
 

 

ご家族皆様がお望みのご葬儀をお手伝いいたします。 
             まずは、お気軽にご相談ください。 

 

一般葬・区民葬・家族葬・自由葬・直葬・ペット葬など 
（小物ひとつよりお手伝いいたします。） 
 

心 の 葬 儀 

有限会社 ゆうあいサービス 
総合案内センター  千葉市斎場前 

千葉市緑区平山町１９３３－１ 

TEL ０４３－２０９－１１３１  FAX ０４３－２０９－１１３４ 

 

フリーダイヤル  ０１２０－２７７－５９４ 

                          



小さなお葬式 家族だけの心を込めたお葬式 

(有)ゆうあいサービス 

0120-277-594  24 時間受付 

家族葬 一般葬 自由葬 

 

故人の遺志、ご家族の希望に合ったご葬儀、大手葬儀社に 

出来ない真心こもったご葬儀をお手伝いさせて頂きます 
 

もしものときのために？ 
・お葬式の費用は？    ・本人の意向により火葬のみ方 

 

・家族だけでやりたいのだけれど？     ・無宗教葬希望 

 

・お寺さんは？     ・自宅に安置できない場合 

 

・病院で亡くなった場合    ・生活支援を受けている方 

                               など 

 

＊ 厚生労働省認定葬祭ディレクターがすべてお応えいたしますのでお気軽にご相

談下さい。 



 

ゆうあいサービス（平山案内センター）について 
 

平山案内センター・・・住所 千葉市緑区平山町 1993－1 
         ＴＥＬ 043－209－1131 
         千葉市斎場から徒歩約１分 

車：大宮インター（東金有料道路）そば 
       電車：ＪＲ鎌取駅北口から タクシー約 5 分 

【平山案内センター】 
当社施設の平山案内センターは千葉市火葬場入口前にございます。  

平山案内センターでは、「家族葬（約 10 名）」や「火葬のみ」といった式などで利用頂けま

す。そして御遺体をお預かりができる施設（霊安室）もございます。病院からそのまま平

山案内センターにお預かりして決められた日程にあわせ出棺し千葉市火葬場へ移動という

流れになります。他業者式場で行われた場合、霊柩車やマイクロバスなどで長時間、移動

しなければなりません。それでしたら「家族葬」、「火葬のみ」のご希望の方や低予算のご

希望の方は、火葬場に近い『ゆうあいサービス平山案内センター』をお薦め致します。 
勿論、当社は千葉市斎場をご利用頂いても低予算でご相談させて頂きお手伝いさせて 
頂いております。 

        

               



 

千葉市斎場について 
 
千葉市斎場・・・住所 千葉市緑区平山町１７６２－２ 
       ＴＥＬ ０４３－２９３－４０００ 

車：大宮インター（千葉東金有料）そば 
電車：ＪＲ鎌取駅北口から タクシー約５分 バス有 

 
【施設の特徴】 
平成１７年６月、千葉市の火葬場として千葉市桜木霊園（桜木町）から平山町に 
変わりました。近代的な火葬施設に加え、あらたに式場施設を４つ設け通夜・告別式 
の施設として千葉市民の皆様に広くご利用頂いております。待合室、駐車場等ゆったり

としたスペースをご提供いたしており、家族葬から団体葬まで宗派問わず、ご利用頂け

るのが特徴です。 
千葉市民（美浜区・花見川区・稲毛区・緑区・中央区・若葉区）の方の火葬は全てこち

らの施設にて行います。千葉市内のどこで葬儀を行われても火葬のためにこちらの千葉

市斎場に移動しなければなりません。それでしたら葬儀は低予算でできる、こちらで行

ってはいかがでしょうか。 
 
【式場使用料金】  

１００名席 ７８．５６０円 千葉市民 
 １５７．１３０円 市民外 
 

５０名席 ３８，７５０円 千葉市民 
 ７８．５６０円 市民外 
 
【火葬料金】 

６，０００円 千葉市民 
６０，０００円 市民外 

 
千葉市斎場使用料金に設置祭壇も含まれます。よって低予算（別紙参照）にて行いたい

方、家族だけで葬儀ご希望の方は千葉市斎場をおすすめいたします。 



 



