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（税込）148,000円～総
額

格安葬儀プラン

ほんとうに必要なものだけにしぼった、
定額のお葬式

シンプルなお葬式

0120ｰ887ｰ166 フリーダイヤル
携帯電話・PHSからもご利用可能
24時間365日受付

※当社の電話窓口までご連絡ください
ご利用の際は、必要事項を確認の上、割引適応させていただきます

5,000円
お客様は5000円割引が適応されます

葬儀費用

ご葬儀を依頼する際、割引券番号をお伝えいただけければ費用をご優待いたします

全国すべての地域に対応

ローン・分割払い対応

葬儀後のお悩みもフルサポート

24時間365日すぐに対応

追加費用なしの葬儀プラン

お坊さんの手配も格安で対応

管理番号：160324



シンプルなお葬式とは？
時代に合わせて生まれた、格安のお葬式サービスです

シンプルなお葬式はココがすごい!

シンプルなお葬式一般のお葬式

近年、お葬式に関するトラブルが増加し続けている傾向にあります。お葬式は突然必要になるものですが、

いざという時には準備がなく、特に費用に関する問題を抱えてしまう方々が後を絶えません。

ただでさえ、大切な方を亡くしたばかりで深い悲しみとご心労を抱える中で、残されたご遺族様は、お金の心配まで

同時にしなくてはならないのです。私たちは、そんな状況を少しでも改善したいという一心で、どうすればお客様の

ご負担を軽くすることができるのか？ということを考えました。

真剣につきつめて、つきつめて、その結果生まれたのが「シンプルなお葬式」です。

関連業者皆様の多くのご協力をいただき、コストの見直し、運営形態の工夫、など様々な努力を重ねて

皆様にご納得いただける“格安料金”のお葬式を実現しています。

0120ｰ887ｰ166フリーダイヤル

24時間365日専門スタッフ受付
携帯電話・PHSからもご利用可能 1

ご要望にあったプランを提案します
リーズナブルだからといって、「妥協」はいたしません

見積書

なるべく
費用を抑えて
お葬式を行いたい

費用は安くても、
きちんとした
葬儀を行いたい

家族や親しい方など、
少人数で
お別れをしたい

一般的な葬儀を、
なるべく安く
行いたい

喪主の負担を
減らしたい

シンプルなお葬式 24時間365日すぐ対応、携帯・スマホからでも相談・依頼を承っております

全国平均費用約189万円

※あくまでも一例

(日本消費者協会調べ )

追加費用あり
プランに必要な物が全て含まれていない 葬儀に必要なものは全てセット

追加費用はかかりません

最安値14.8万円からご案内



安心2

安心4

安心1

安心3

急なご葬儀となり、まとまったお金を
用意することができないという場合
や、経済的な事情で一括での支払い
が難しい、という方の為に分割払い
での支払いに対応しています。クレ
ジットカードや、即日審査が可能なローン
での支払いが可能ですのでお気軽にご相談ください。

「シンプルなお葬式」は、日本全国、
全都道府県で対応可能。厳正な審査
基準により、全国から優良な葬儀社
様だけを選りすぐっております。お
かげさまで、多くのお客様のご満足・ご
指示に支えられ、ご紹介できる葬儀社数は、全国
500社以上となりました。お客様の「安心」のため「妥
協」はしません！どんなご要望にも応えられますよ
う、社員一丸となって努力いたします。

「シンプルなお葬式」では、一般的な
葬儀では追加料金になる搬送費用、
火葬費用、式場費用もすべて含んだ
サービスでご提供しています。お葬式
に必要な項目は全て入っておりますの
で、あとで追加費用を請求されるなどの心配はあり
ません。

追加費用がかからない
定額の葬儀プラン

安心6安心5

お付き合いのあるお寺様がないお客
様へは、定額のお布施で僧侶の手配
を行わせていただいております。
お布施の中には、僧侶のお車代・御膳料・
心づけ等全て含まれております。後になってから提示
している金額以上を請求する事は一切ありませんので、
ご安心ください。

お葬式が終わった後、何かと慌ただ
しくなりゆっくりと次の事を考える時
間がありません。「シンプルなお葬式」
では、葬儀が終わった後に必要になる諸手
続き、遺産相続や遺品整理、お仏壇やお墓の購入など
アフターフォローにも対応しています。お気軽にご相談
ください。

「シンプルなお葬式」では、24時間
365日、専門スタッフ常駐のコールセ
ンターを完備しております。
そのため、ご連絡をいただいてから
最短1～2時間でお迎えに上がれます。
お客様の要望をくみ取り迅速に対応いたします。
病院や警察署、ご自宅などご指定の場所にすぐにかけつ
けますので、まずはフリーダイヤルまでお電話ください。
（通話無料：0120 - 887 - 166）

