
 

 

浦安市斎場【市民料金】で行う葬儀プランのご案内 

お葬式を最後まで執り行う事のできる結論の総額プランです 

 

～ この資料の内容 ～ 

 

        浦安市斎場  家族葬プラン（2 日間） 通夜＋告別式＋ご火葬 

 

浦安市斎場  一日葬プラン（1 日）  告別式＋ご火葬 

 

浦安市斎場  直葬プラン （半日）  ご火葬のみ 

 

※人数の調整はご希望通りに致します ※税込表示です ※市民料金で算出 

 

プランの説明 

 

 

他社では別料金の場合が多い 

浦安市斎場の費用もプランに含んでいます。 

 

参加人数によって料金が変動します。 

人数は一名単位まで調整します。 

 

会員登録は不要です。 

どなたでもご利用頂けます。 

 

ご不明な点は 365日昼夜を問わず 

いつでもお電話ください。 

 

浦安市斎場のご案内 

 

花祭壇カタログ 

 

フェイスセレモニー公式 

 

 

※この資料を印刷してお持ち頂ければ万一の際に安心です 



浦安市斎場 で行う  家族葬 30 名プラン （親族 15 名＋会葬 15 名） ※両日会食あり 

 

白木祭壇 

 

花祭壇 A タイプ 

 

花祭壇 B タイプ 

合計 648,380 円 税込 合計 692,380 円 税込 合計 725,380 円 税込 

各祭壇プランに下記項目が共通して含まれます 人数の超過が無ければ追加料金はありません 

     

通夜料理 （握り寿司・天ぷら・煮物・漬物） ※メニュー選択可 告別式お膳 

     

返礼品・会葬礼状 布張りお棺 寝台車 式場費 火葬料 

     

骨壷 自宅用仏具 ご遺骨用祭壇 消耗品類 カラー遺影写真 

【こちらも料金に含みます】ドライアイス３回分，白木位牌，白装束，司会進行，人件費，死亡届代行，受付用具 

【別途項目】飲料，供花，寸志，宗教者お礼（お布施等）は実費となります。（喪家によって金額が異なる為） 

【宗教形式】仏式を想定しています 無宗教式・神式など他の宗教形式もご相談ください。 

 

人数 内訳 白木祭壇 花祭壇Ａ 花祭壇Ｂ 

基本（30 名程度まで） 料理・返礼品 ご用意なし 405,500 円 449,500 円 482,500 円 

10 名（親族のみ） 通夜料理 10・告別料理 10・返礼品なし 497,460 円 541,460 円 574,460 円 

30 名（親族 15・会葬 15） 通夜料理 30・告別料理 15・返礼品 30 648,380 円 692,380 円 725,380 円 

※一名様単位まで調整致します ※30 名様以上の葬儀もご相談ください ※返礼品は未使用分お引き取りが可能です 

フェイスセレモニー 0120-85-1194 依頼・相談 365 日 24 時間 



浦安市斎場 で行う  家族葬 30 名プラン （親族 15 名＋会葬 15 名） ※感染症対策 

 

白木祭壇 

 

花祭壇 A タイプ 

 

花祭壇 B タイプ 

合計 669,500 円 税込 合計 713,500 円 税込 合計 746,500 円 税込 

各祭壇プランに下記項目が共通して含まれます 人数の超過が無ければ追加料金はありません 

     

通夜は会食の代わりに「グルメカタログギフト」をお持ち帰り頂きます 告別式お膳 

     

返礼品・会葬礼状 布張りお棺 寝台車 式場費 火葬料 

     

骨壷 自宅用仏具 ご遺骨用祭壇 消耗品類 カラー遺影写真 

【こちらも料金に含みます】ドライアイス３回分，白木位牌，白装束，司会進行，人件費，死亡届代行，受付用具 

【別途項目】飲料，供花，寸志，宗教者お礼（お布施等）は実費となります。（喪家によって金額が異なる為） 

【宗教形式】仏式を想定しています 無宗教式・神式など他の宗教形式もご相談ください。 

 

人数 内訳 白木祭壇 花祭壇Ａ 花祭壇Ｂ 

基本（30 名程度まで） 通夜ギフト・料理・返礼品 ご用意なし 405,500 円 449,500 円 482,500 円 

10 名（親族のみ） 通夜ギフト 10・告別料理 10・返礼品なし 504,500 円 548,500 円 581,500 円 

30 名（親族 15・会葬 15） 通夜ギフト 30・告別料理 15・返礼品 30 669,500 円 713,500 円 746,500 円 

※一名様単位まで調整致します ※グルメギフトカタログ・返礼品は未使用分の引取が可能です 

フェイスセレモニー 0120-85-1194 依頼・相談 365 日 24 時間 



浦安市斎場 で行う  一日葬 20 名プラン （親族 20 名＋会葬 0 名） 

 