安心の約束  ｉｆ共済会 
基本葬儀料の１０％を割引させて頂きます。 
 

誰にでも訪れる「もしも」の時。 

ｉｆ共済会は遺された人々の負担を少しでも軽くして頂く為に生まれ

た、相互扶助のシステムです。 全国の葬祭専門業者 1.600 社をネット

して、皆様の「あした」を考えます。 
 

ｉｆ共済会の特長 
① １万円の入会金で生涯会員。月会費などは一切ありません。 
ｉｆ共済会に入会するには、入会金１万円を納めるだけ。会員の権利は生涯有効です。さらに、

会員の方が亡くなった場合、名義変更により 
身内の方（原則として２親等以内）に継続することができます。 
ｉｆ共済会は全国をくまなくネットしているので、ｉｆ共済会加盟店なら、全国どこでも会員特

典をうけられます。 
 

② 基本葬儀料（消費税を除く）の１０％を割引させて頂きます。 
会員ご本人が、入会申込み時に登録頂いた２親等以内の方が亡くなった場合、基本葬儀料(消費

税を除く)の１０％割引させて頂きます。（葬儀の料金は、お葬式の方法や宗派、地域などによっ

て異なります。） 
 

③ 葬儀の「生前予約」「事前相談」制度を設けています。 
ご本人の意志に沿った葬儀を行うため、生前から葬儀内容の「取り決め」をしておく制度です。 
葬儀の規模や宗旨、祭壇の種類など細部にわたって取り決めておくことができます。今話題の「自

由葬」の予約も可能です。「生前予約」には、掛金や、積立金などは一切不要です。 



ｉｆ共済会員特別割引プラン 
 

直葬プラン 会員 101.000 円（税込） 一般 143.000 円（税込） 

自宅あるいは安置所より直接火葬場にて火葬するプランです。 

内容、 御棺(桐張)・御遺骨入れ(白磁)･保冷剤 24 時間 
棺用お布団・納棺用品・役所及び火葬場手続 
火葬場案内・遺体搬送（15k 迄）･バン型霊柩車(15k 迄) 
当社安置の場合 24 時間まで含まれます。追加 1 日￥11.000 

直葬プランの流れ 

病院―自宅もしくは安置所―火葬所―お骨上げーご自宅 

安置所使用の場合火葬場受付にて待ち合わせになります。 

お別れ式プラン 会員 165.000 円（税込） 一般 220.000 円（税込） 

安置所お別れ室にてお別れの時を過ごして頂きます。 
内容、 御棺（桐張）･御遺骨入れ（白磁）･保冷剤 24 時間 

棺用お布団・納棺用品・役所及び火葬手続 
火葬場案内・遺体搬送（15ｋ迄）・バン型霊柩車（15ｋ迄） 
遺影写真四つ切･お別れ室・お別れ花･花束 
当社安置の場合 24 時間まで含まれます。追加 1 日￥11.000 

お別れ式プランの流れ 

病院―自宅もしくは安置所―お別れ式―火葬場―お骨上げーご自宅 
＊上記内容のほか、寺院様などお迎えしての通夜、告別式なども可能です。 

祭壇、仏具など使用した場合別途費用が掛かります。220.000 円～ 

プランの内容には火葬料は含まれておりません 

＊火葬料千葉市民 6.000 円となります。 

＊火葬料千葉市民外 60.000 円となります。 



お別れ花祭壇セット 
330.000 円（税込み） 

 

ゆうあいサービスお別れ施設専用セット 

生花装飾  御棺（布張り）  棺用布団一式  御遺骨壷（白） 

ご遺体搬送（15k 迄） 国産霊柩車（15k 迄） 

役所及び火葬手続き  火葬場案内  

遺影写真作成  出棺花束  霊安室使用料 1 日分 

付帯作業料  お別れ施設使用料 

＊その他の費用は別紙参照 



公営斎場利用葬具セット 
275.000 円セット（税込） 

 

 

 公営斎場設置祭壇利用 
 

御棺（桐） 棺用布団一式 仏依 白木位牌 ドライアイス 10 ㎏  

祭壇用盛菓子 祭壇用果物 納骨器（白） 出棺花束 

御遺体処置料 霊安室使用料 焼香具一式 受付用具一式 

遺影写真 キャビネ 会葬礼状 100 枚 司会進行 通夜立会い 

付帯作業料 枕机一式 後飾り祭壇一式 

＊ 祭壇付式場使用料は別途となります。 
＊その他の費用は別紙参照。 



公営斎場利用葬具セット 
花 440.000 円セット（税込） 

 