24時間365日対応　
無料の葬儀相談窓口 全国すべての地域に対応

お坊さんの手配も
格安で対応します

葬儀後についてのお悩みも
フルサポート

支払い方法も充実
ローン・分割払い対応

6つの安心シンプルなお葬式

0120ｰ887ｰ166フリーダイヤル

24時間365日専門スタッフ受付
携帯電話・PHSからもご利用可能 2

シンプルなお葬式 24時間365日すぐ対応、携帯・スマホからでも相談・依頼を承っております

多くの不安を抱える喪主様、ご遺族様のために以下のサービスでサポートします



0120ｰ887ｰ166フリーダイヤル

24時間365日専門スタッフ受付
携帯電話・PHSからもご利用可能 3

火葬式  148,000円（税込）シンプルなお葬式
-格安葬儀プラン-

葬儀の流れ

火葬式
２日目

ご臨終当日

　　　　　　　　　

僧侶手配・お布施金額

▲ 55,000円（税込）
火葬の前に、僧侶が炉前での読経を行います。戒名の授与（信士・信女）、お車代、
御膳料金、お布施が含まれます。

オプション

火葬
● 寝台車（50kmまで）
● 火葬料金（15,000円まで）
● 骨壺・骨箱

これだけのものが含まれます

ご依頼～ご安置
● 寝台車（50kmまで）
● ドライアイス（2泊３日分）
● ご安置料金（2泊３日分）
● 役所・火葬場手続き代行

納棺
● お棺
● 仏衣一式
● 棺用布団
● 納棺

※写真はイメージです
このプランには仏具一式は含まれておりませんのでご注意ください
※写真はイメージです
このプランには仏具一式は含まれておりませんのでご注意ください

「直葬」とも呼ばれており、お通夜も告別式も行わないシン
プルな葬儀です。お亡くなり後、24時間の安置を行い、火
葬場にて火葬を行います。「シンプルなお葬式」の中で最安
値のプランであり、最も選ばれているプランです。

+以下の内容がプラスされます
● 自宅飾り一式… 2段紙製または木製の後飾り壇になります。
納骨までご自宅でご供養するための祭壇です。

● 仏具一式…葬儀に使う仏具と、白木位牌の一式です。

+以下の内容がプラスされます
● 遺影写真…カラーの遺影写真です。四つ切りサイズとキャビ
　 ネットサイズの計2枚。

● お別れ花（花束）…お柩に手向け、炉前のお別れの際に使用
　 します。

● 自宅飾り一式… 2段紙製または木製の後飾り壇になります。
　 納骨までご自宅でご供養するための祭壇です。

● 仏具一式…葬儀に使う仏具と、白木位牌の一式です。

火葬式 178,000円（税込） 火葬式 198,000円（税込）
「少しでも」という方のグレードアッププランもございます

シンプルなお葬式  -格安葬儀プラン- シンプルなお葬式  -格安葬儀プラン-

遺影写真
お別れ花
(花束)

自宅飾り一式 仏具一式

告別式 火葬通夜式通夜式

シンプルなお葬式 24時間365日すぐ対応、携帯・スマホからでも相談・依頼を承っております

ご安置ご遺体の搬送お迎え 約1～2時間 約24時間

出棺納棺 火葬約1時間 1～2時間 約2時間

※上記はあくまで、全体の流れの一例です。状況によって各工程の所要時間は変動します。
※火葬場の空き状況により、日程は２日以上にまたぐ可能性があります。

一部地域では民間の火葬場を利用するため、＋６万円で総額208,000円(税込)となります。

プラン料金が変動する場合について

対象エリア
【東京都】東京23区、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、小金井市、国分寺市、小平市、
東大和市、東村山市、西東京市、東久留米市、清瀬市【埼玉県】八潮市、草加市、川口市、
鳩ヶ谷市、蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、新座市、志木市 【神奈川県】鎌倉市、逗子市、
葉山町 ▲

詳しいご説明はp8へ



0120ｰ887ｰ166フリーダイヤル

24時間365日専門スタッフ受付
携帯電話・PHSからもご利用可能 4

一日葬  278,000円（税込）シンプルなお葬式
-格安葬儀プラン-

葬儀の流れ

一日葬
２日目

ご臨終当日

火葬
● 寝台車（葬儀場～火葬場 50kmまで）
● 火葬料金（15,000円まで）
● 骨壺・骨箱
● 会葬礼状

これだけのものが含まれます
ご依頼～ご安置
● 寝台車（50kmまで）
● ドライアイス（2泊3日分）
● ご安置料金（2泊3日分）
● 役所・火葬場　手続き代行

納棺
● お棺
● 仏衣一式
● 棺用布団
● 納棺

告別式、式中初七日
● 寝台車（安置場所～葬儀場 50kmまで）
● 生花祭壇
● 葬儀場利用料金（25,000円まで）
● カラー遺影写真２点セット、大小２点
● 受付セット
● 司会スタッフ
● 運営スタッフ、お葬式の運営サポート
● 式中初七日

