料 50,000円 

搬送車（病院→式場） 14,893円 

搬送布団 3,500円 

ドライアイス（1回） 8,000円 

式場係（1名） 20,000円 

役所手続き 8,000円 

式場設営一式 43,460円 

合計 697,376円＋税 

※搬送車および霊柩車は運行距離10kmの場合の費用です。※役所手続には、死亡届・火葬予約、火葬場事前届け出が含まれます。 ※式場設営には、
式場大看板×1枚、案内看板×9枚、駐車場看板×3枚、蝋燭×2個、式蝋燭×2箱、通夜蝋燭×1個、焼香炭×1箱、抹香×1袋、巻線香×1式、線香×
1箱、提灯（生花飾り付）×1台、香典帳×2冊、通夜控帳×2冊、御霊具膳・野団子×1式が含まれます。※葬儀社紹介サービスをご利用の場合は別の
料金体系になります。 

※搬送車および霊柩車は運行距離10kmの場合の費用です。※役所手続には、死亡届・火葬予約、火葬場事前届け出が含まれます。 ※式場設営には、
式場大看板×1枚、案内看板×8枚、駐車場看板×3枚、弔告×1枚、長蝋燭×1箱、式蝋燭×2箱、通夜蝋燭×1個、焼香炭×1箱、抹香×1袋、巻線香
×1式、線香×1箱、提灯（生花飾り付）×1台、香典帳×2冊、通夜控帳×1冊、御霊具膳・野団子×1式が含まれます。※葬儀社紹介サービスをご利
用の場合は別の料金体系になります。 
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小規模葬｜ご家族、ご近親の方だけで送る小規模なご葬儀例 
ご家族、ご近親の方々だけで想いをこめてゆっくりとお見
送りいただける、数名から数十名様規模の小規模なご葬儀

です。後日たくさんの方をお招きしたお別れ会を開かれる
方もいらっしゃいます。 

華やかな生花祭壇と、高級感のある布張り棺をご用意いたします。竹
原葬祭会館別館を利用する家族葬ですが、多少のご弔問客様がいらっ

しゃった場合に備えて会葬品もお付けしております。プロの司会者が円滑かつ厳粛な式進
行をお手伝いいたします。 

葬儀例① 

竹原葬祭会館別館での家族葬では最も多く承るご葬儀スタイルで
す。小ぶりではありますが、古民家を改築した別館にはマッチした

祭壇です。司会者はつけず、式進行はご導師にお任せいたしますが、式場でのお世話係を
通夜・葬儀ともにお付けいたしますので、ご安心して故人様をお見送りいただけます。 

葬儀例② 

生花祭壇 250,000円 

霊柩車（式場→火葬場） 28,423円 

搬送布団 3,500円 

防腐消臭剤 8,000円 

会葬礼状（50枚） 2,500円 

式場設営一式 18,200円 

遺影（大1） 15,000円 

布張り棺 100,000円 

白木位牌 600円 

司会（1名） 45,000円 

役所手続 8,000円 

搬送車（病院→式場） 14,893円 

骨入 2,500円 

ドライアイス（1回） 8,000円 

会葬品（50個） 15,000円 

式場使用料 50,000円 

合計 569,616円＋税 

生花祭壇 165,000円 

霊柩車（式場→火葬場） 28,423円 

搬送布団 3,500円 

ドライアイス（1回） 8,000円 

役所手続き 8,000円 

遺影（大1） 15,000円 

プリント棺 50,000円 

白木位牌 600円 

防腐消臭剤 8,000円 

式場使用料 50,000円 

搬送車（病院→式場） 14,893円 

骨入 2,500円 

仏衣 3,500円 

式場係（1名） 30,000円 

式場設営一式 11,000円 

合計 387,416円＋税 

※搬送車および霊柩車は運行距離10kmの場合の費用です。※役所手続には、死亡届・火葬予約、火葬場事前届け出が含まれます。 ※式場設営には、
蝋燭×1個、通夜蝋燭×1個、式蝋燭×2箱、線香×1箱、抹香×1袋、巻線香×1式、焼香炭×1箱、野団子・仏飯×1式、祭壇用果物×1式が含まれま
す。※葬儀社紹介サービスをご利用の場合は別の料金体系になります。 