一日葬 花祭壇 

 

花祭壇 A タイプ 

 

花祭壇 B タイプ 

合計 482,500 円 税込 合計 526,500 円 税込 合計 559,500 円 税込 

各祭壇プランに下記項目が共通して含まれます 人数の超過が無ければ追加料金はありません 

     

通夜料理  ※一日葬は通夜を行わないため無し 告別式お膳 

     

返礼品・会葬礼状 布張りお棺 寝台車 式場費 火葬料 

     

骨壷 自宅用仏具 ご遺骨用祭壇 消耗品類 カラー遺影写真 

【こちらも料金に含みます】ドライアイス３回分，白木位牌，白装束，司会進行，人件費，死亡届代行，受付用具 

【別途項目】飲料，供花，寸志，宗教者お礼（お布施等）は実費となります。（喪家によって金額が異なる為） 

【宗教形式】仏式を想定しています 無宗教式・神式など他の宗教形式もご相談ください。 

 

人数 内訳 一日葬花祭壇 花祭壇Ａ 花祭壇Ｂ 

基本（20 名程度まで） 料理・返礼品 ご用意なし 402,400 円 446,400 円 479,400 円 

10 名（親族 10・会葬 0） 告別料理 10 膳・返礼品なし 416,500 円 460,500 円 493,500 円 

20 名（親族 20・会葬 0） 告別料理 20 膳・返礼品 20 セット 482,500 円 526,500 円 559,500 円 

※一名様単位まで調整致します ※返礼品は未使用分お引き取りが可能です 

フェイスセレモニー 0120-85-1194 依頼・相談 365 日 24 時間 



 

 

 

 

■ 火葬料，霊安室保管料（1日），車両費，人件費など全て含んだ総額プランです 

■ 飲み物などご火葬待合中のご接待費，寸志は実費となります（喪家によって額が異なるため） 

■ 各宗派対応可能です 

 

この様なお考えの方に適したプランです       

◇ 田舎に帰って葬儀を行うので最低限の葬儀でよい 

◇ 故人の遺志で葬儀は質素に行いたい 

◇ 治療費が高額だったのでなるべく費用を抑えたい           

 

フェイスセレモニー 0120-85-1194 依頼・相談 365 日 24 時間 

 



プランについて                    

※仏式の場合でご案内しておりますが、他の宗教形式でも基本的な流れは同じです。 

 

家族葬・一般葬とは                                 

 

 

通夜の次の日に告別式を行う二日間の行

程です。ご逝去日から通夜当日は会場の混

雑具合などで数日先になる場合がありま

す。通常のお葬式が一般葬、規模（人数）

を抑えて行う形式が家族葬です。 

 

 

 

一日葬とは                                  

 

 

家族葬から通夜を省略したお葬式です。

一日で終わるので、遠い親戚に泊りがけ

で来ていただく必要がありません。直葬

だと十分なお別れができないため、一日

葬を選ばれる方が多くなっています。 

 

 

 

直葬とは                                    

 

 

儀式は行わずご火葬のみを行う、最も経

済的な葬儀です。火葬場にもよりますが、

ご火葬当日は集合から解散まで 2～3時間

程度で終了します。火葬場によってはご

火葬待合中に食事を振舞うことも可能で

す。 

 

 



浦安市斎場         フェイスセレモニー設営実績   

  

花祭壇 B タイプ 花祭壇 C タイプ 

  

花祭壇 C タイプ 花祭壇 D タイプ 

  

花祭壇 A タイプ 斎場常設白木祭壇（神式） 



浦安市斎場         フェイスセレモニー設営実績   

  

季節の花祭壇 B タイプ【秋】 季節の花祭壇 C タイプ【春】 

 

花祭壇 D タイプ 

  

花祭壇 B タイプ 一日葬用 花祭壇 



 

 

 

浦安市斎場に精通した葬儀社です。安心してお任せ下さい。 

 



お葬式のご依頼方法                                 

 

 

ご依頼時に下記をお尋ねします                           

① ご対象者様の情報 

氏名 

住所                    TEL 

② ご依頼者様の情報 

氏名               ご対象者様とのご関係 

住所                    TEL 

③ご不幸が生じた場所 施設名             住所 

④ お体のお帰り先 自宅 ・ お預施設 ・ その他指定場所（          ）  

⑤ お葬式を行う場所 斎場名（                          ） 

 

 

 

病院や施設、警察署には提携している葬儀社がありま

す。霊安室の管理を請け負う代わりにご家族への営業活

動を許可されている様です。霊安室で白衣姿の係員はそ

の葬儀社スタッフであることがありますのでご注意く

ださい。もしもの際は「葬儀社は決まっています。」と

お断り頂き当社フリーダイヤルまでご連絡ください。 

 