通常、お通夜から告別式まで2日かけて行われるお葬式を、
1日ですませるプランです。お通夜は行わず、告別式のみが
行われます。宗教は全てに対応しております。

+以下の内容がプラスされます
● 枕飾り一式…白木机の枕飾り壇になります。ご安置先での供
養に使います。

● 焼香用具…線香・蝋燭等の一式です。

● 自宅飾り一式…２段紙製または木製の後飾り壇になります。
納骨までご自宅でご供養するための祭壇です。

● 仏具一式…葬儀に使う仏具と、白木位牌の一式です。

+以下の内容がプラスされます
● 生花のボリュームアップ…生花のボリュームを増やすこと　
　で、お別れの空間をより華やかに飾ります。
● 枕飾り一式…白木机の枕飾り壇になります。ご安置先での供
　 養に使います。
● 焼香用具…線香・蝋燭等の一式です。
● 自宅飾り一式…２段紙製または木製の後飾り壇になります。
　 納骨までご自宅でご供養するための祭壇です。
● 仏具一式…葬儀に使う仏具と、白木位牌の一式です。

一日葬  298,000円（税込） 一日葬  318,000円（税込）
「少しでも」という方のグレードアッププランもございます

シンプルなお葬式  -格安葬儀プラン- シンプルなお葬式  -格安葬儀プラン-

生花の
ボリュームアップ

枕飾り一式 焼香用具 自宅飾り一式 仏具一式

告別式 火葬通夜式

シンプルなお葬式 24時間365日すぐ対応、携帯・スマホからでも相談・依頼を承っております

出棺式中初七日忌搬送・告別式納棺

ご安置ご遺体の搬送お迎え

火葬

約1～2時間

約1時間 約１時間 約３０分 1～2時間 約2時間

約24時間

※上記はあくまで、全体の流れの一例です。状況によって各工程の所要時間は変動します。
※火葬場の空き状況により、日程は２日以上にまたぐ可能性があります。

一部地域では民間の火葬場利用となり、＋６万円で総額338,000円となります。また、谷塚斎場、落合斎場、
多摩斎場、四ツ木斎場、桐ヶ谷斎場、代々幡斎場、堀ノ内斎場、戸田斎場、町屋斎場など一部の民営葬儀場
を利用の場合、葬儀場利用料の関係で＋25万円で、総額528,000円となります。

プラン料金が変動する場合について

対象エリア
【東京都】東京23区、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、小金井市、国分寺市、小平市、東大
和市、東村山市、西東京市、東久留米市、清瀬市【埼玉県】八潮市、草加市、川口市、鳩ヶ谷市、
蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、新座市、志木市 【神奈川県】鎌倉市、逗子市、葉山町

僧侶手配・お布施金額

▲ 85,000円（税込）
日程を繰り上げて、初七日忌を行います。告別式、式中初七日忌、火葬場での
読経、戒名の授与（信士・信女）、お車代、御膳料、お布施が含まれます。

オプション

▲

詳しいご説明はp8へ

※写真はイメージです
このプランには仏具一式は含まれておりませんのでご注意ください
※写真はイメージです
このプランには仏具一式は含まれておりませんのでご注意ください



シンプルなお葬式 24時間365日すぐ対応、携帯・スマホからでも相談・依頼を承っております

0120ｰ887ｰ166フリーダイヤル

24時間365日専門スタッフ受付
携帯電話・PHSからもご利用可能 5

家族葬  398,000円（税込）シンプルなお葬式
-格安葬儀プラン-

葬儀の流れ

家族葬

３日目

２日目

ご臨終当日

火葬
● 寝台車（葬儀場～火葬場 50kmまで）
● 火葬料金（15,000円まで）
● 骨壺・骨箱
● 会葬礼状

これだけのものが含まれます
ご依頼～ご安置
● 寝台車（50kmまで）
● ドライアイス（3泊４日分）
● ご安置料金（3泊４日分）
● 役所・火葬場 手続き代行

納棺
● お棺
● 仏衣一式
● 棺用布団
● 納棺

通夜～告別式、式中初七日
● 寝台車（安置場所～葬儀場 50kmまで）
● 生花祭壇
● 葬儀場利用料金（50,000円まで）
● カラー遺影写真２点セット、大小２点
● 受付セット
● 司会スタッフ
● 運営スタッフ、お葬式の運営サポート
● 式中初七日

家族や親しいご友人、知人だけが集まる葬儀。
家族葬では、ご近所付き合いやビジネス関係を気にした弔問
を無くし、身内だけでお別れの時を分かち合えるのがメリット
です。宗教は全てに対応しております。

+以下の内容がプラスされます
● 枕飾り一式…白木机の枕飾り壇になります。ご安置先での供
養に使います。

● 焼香用具…線香・蝋燭等の一式です。

● 自宅飾り一式…２段紙製または木製の後飾り壇になります。
納骨までご自宅でご供養するための祭壇です。

● 仏具一式…葬儀に使う仏具と、白木位牌の一式です。

+以下の内容がプラスされます
● 生花のボリュームアップ…生花のボリュームを増やすこと　
　で、お別れの空間をより華やかに飾ります。
● 枕飾り一式…白木机の枕飾り壇になります。ご安置先での供
　 養に使います。
● 焼香用具…線香・蝋燭等の一式です。
● 自宅飾り一式…２段紙製または木製の後飾り壇になります。
　 納骨までご自宅でご供養するための祭壇です。
● 仏具一式…葬儀に使う仏具と、白木位牌の一式です。