※搬送車および霊柩車は運行距離10kmの場合の費用です。※役所手続には、死亡届・火葬予約、火葬場事前届け出が含まれます。 ※式場設営には、
蝋燭×1個、通夜蝋燭×1個、式蝋燭×2箱、焼香炭×0.5箱、抹香×0.5袋、線香類×1式、野団子・仏飯×1式、祭壇用果物×1式が含まれます。※葬
儀社紹介サービスをご利用の場合は別の料金体系になります。 

※例ですので、選ばれるオプションなどにより費用は増減します。※当社会館以外でのご葬儀の場合、会館使用料は不要ですが、式場
装飾などの費用が別途必要になります。 ※会葬品の残数は1個単位で返品可能です。 ※施行場所や宗派、季節、在庫状況などによ
り、内容は変動します。 ※お料理・お飲物、宗教者様へのお礼、火葬費用（竹原市民9,700円）は含まれておりません。 

竹原葬祭の葬儀は、一つ一つの品目をご要望やご予算にあわせて選べる安心の料金体系です。 
ご参考のために葬儀例をご紹介いたします。 
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大規模葬｜寺院や本館などでの大規模なご葬儀例 
寺院や本館などの広い式場で行う、ご会葬者数百から千人
規模の、最大規模のご葬儀です。生花祭壇は設置場所にあ
わせて作成し、ご遺影も生花額入りのパネル写真をご用
意。お棺は側面と蓋の5面に彫刻を施したものをご用意いた
します。多数のご会葬者を想定し、式運営スタッフも4名配

置します。規模に応じてスタッフは増減いたします。壮麗
な寺院の本堂、華麗な生花祭壇、格調高い霊柩車により、
各方面からVIPや多数のご会葬者にご参列いただける、荘
厳・絢爛なご葬儀です。  

※例ですので、選ばれるオプションなどにより費用は増減します。※会葬品の残数は1個単位で返品可能です。 ※施行場所や宗派、季
節、在庫状況などにより、内容は変動します。 ※お料理・お飲物、宗教者様へのお礼、火葬費用（竹原市民9,700円）は含まれてお
りません。 

生花祭壇 700,000円 

搬送車（病院→ご自宅） 14,893円 

マイクロバス 10,000円 

骨壺（大理石） 15,000円 

ドライアイス（2回） 16,000円 

司会（1名） 45,000円 

会葬礼状（700枚） 35,000円 

式場設営一式 217,900円 

生花額・写真パネル 56,000円 

搬送車（ご自宅→式場） 14,000円 

5面彫刻棺 200,000円 

骨箱（金襴小菊） 6,000円 

防腐消臭剤 8,000円 

式場係（4名） 80,000円 

役所手続き 8,000円 

遺影（大1、小2） 28,500円 

霊柩車 28,423円 

搬送布団（シーツタイプ） 5,000円 

白木位牌 600円 

美装 50,000円 

会葬品（700個） 350,000円 

スナップ写真 30,000円 

合計 1,918,316円＋税 
※搬送車および霊柩車は運行距離10kmの場合の費用です。※役所手続には、死亡届・火葬予約、火葬場事前届け出が含まれます。 ※式場設営には、
式場大看板×1 枚、案内看板×15枚、駐車場看板×9枚 、式場内看板×6枚 、弔告×1 、還浄紙×1 、蝋燭・線香類×1式、香典帳×5冊、通夜控帳
×10 冊、受付用品×1 式、野団子・仏飯×1 式、照明×15個、布団貸出×3 組、喪主リボン×1個、提灯（生花飾り付）×2台、折りたたみ机×6
台、折りたたみ椅子×50 脚、焼香机×6台、経机（大）×1台、曲禄×4台、脇台×4台、花盆×2枚、りん×1式、下駄箱×2 台、テント大（設営
込）×2張、テント小（設営込）×2張が含まれます。※葬儀社紹介サービスをご利用の場合は別の料金体系になります。 