公営斎場設置祭壇利用 

御棺（布張り） 棺用布団一式 仏依 白木位牌 生花装飾 

ドライアイス 10kg 祭壇用盛菓子 祭壇用果物 納骨器（白） 

出棺花束 御遺体処置料 霊安室使用料 焼香具一式  

受付用具一式 遺影写真 キャビネ 会葬礼状 100 枚  

司会進行 通夜立会い 付帯作業料 経机一式 後飾り祭壇 

搬送料金（10km 未満まで） 

＊ 祭壇付式場使用料は別途となります。 
＊ その他の費用は別紙参照。 
 



花祭壇葬具セット 
550.000 円セット（税込） 

 

公営斎場、御自宅、集会場など 

花祭壇 御棺（布張り） 棺用布団一式 白木位牌 

ドライアイス 10Kg 祭壇用盛菓子 祭壇用果物 納骨器（白）  

出棺花束 御遺体処置料 霊安室使用料 焼香具一式  

受付用具一式 遺影写真 キャビネ 会葬礼状 100 枚 司会進行 

通夜立会い 付帯作業料枕机一式 後飾り祭壇  

搬送料金（10km 未満まで） 

 
＊その他費用は別紙参照。 



公営斎場利用お見積もり内訳 
 

＊ 当社では公営斎場（千葉市斎場 
馬込斎場 さくら斎場 八冨成田斎場など）を御利

用頂いて低予算にて提供しています。左記の写真は

千葉市斎場の 
設置祭壇です。こちらは式場使用料に 
含まれており、よって公営斎場を御利用されると低

予算にてご葬儀ができます。 

例）千葉市斎場利用 会葬者 約２０名  家族葬 仏式 
 

① 公営斎場葬具一式セット 275.000 円（税込） 
御棺 棺用布団一式 仏依 白木位牌 ドライアイス 10kg 
祭壇用盛菓子 祭壇用果物 納骨器（白）出棺花束  
御遺体処置料 霊安室使用料 焼香具一式 受付用具一式 
遺影写真 キャビネ 会葬礼状 100 枚 司会進行 通夜立会い 
付帯作業料 経机一式 後飾り祭壇       計 275.000 円 
＊祭壇は公営斎場設置祭壇を利用して頂きます。 
 
 

② 斎場使用料  ４４.7５０円（税込） 

小ホール（白木祭壇付き） ３８．７５０円（市民） 

        火葬料   ６．０００円（市民） 

＊大ホール（白木祭壇付き） 77.140 円（市民） 
 

③ 搬送料金 ４4.０００円（税込） 
例 千葉市内の病院～市内自宅（20km 未満）２４．０００円 
  市内自宅～千葉市斎場（10km 未満）  ２０．０００円 
早朝、夜間は料金が追加されます。 
 



④ 返礼品 ２2.0００円（税込） 
例 品物（2.200 円×10 個）    22.000 円 
品物は使用した分だけの御精算となります。 
 

⑤ 料理  １３３.３２０円（税込） 
例 通夜料理２０名分   83.820 円 
  告別料理１５名分   49.500 円（×15） 
                   計 133.320 円 
ドリンクは使用した分だけ斎場へ御精算となります。 
 

⑥ その他 

 生花代 １基（16.500 円） 各個人負担 
 夜間用布団 1 組（3.850 円） 
 寺院お布施代（家族と相談） 
 ドリンク代 
 

合計 ①+②＋③+④＋⑤＋⑥ 

５１９．０７０円（税込）+⑥その他 
 

尚、基本的に お見積りはご家族様の御予算内でご相談させて頂いて 

おりますので、こちらは参考までとさせて頂きます。 

                     ゆうあいサービス 



 

 

 

 



散骨について         
日本では火葬が一般的なので、故人の遺骨はお骨壺にいれて、 
お墓へ納めるのが通常です。散骨とは亡くなれた方の遺骨をお墓に 
納めず、海や山へ撒く行為をさしています。 

散骨を選ばれる方       
○故人が希望したので・・・ 
○海や山が好きだったので・・・ 
○自然に戻るのが一番だから・・・ 
○お墓の管理が大変だから・・・ 
○お墓が無く困っているから・・・ 

散骨を希望される理由はそれぞれです。      

                
散骨の価格 

海洋散骨・・・55.000 円（税込）～ 
里山散骨・・・77.000 円（税込）～ 
詳しくはお問い合わせお待ちしております。 



メ モ 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                      
                      
                      
                      
                      