家族葬  418,000円（税込） 家族葬  438,000円（税込）
「少しでも」という方のグレードアッププランもございます

シンプルなお葬式  -格安葬儀プラン- シンプルなお葬式  -格安葬儀プラン-

生花の
ボリュームアップ

枕飾り一式 焼香用具 自宅飾り一式 仏具一式

一部地域では民間の火葬場利用となり、＋６万円で総額458,000円となります。また、谷塚斎場、落合斎場、
多摩斎場、四ツ木斎場、桐ヶ谷斎場、代々幡斎場、堀ノ内斎場、戸田斎場、町屋斎場など一部の民営葬儀場
を利用の場合、葬儀場利用料の関係で＋25万円で、総額648,000円となります。

プラン料金が変動する場合について

対象エリア
【東京都】東京23区、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、小金井市、国分寺市、小平市、東大
和市、東村山市、西東京市、東久留米市、清瀬市【埼玉県】八潮市、草加市、川口市、鳩ヶ谷市、
蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、新座市、志木市 【神奈川県】鎌倉市、逗子市、葉山町

僧侶手配・お布施金額

▲ 160,000円（税込）
日程を繰り上げて、初七日忌を行います。お通夜、告別式、式中初七日忌、火葬場
での読経、戒名の授与（信士・信女）、お車代、御膳料、お布施が含まれます。

オプション

▲

詳しいご説明はp8へ

告別式 火葬通夜式

出棺式中初七日忌搬送・告別式

納棺

ご安置ご遺体の搬送お迎え

火葬

約1時間

約１時間 約30分

搬送・通夜式 2～3時間

1～2時間 約2時間

約24時間

※上記はあくまで、全体の流れの一例です。状況によって各工程の所要時間は変動します。  ※火葬場の空き状況により、日程は3日以上にまたぐ可能性があります。

約1～2時間

※写真はイメージです
このプランには仏具一式は含まれておりませんのでご注意ください
※写真はイメージです
このプランには仏具一式は含まれておりませんのでご注意ください
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一般葬  498,000円（税込）シンプルなお葬式
-格安葬儀プラン-

葬儀の流れ

家族葬

３日目

２日目

ご臨終当日

火葬
● 寝台車（葬儀場～火葬場 50kmまで）
● 火葬料金（15,000円まで）
● 骨壺・骨箱
● 会葬礼状

これだけのものが含まれます
ご依頼～ご安置
● 寝台車（50kmまで）
● ドライアイス（3泊４日分）
● ご安置料金（3泊４日分）
● 役所・火葬場 手続き代行

納棺
● お棺
● 仏衣一式
● 棺用布団
● 納棺

通夜～告別式、式中初七日
● 寝台車（安置場所～葬儀場 50kmまで）
● 生花祭壇
● 葬儀場利用料金（50,000円まで）
● カラー遺影写真２点セット、大小２点
● 受付セット
● 正面看板
● 司会スタッフ
● 運営スタッフ、お葬式の運営サポート
● 式中初七日

一般葬は、故人様と生前にご縁のあった、お仕事関係やご趣
味のサークル、ご近所の方など、一般の方をお呼びし、一緒
にお別れの時間をお過ごしするお葬式です。世間一般にも恥
ずかしくない形で式を行い方はこちらを選択してください。

+以下の内容がプラスされます
● 枕飾り一式…白木机の枕飾り壇になります。ご安置先での供
養に使います。

● 焼香用具…線香・蝋燭等の一式です。

● 自宅飾り一式…２段紙製または木製の後飾り壇になります。
納骨までご自宅でご供養するための祭壇です。

● 仏具一式…葬儀に使う仏具と、白木位牌の一式です。

+以下の内容がプラスされます
● 生花のボリュームアップ…生花のボリュームを増やすこと　
　で、お別れの空間をより華やかに飾ります。
● 枕飾り一式…白木机の枕飾り壇になります。ご安置先での供
　 養に使います。
● 焼香用具…線香・蝋燭等の一式です。
● 自宅飾り一式…２段紙製または木製の後飾り壇になります。
　 納骨までご自宅でご供養するための祭壇です。
● 仏具一式…葬儀に使う仏具と、白木位牌の一式です。

一般葬  518,000円（税込） 一般葬  548,000円（税込）
「少しでも」という方のグレードアッププランもございます

シンプルなお葬式  -格安葬儀プラン- シンプルなお葬式  -格安葬儀プラン-

生花の
ボリュームアップ

枕飾り一式 焼香用具 自宅飾り一式 仏具一式

一部地域では民間の火葬場利用となり、＋６万円で総額558,000円となります。また、谷塚斎場、落合斎場、
多摩斎場、四ツ木斎場、桐ヶ谷斎場、代々幡斎場、堀ノ内斎場、戸田斎場、町屋斎場など一部の民営葬儀場
を利用の場合、葬儀場利用料の関係で＋25万円で、総額748,000円となります。