五面彫刻棺 会葬品（ホテル仕様タオル） 金襴小菊箱 大理石壺 
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基本的にすべてのご葬儀で生花祭壇を採用し
ております。ご出棺の前にはご家族、ご会葬

の皆様の手でたくさんのお花をお棺に入れてさしあげて
ください。（100,000円＋税～） 

各品目のご紹介 

祭壇 

様々なご要望にお応えするため、常時約20基
のお棺をご用意しております。納棺まで時間

のある場合は、他のお棺のお取り寄せも承ります。
（50,000円＋税～） 

お棺 

仏式生花祭壇（400,000円＋税） 神式祭壇（300,000円＋税） 

三面彫刻棺（150,000円＋税） 布張り棺（100,000円＋税） 

竹原市では通常5寸ですが、2寸から7寸
まで各種取り揃えています。「自分らし

い骨壺を生前に用意しておきたい」といった方のために
お取り寄せもいたします。（2,500円＋税～） 

お骨入 

右記の金封2種類は定番商品として常時
在庫しております。これ以外の商品もお

取り寄せ可能です。また、香典返しや、その場でお渡
しする即日返しの品もご用意いたします。 

（300円＋税～） 

返礼品 

高級金封（500円＋税） 金封（300円＋税） 

当社施行のご葬儀でのご供花、お
供物のご注文を、電話、FAX、イ
ンターネットで全国からお受けい
たします。 

※在庫状況により内容は変わりま
す。 

ご供花・お供物 

（20,000円＋税） 

遺影写真の作成、古くなった遺影の修
復、白黒写真のカラー化などの特殊な遺

影加工、追悼映像、映像遺影の制作など、あらゆるご要
望にお応えいたします。遺影額も各種取り揃えておりま
す。 

ご遺影 

写真加工例 

（15,000円＋税） （10,000円＋税） （10,000円＋税） （10,000円＋税） 

上広金 
（5,000円＋税） 

金襴小菊 
（6,000円＋税） 

青磁 
（4,000円＋税） 

白 
（1,000円＋税） 



 

17 

厳かな旅立ちのために、リムジンタイプの格調高
い霊柩車を用意しております。日産自動車の高級

車FUGAをベースに、カスタムカー制作で定評のある光岡
自動車にてフロントからリアまで全面的に外装を改造。内

装も本革シートを使用した、高級感あふれる霊柩車です。
この他にも、昇降ステップなどバリアフリーに対応したご
遺体搬送用の4人乗り搬送車や、26人乗りのマイクロバス
もございます。 

車両 

霊柩車 搬送車 マイクロバス 

竹原葬祭の葬儀では通常、各宗派のしきたりに精通したプロの司
会者が式を進行いたします。専門家ならではのきめ細かい配慮に

よる式進行が、ご葬家やご会葬者からご好評をいただいております。 

音響設備は、小規模葬用の小型タイプから、寺院などの広い式場用の音響シス
テムまで、さまざまなタイプをご用意しております。 

寺院などの広い式場では、各所に配置したスタッフ同士が無線で連絡を取り合
うことにより、円滑な式運営を可能にしております。これに加え、竹原葬祭会
館本館では事務所内のモニターで館内の様子をチェックしています。 