プラン料金が変動する場合について

対象エリア
【東京都】東京23区、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、小金井市、国分寺市、小平市、東大
和市、東村山市、西東京市、東久留米市、清瀬市【埼玉県】八潮市、草加市、川口市、鳩ヶ谷市、
蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、新座市、志木市 【神奈川県】鎌倉市、逗子市、葉山町

僧侶手配・お布施金額

▲ 160,000円（税込）
日程を繰り上げて、初七日忌を行います。お通夜、告別式、式中初七日忌、火葬場
での読経、戒名の授与（信士・信女）、お車代、御膳料、お布施が含まれます。

オプション

▲

詳しいご説明はp8へ

告別式 火葬通夜式

出棺式中初七日忌搬送・告別式

納棺

ご安置ご遺体の搬送お迎え

火葬

約1時間

約１時間 約30分

搬送・通夜式 2～3時間

1～2時間 約2時間

約24時間

※上記はあくまで、全体の流れの一例です。状況によって各工程の所要時間は変動します。  ※火葬場の空き状況により、日程は3日以上にまたぐ可能性があります。

約1～2時間

※写真はイメージです
このプランには仏具一式は含まれておりませんのでご注意ください
※写真はイメージです
このプランには仏具一式は含まれておりませんのでご注意ください
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自宅葬  シンプルなお葬式
-格安葬儀プラン-

斎場ではなく、自宅で葬儀を行うメリットとは？

自宅葬は下記の2つのプランでご用意しております

ご依頼の前に確認していただきたいこと

自宅葬とは、故人様を葬儀斎場ではなく、
慣れ親しんだご自宅からお見送りできるプランです

故人の慣れ親しんだご自宅から送り出してあげたい
家族だけでゆったりと見送ってあげたい
病院生活が長かったので自宅で少しでも長く過ごさせてあげたい

こんな要望がある方に適しています

ご自宅での
設営となります

デメリット

時間や他人の目を気にする必要がない

時間やルールの制限がないので自由な葬儀が出来る

料理を手作りする場合、準備や手伝いが要る

おもてなしをするために親戚や親しい友人に何かと気を使う

トイレ・洗面所・駐車に気を使う

住み慣れた家でお別れが出来る1

2

3

ご近所への配慮が要る1

2

3

4

メリット

どんなに小さく、コンパクトな祭壇を用意したとしても、お柩の安置や葬儀に必要な設備設営をするだけで、6畳ほどのスペースが必要
です。その他にも、ご家族様、弔問者様が参列するスペースが必要になります。自宅でやらなければよかったと後悔しない為にも、ご依
頼の前にはご自宅が一軒家なのか、マンションか、　アパートか、また、マンションの場合は何階か、階段・エレベーターの有無、入口の
扉の大きさ等の条件を必ず確認するようにしましょう。

ご
連
絡

お
迎
え

ご
遺
体
ご
安
置

打
ち
合
わ
せ

ご
納
棺

お
通
夜

葬
儀
・
告
別
式

ご
出
棺
・
火
葬

拾
骨
・
散
会

ご
自
宅
へ

自宅葬39.8万プランの詳細

自宅葬27.8万プランの詳細

お
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夜

ご
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絡

お
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え

ご
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体
ご
安
置

打
ち
合
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せ

ご
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棺
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・
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式

ご
出
棺
・
火
葬

拾
骨
・
散
会

ご
自
宅
へ

一般的な葬儀の慣習に習って、通夜と告別式を両方行う基本の自
宅葬プランです。家族と築いた心のよりどころであるご自宅から
お見送りいたします。

費用とプランに含まれる項目はp5の「家族葬プラン」と同様になります。 
※葬儀を行う場所は斎場ではなく、ご自宅になります

通常プラン 398,000円（税込）
通夜と告別式を両方行う自宅葬 追加料金不要

追加料金不要

一日プラン 278,000円（税込）
告別式のみを行う自宅葬 追加料金不要

通夜を行わずに、告別式のみを一日で行う費用を抑えたご葬儀
プランです。儀式を省略する形になりますが、家族だけでゆっ
たりとしたお見送りができます。

費用とプランに含まれる項目はp4の「一日葬プラン」と同様になります。 
※葬儀を行う場所は斎場ではなく、ご自宅になります

※写真はイメージです※写真はイメージです

418,000円（税込）
仏具一式をプラス

追加料金不要

438,000円（税込）
仏具一式+生花増量

追加料金不要

298,000円（税込）
仏具一式をプラス

追加料金不要

318,000円（税込）
仏具一式+生花増量

自宅葬は、お客様のご状況により、多少プラン内容に変更がある場合がございますので、ご希望の方はお気軽にスタッフまでご相談ください。



お葬式への僧侶手配
「シンプルなお葬式」の僧侶手配は全国一律。定額の僧侶費用に、お車代、御膳料、心づけの全てが含まれます。またご希望エリアに
沿って全国の僧侶をご紹介し、料金も全国一律ですので安心です。

追加でお車代、御膳料、心づけ等が必要

一般的なお布施金額 30万～45万円 当社で依頼した場合 5.5万円～手配可能
追加費用は不要！

お葬式に僧侶を呼ぶ場合のおすすめプラン（費用は、葬儀プラン費用に追加で加算されます）

通夜読経 告別式読経式中初七日読経 炉前読経 戒名授与 16万円 一般的な相場
30～45万円

お車代、御膳料、心づけ等が
全て含まれた料金です。

家族葬一般葬

（一般的な戒名）

※全額を僧侶に直接お渡しください。
※利用寺院の指定はできません。

※菩提寺など、お客様ご自身で僧侶を手配された場合は上記の金額は適用外になり、直接交渉いただきます。
※僧侶を呼ばずに、無宗教で葬儀をされる場合はかかりません。

（税込）

ご安置について 火葬までのご遺体の安置について、お客様の希望に合わせて
「ご自宅安置」「葬儀社預かり安置」「斎場付き添い安置」からお選びください。

告別式読経式中初七日読経 炉前読経 戒名授与 8.5万円 一般的な相場
25～40万円

お車代、御膳料、心づけ等が
全て含まれた料金です。

一日葬

（一般的な戒名）

（税込）

炉前読経 戒名授与 5.5万円 一般的な相場
15～22万円

お車代、御膳料、心づけ等が
全て含まれた料金です。

火葬式

（一般的な戒名）

（税込）

普通のお布施と定額のお布施は何が違うの？

0120ｰ887ｰ166フリーダイヤル
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シンプルなお葬式 24時間365日すぐ対応、携帯・スマホからでも相談・依頼を承っております

安置場所：ご自宅 安置場所：安置施設 安置場所：葬儀斎場

火葬式/2泊3日まで無料
一日葬/2泊3日まで無料
家族葬/3泊4日まで無料
一般葬/3泊4日まで無料

慣れ親しんだ自宅でご安置します

家族で一緒に過ごせます

枕飾りを施します

葬儀斎場の安置スペースにご安置します

葬儀を終えるまでご遺族様と
参列者様と一緒に過ごせます

弊社提携の安置施設へご安置します

葬儀社が責任を持ってお預かりします

付き添いや面会が出来ません

上記の日程以降は1日につき
追加10,800円（税込）になります ※ドライアイス代込

火葬式/2泊3日まで無料
一日葬/2泊3日まで無料
家族葬/3泊4日まで無料
一般葬/3泊4日まで無料

火葬式/有料1泊54,000円
一日葬/2泊3日まで無料
家族葬/3泊4日まで無料
一般葬/3泊4日まで無料

上記の日程以降は1日につき
追加10,800円（税込）になります ※ドライアイス代込

上記の日程以降は1日につき
追加54,000円（税込）になります ※ドライアイス代込

ご自宅安置 葬儀社預かり安置 斎場付き添い安置

※戒名授与（一般的な戒名）なしをご希望の場合は、上記プランの金額から2万円差し引いた金額になります。　

の場合は下記のセットプランがオススメ

の場合は下記のセットプランがオススメ

の場合は下記のセットプランがオススメ
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シンプルなお葬式 24時間365日すぐ対応、携帯・スマホからでも相談・依頼を承っております

なぜこんなに安いの？

今、日本にある葬儀社のうち実際に毎日のように葬儀を上げている会社はどれぐらいあるのかご存じでしょうか？
葬儀社、葬儀場は、全国に7,000社ありますが、そのうち実質稼働率は、30%程と言われています。
しかし、年間に亡くなる方は120万人にものぼります。
そこで私たち「シンプルなお葬式」は、提携している全国500社以上の葬儀社の「動いていない、70%の時間」を貸していただくことにより
葬儀の費用をお安く提供することを実現いたしました。
故人様を、適切なタイミングで適切な葬儀社様へマッチングすることにより、葬儀社様の稼働を上げることができ、
価格をリーズナブルに抑えることが可能となったのです。

空いている葬儀社を使う。
だから、安いんです。

　　　　　　　 は
ココがちがう！
「シンプルなお葬式」、
低価格の最大のポイ
ントは、「なくても問題
の無い」サービスはプ
ランに含まず、「必要
最低限なものに絞った
シンプルなプラン」と
いうこと！絶対に必要
なサービス以外はすべ
てオプションにし、価
格を安くしております。
何よりも費用にお困り
のお客様の為に作った
安心の葬儀プランな
のです。