式運営 

司会者：45,000円＋税（含音響機材） 
案内係：20,000円＋税～／名 

式場やその周辺などで各種案内を行うための看
板をご用意いたします。特別なご要望にも対応

いたします。ご会葬者以外にも多数の方が目にされますの
で、品位があり、分かりやすい表記に努めております。 

看板 

式場看板と設置例 
式場に合せて様々な看板がございます。 

案内看板（左）、弔告（右） 

故人様の最後の儀式を写真や映像に残します。滅
多に集まることのなくなったご親族との集合写

真、最後の想い出やご会葬者確認のための式中のスナップ

写真、式場内の様子を映像で残し、式場外にも生中継する
ビデオ撮影がございます。 撮影 

スナップ写真（通夜・葬儀、30,000円＋税） 映像撮影（本館、10,000円＋税） 映像撮影（寺院等、費用は
応相談） 
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各品目のご紹介 
通夜・葬儀まで日にちのある時や、火葬や
搬送までの保冷が必要な場合、ご自宅にご

遺体をお連れ出来ない場合に当社施設にて安置いたし
ます。 

安置 

霊安室（本館） 

（15,000円＋税／日） 
本 館・別 館 の ホ ー ル な ど（35,000円 ＋ 税 ／ 日） 
※シャワー室やトイレなどもご利用いただけます。 

ご遺体をより良い状態に保つた
め、ドライアイス・保冷剤、防

腐・消臭剤、化粧品などを用意しております。 

化粧品は、化粧ののりを良くする下地クリームなどが
入った、ご遺体用に開発された商品です。 

ご遺体保全 

ドライアイス10kg 
8,000円＋税 

防腐・消臭剤 
8,000円＋税 

化粧品 
5,000円＋税（販売） 

お忙しいご葬家に代わり、市役
所への死亡届提出、火葬予約、

火葬当日の斎場（火葬場）事前届け出を代行いたしま
す。 

また、ご自身で手続きをなさる場合でも、死亡届の書
き方などをご説明いたします。 

手続き代行 

故人様をお風呂に入れて差し上
げ、お化粧やあざ、傷、腹水な

どの処置を行い、お着替え後に納棺する湯灌を承りま
す。入浴をしない美装のみも可能です。 

湯灌・美装 

湯灌：80,000円＋税／美装：50,000円＋税 

死後は自然に還りたい、大好きだっ
た海で眠りたいといった方のため

に、各種散骨プランをご用意しております。 

海洋散骨 

チャーター散骨：220,000円＋税～（最大乗船人数24名） 
海洋家族葬：280000円＋税～（最大乗船人数24名） 
 

お持ちのお着物の着付けや
髪のセットをいたします。

女性用の和装や男性用の略礼服のレンタル、足袋など
の小物の販売も行っておりますので、突然のご葬儀で
も安心です。 

着付・貸衣装 

着付：6,000円＋税 

着付・髪セット（ショート）：8,000円＋税／着付・髪セット（ロング）：9,000円＋税 

着物貸衣装：15,000円＋税／略礼服貸衣装：10,000円＋税 
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小さな準備で大きな安心 

一年更新型定期保険 
万が一、自分や大切な方が突然の不幸に見舞われたら・・・。残されたご家族の
ための備えを考えてみませんか？ 

一年更新型定期保険「千の風」は、ご葬儀費用など、残されたご家族のご負担を
軽減するための保険です。月々わずかな保険料で、多くの方々に“安心”をお届
けします。 

千の風の特徴 
● 簡単な加入審査 
告知だけの簡単手続きです。医師の診察は不要です。 

● 幅広い加入年齢 
80歳までの方が新規加入の対象です。1年ごとの更新により、保障は最高
99歳まで。 

● 保険金の使いみちは自由 
保険ですので、互助会のように使いみちに制限はありません。 

● 万全のサポート 
葬儀や保険の事前相談からご加入の手続き、保険金の請求まで、一貫したサ
ポートをさせていただきます。 

こんな方におすすめの保険です。 
● 葬式や墓のことで、子供たちに迷惑をかけたくない。 
● 年齢や過去の病歴などのために他の保険に加入できなかった。（告知内容によりご加入をお断りすることもあります） 
● 親族をきちんと見送るために、無理のない範囲で準備をしておきたい。 