安心！
お葬式

に

絶対必
要なサ

ービスは

プランに
含まれま

す。

寝台車
（病院～安置所）
50kmまで

ご遺体安置料 枕飾り一式 お棺

ドライアイス 役所・火葬場の
手続き代行

火葬料金 仏衣一式

「シンプルなお葬式」
なら、オプションの追
加も可能です。ひとつ
ひとつの項目にかかる
費用も格安で提供い
たしております。

花束 自宅飾り一式
（後飾り）

焼香設備

白木位牌 遺影写真

お棺用布団 骨壺・骨箱 運営スタッフ

オプション

最安値火葬式プランに含まれるサービス

シンプルなお葬式



宗派指定、お車代、御膳料、心づけを含みます！※全額を僧侶に直接お渡しください
35,000円（税込）各種法要の

僧侶手配 全国一律総額
▲

宗派指定、お車代、御膳料、心づけを含みます！※全額を僧侶に直接お渡しください
35,000円（税込）四十九日忌の

僧侶手配 全国一律総額

▲

読経・法話 位牌開眼 仏壇開眼 仮位牌引き取り 仮位牌お焚き上げ

墓石開眼 納骨供養 心づけ お車代

１日目
ご逝去

主な法要

７日目
初七日忌

49日目
四十九日忌

７月または８月
初盆

１年目
一周忌

四十九日忌とは？ 故人様が成仏し、無事にあの世の行き先が決まるよう、願いお勤めする法要が、四十九日忌です。
僧侶の手配は、法要の１ヶ月前までに行うことが一般的で、もしもご逝去から49日目の日取りや都合が悪い場合は、前倒して行います。

これらすべてがサービスに含まれます

一般的な宗派の法事・法要に、全国一律料金で僧侶を手配いたします。
※一部の地域・宗派では対応できない場合があります。

●仏前と墓前を移動しての法事は、＋10,000円（税込）で行うことができます！
●その他の法要も承ります。お気軽にご相談ください。

※一周忌以降は、定期的に法要を行い、
一般的には「三十三回忌」あるいは「五十五回忌」を最後の年忌とします。

四十九日忌以外の主な法要

開眼法要、納骨法要 一周忌（１年目）初盆（７・８月） お盆（７・８月） 三回忌（2年目）

※仏壇、本位牌、お墓をお持ちでない場合は、読経・法話のみとなります。
●仏前と墓前を移動しての法事は、＋10,000円（税込）で行うことができます！

全国対応※指定の口座にお振り込みいただきます。

（税込）20,000円戒名授与
信士・信女の場合 総額

▲

各宗派手配可能各宗派の戒名を授かることができます
戒名には階級があり、「信士･信女(しんし、しんにょ)」が一般的で最も多くの人が授かる戒名です。
「シンプルなお葬式」の僧侶手配サービスでは、信士･信女の戒名を2万円で授与することができます。

0120ｰ887ｰ166フリーダイヤル
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シンプルなお葬式 24時間365日すぐ対応、携帯・スマホからでも相談・依頼を承っております

御膳料



「シンプルなお葬式」をご利用いただいたお客様から、うれしい声が届いています。
※ご葬儀終了後のインタビューより一部抜粋しております。

ご利用いただいた

お客様からの声

本当に満足できる葬儀で兄を送れました。
葬儀の金額を抑えたということで、私が今ま
で参列した葬儀とは全く別物になると思って
いました。はっきり言って、兄の葬儀に来て
いただいた方には「こんな感じで申し訳あり
ません」という風に言わざるを得ないのでは
ないかと。しかし、実際の葬儀は、祭壇、遺影、
受付、式進行の司会もあり、通常の葬儀に比
べて全く遜色がありませんでした。葬儀社の
方なくてし、私一人ではとてもここまでする
ことはできませんでした。
私の中では、本当に満足できる葬儀が出来て、
兄を送れたという気持ちで一杯です。

神奈川県横浜市在住
河本様

スピーディなのに丁寧な対応が嬉しかったですね。
最初の取っ掛かりから、きちんと説明して頂いた
ようには思いますね。こっちも聞きたいことがあ
るじゃないですか。お金の事とか儀式に必要なモ
ノとか。追加料金の有無や、どれがメニューに
入っていて何が入っていないのかとか。ほんとに
些細なことまで、しっかり説明してもらいまし
た。
それはもう、満足できました。初めて利用させて
頂いたので、どんなモノなのかという不安は少し
ありましたが、弊害なしに、滞り無く出来たので。
来てくれた身内や友達も『あぁこういうの、良い
よね！』って言ってくれた方が多かったです。

大阪府堺市在住
橘様

葬儀はシンプルでしたが、不満はありませんでした。
葬儀は本当にシンプルでしたが、不満を感じる
ことありませんでした。とても良かったです。
母のお化粧もお願いしたのですが、来ていただ
いたスタッフの方は、1つ1つ丁寧に説明してく
ださり、とても心を感じました。葬儀社の方に
は死亡診断書の手続きなどもいろいろ丁寧に
教えていただきありがたかったです。

神奈川県横浜市在住
秦様

大阪市北区西天満在住
和泉様

気になっていたコト全てに答えて頂きました。
とりあえず、どんな感じになるのかなと、ご担当
者さんと直接電話でお話させて頂いたのですが、
その時の受け答えや対応の仕方が非常に的確でし
た。こちらが気になっていたコトを全部ご質問し
てみたのですが、どんな事にも的確にお答え頂け
ましたしね。
ここから北の斎場まで、すごく近いんですよ。そ
こで火葬式をさせて頂いたのですが、立派な建物
にリニューアルされていて驚きました。以前は汚
い処という印象がありましたので…。最新の設備
も整っていて良かったと思っています。しがらみ
もなく煩わしいこともなく、ほんとにスムーズに
執り行うことが出来ました。

大阪府吹田市在住
金子様

皆さん、誠実に対応して頂けたと思います。
非常に皆さん、誠実に対応して頂けたと思い
ます。出過ぎず、引っ込み過ぎずと言いますか。
丁度いい距離感で接して頂けたので、はい。
それと、いろいろアドバイスして頂けたこと
も心強かったですね。こんなコト聞いてもい
いのかなと躊躇うような、ほんとに些細なコ
トでも真摯に答えて頂けました。

大阪府和泉市在住
森田様

「シンプルなお葬式」が不安を解消してくれました。
それぞれのお家のお考えがありますから一概には
言えませんが、私たちの考えにはピッタリ当ては
まったって感じです。思っていた通りのお葬式が
出来ました。
無宗教であっても宗派を問わず全部やって頂けま
すし、料金も明確です。わからない事は２４時間
対応で聞けば全て答えてくれます。
私は夜中の１２時ぐらいに電話した事がありまし
たが、嫌な顔ひとつせず全てにおいてきっちり答
えて頂けました。「シンプルなお葬式」なら不安
を解消してくれるんじゃないかって、それは思い
ますね。
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自分が住んでいる市区町村での葬儀も対応可能ですか？

日本国内、全都道府県で対応させていただきます。但し、一部の離島及び山間部は除きます。
火葬式、一日葬、家族葬、一般葬からお選びいただけます。

追加料金は一切不要とのことですが、本当ですか？

原則的に、追加料金は掛かりません。
但し、以下のようなケースにおいては追加料金が必要となる可能性があります。

・参列者への返礼品や食事を別途手配していただいた場合
・住民票がある地域以外（市民料金の適用外）の火葬場、及び公営葬儀場を使用する場合
・規定日数以上の期間においてご遺体の安置が必要な場合。1日あたり10,800円。
・お客様の希望でその他物品・サービスをご注文された場合

病院で紹介を受けた葬儀会社をお断りしても大丈夫でしょうか？

お断りしても、失礼にはなりません。焦って決めてしまわないようにしましょう。

前もって相談の電話をしていなくても、もしもの時には依頼出来ますか？

もちろん、ご依頼いただけます。ただし、前もって資料請求を頂いたお客様には5,000円の割引が適用されます。
事前の資料請求を行なってからのご依頼をお勧めいたします。

自宅での遺体の安置が難しい状況です。どうすれば良いですか？

葬儀社がご遺体をお預かりします。プラン内の日数であれば追加料金もいただきませんので、ご安心ください。

なるべく低価格の葬儀にしたいと思っています。
親族だけで密葬の形を希望していますが、お通夜は必要ですか？

葬儀に決まった形は存在しません。お通夜も必ずしなければいけないものではありません。
告別式だけでも立派な葬儀になります。

プランの中に僧侶の読経も入っているのでしょうか？

入っておりません。僧侶へのお布施は別途掛かりますのでご了承ください。通常、お客様自身で懇意にしている
僧侶様（菩提寺）を手配していただきますが、心当たりのない場合は当社で僧侶を手配する事も可能です。

葬儀費用の支払いは、いつ行なうのですか？

葬儀が完了した後、現地にて現金でお支払い願います。

よくあるご質問
Q&A

お客様からのお問合わせの多い質問と回答をまとめました。
その他、ご不明な点があれば
お気軽に24時間コールセンターまでご質問ください。



会社概要

お問い合わせ・ご相談

0120ｰ887ｰ166フリーダイヤル

HPもご覧ください
http://www.kakuyasu-sougi.net http://www.kakuyasu-sougi.net/m

モバイルサイト

24時間365日専門スタッフ受付  携帯電話・PHSからもご利用可能

ご不明な点は
お気軽にお電話ください

当社では24時間365日お客様のご相談や
お問い合わせを受け付けております
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会社名

所在地

TEL

FAX

代表者

事業内容

株式会社みんれび

03-5348-6051

03-5348-6052

芦沢雅治

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場４-４０-１２

インターネットメディア事業
葬儀社検索サイト「葬儀レビ」企画・開発・運営
格安葬儀の「シンプルなお葬式」企画・開発・運営
僧侶手配サイト「お坊さん便」企画・開発・運営
他、葬祭関連のサービスを全国展開
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