※一定期間の死亡保障をする、満期保険金のない商品です。※81歳からは更新のみの保険料となります。新規のご加入はできません。※ご契約内容は必ず
「商品パンフレット」「契約概要、注意喚起情報」「約款」等でご確認ください。 

突然の悲しみと経済的負担を少しでも軽減できるよう、「千の風」は幅広いプランで多くの安心をお届けします。 

保険金定額タイプ 保険料一定タイプ 

受け取れる保険金額が常に定額 
葬儀の費用負担を安心サポート 

月々の保険料が99歳まで一定 
無理せず安心して続けられるプラン 

例えば 50歳から69歳までの場合 

月々の保険料 2,000円で 
100万円の定額保障 

15歳から80歳まで加入できるプラン 

選べる４つのプラン 

  50万円 保障プラン 
選べる4つのプラン 

月々1,000円 と 
3,000円 の保険料 

15歳から加入できる     月々5,000円の保険料 50歳から 
加入できる 

    月々7,000円の保険料 70歳から 
加入できる 

ホームページでは24時間 
お見積・お申込ができます 竹原葬祭 検索 takeharasousai.com/sennokaze/ 

100万円 保障プラン 
  200万円 保障プラン 300万円 保障プラン 

例えば 

月々の保険料1,000円で 
毎月の負担が軽い 



 

 

会社概要 

●掲載商品の仕様やサービスの内容、価格は予告なく変更されることがあります。 ●実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。 

●竹原葬祭の最新情報、詳細情報をホームページでご覧ください。takeharasousai.com 
カタログ記載内容：2015年5月30日現在 

    http://www.takeharasousai.com/ 竹原葬祭ホームページ 竹原葬祭 検索 

有限会社竹原葬祭 ／ 725-0021 広島県竹原市竹原町4189-3 
見学、資料請求、事前相談、見積もり随時受付 

0120-320904 
●FAX  0846-22-3920 
●受付時間 緊急の方：24時間対応 

それ以外：9時～18時 

会社名 有限会社竹原葬祭 

本社 〒725-0021 広島県竹原市竹原町3984 

本社事務所 〒725-0021 広島県竹原市竹原町4189-3 

TEL 0846-22-0904 

FAX 0846-22-3920 

設立年月日 1991年1月29日 

資本金 300万円 

代表取締役 福本淑子 

社員数 7名（役員を含む） 

事業内容 

葬祭業 
会館葬、自宅葬、生花祭壇、遺体搬送、供花・供物、葬祭用品販
売、生花・鉢植販売、貸衣装、印刷、各種手続代行、法事法要、
少額短期保険の募集 

会館 

竹原葬祭会館本館 
〒725-0021 広島県竹原市竹原町4189-3 

竹原葬祭会館別館 
〒725-0021 広島県竹原市竹原町4004 

沿革 
1975年4月 福本富士彌が竹原葬祭の前身となる福富商事を創業。家具店の

福富家具を開店。 

1991年1月29日 有限会社竹原葬祭（代表取締役：福本富士彌）を創業。資本金
300万円。 

2002年7月 広島県竹原市竹原町4189-3の地に竹原市最初の葬儀専用会館
として竹原葬祭会館を設立。 

2009年4月 福本富士彌逝去に伴い、福本淑子が代表取締役に就任。 

2009年9月 広島県竹原市竹原町4004の地に小規模葬専用の竹原葬祭会館
別館を設立。 

2010年12月 リムジン型霊柩車を導入。 

2011年7月 少額短期保険代理店登録。「葬儀保険 千の風」の募集業務を
開始。 

2014年12月 竹原葬祭会館本館を増築・リニューアル。1階にもホールを新
設し、おひとり様からご会葬者400人規模までのあらゆる葬儀


