お葬式をもっとわかりやすく

市川市斎場で行う 定額葬儀プランのご案内
お葬式を最後まで執り行う事の出来る結論の総額プランです。

～
10 名家族葬プラン

市川市斎場

10 名規模

【ご親族 10 名

会葬者ゼロ名】

25 名家族葬プラン

市川市斎場

25 名規模

【ご親族 10 名

会葬者 15 名】

50 名小規模葬プラン 市川市斎場

50 名規模

【ご親族 20 名

会葬者 30 名】

75 名一般葬プラン

市川市斎場

75 名規模

【ご親族 20 名

会葬者 55 名】

100 名一般葬プラン

市川市斎場

100 名規模【ご親族 25 名

会葬者 75 名】

※人数の調整はご希望通りに致します。
※千葉県市川市民限定のプランです。
※全て税別表示となっております。
※全て第二式場の利用を想定しています。

市川市斎場の火葬料と式場費も
プランに含まれています。
人数によって料金が変動します。
人数は調整します。
会員登録は不要です。
どなたでもご利用頂けます。
ご不明な点は昼夜を問わず
お電話下さい。
ご親族＋会葬者＝通夜料理、返礼品の準備数です。（10 名は返礼品なし）
告別式料理は、ご親族分のみを想定しています。
※この資料を印刷してお持ちくだされば、もしもの時に安心です。
フリーダイヤル

0120-85-1194

365 日 24 時間 フェイスセレモニー

10 名セット

定額料金 市川市斎場

白木五段祭壇の場合

426,800

ご親族 10 名 会葬者 0 名規模の場合

花祭壇 A タイプの場合

466,800

円 税別

花祭壇 B タイプの場合

496,800

円 税別

円 税別

各祭壇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 10 名様対応分 寿司・揚げ物・煮物・香の物 ※握り寿司のプランもあります

告別式お膳 10 名

返礼品 なし

布張りお棺

寝台車 二回

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

こちらもセット料金に含みます。
ドライアイス３回分・白木位牌・白装束・司会進行・人件費・料理配膳係・死亡届代行・受付用具など

■

市川市斎場の式場費、火葬料、お料理、返礼品（10 名セットは無し）など全て含んだ総額プランです。

■

お飲み物代、供花、寸志、お布施は実費となります。（喪家によって金額が異なる為）

■

人数設定、お料理や、返礼品の内容変更可能です。お問い合わせください。

■

神式・友人葬・キリスト教式・無宗教葬など、各宗派対応可能です。今注目の「一日葬」も承ります。

フリーダイヤル

0120-85-1194

365 日 24 時間 フェイスセレモニー

25 名セット

定額料金 市川市斎場

白木五段祭壇の場合

465,800

ご親族 10 名 会葬者 15 名規模の場合

花祭壇 A タイプの場合

505,800

円 税別

花祭壇 B タイプの場合

535,800

円 税別

円 税別

各祭壇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 25 名様対応分 寿司・揚げ物・煮物・香の物 ※握り寿司のプランもあります

告別式お膳 10 名

返礼品 25 セット

布張りお棺

寝台車 二回

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

こちらもセット料金に含みます。
ドライアイス３回分・白木位牌・白装束・司会進行・人件費・料理配膳係・死亡届代行・受付用具など

■

市川市斎場の式場費、火葬料、お料理、返礼品など全て含んだ総額プランです。

■

お飲み物代、供花、寸志、お布施は実費となります。（喪家によって金額が異なる為）

■

人数設定、お料理や、返礼品の内容変更可能です。お問い合わせください。

■

神式・友人葬・キリスト教式・無宗教葬など、各宗派対応可能です。今注目の「一日葬」も承ります。

フリーダイヤル

0120-85-1194

365 日 24 時間 フェイスセレモニー

50 名セット

定額料金 市川市斎場

白木五段祭壇の場合

540,800

ご親族 20 名 会葬者 30 名規模の場合

花祭壇 A タイプの場合

580,800

円 税別

花祭壇 B タイプの場合

610,800

円 税別

円 税別

各祭壇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 50 名様対応分 寿司・揚げ物・煮物・香の物 ※握り寿司のプランもあります

告別式お膳 20 名

返礼品 50 セット

布張りお棺

寝台車 二回

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

こちらもセット料金に含みます。
ドライアイス３回分・白木位牌・白装束・司会進行・人件費・料理配膳係・死亡届代行・受付用具など

■

市川市斎場の式場費、火葬料、お料理、返礼品など全て含んだ総額プランです。

■

お飲み物代、供花、寸志、お布施は実費となります。（喪家によって金額が異なる為）

■

人数設定、お料理や、返礼品の内容変更可能です。お問い合わせください。

■

神式・友人葬・キリスト教式・無宗教葬など、各宗派対応可能です。今注目の「一日葬」も承ります。

フリーダイヤル

0120-85-1194

365 日 24 時間 フェイスセレモニー

75 名セット

定額料金 市川市斎場

白木五段祭壇の場合

607,800

ご親族 20 名 会葬者 55 名規模の場合

花祭壇 A タイプの場合

647,800

円 税別

花祭壇 B タイプの場合

677,800

円 税別

円 税別

各祭壇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 75 名様対応分 寿司・揚げ物・煮物・香の物 ※握り寿司のプランもあります

告別式お膳 20 名

返礼品 75 セット

布張りお棺

寝台車 二回

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

こちらもセット料金に含みます。
ドライアイス３回分・白木位牌・白装束・司会進行・人件費・料理配膳係・死亡届代行・受付用具など

■

市川市斎場の式場費、火葬料、お料理、返礼品など全て含んだ総額プランです。

■

お飲み物代、供花、寸志、お布施は実費となります。（喪家によって金額が異なる為）

■

人数設定、お料理や、返礼品の内容変更可能です。お問い合わせください。

■

神式・友人葬・キリスト教式・無宗教葬など、各宗派対応可能です。今注目の「一日葬」も承ります。

フリーダイヤル

0120-85-1194

365 日 24 時間 フェイスセレモニー

100 名セット

定額料金 市川市斎場

白木五段祭壇の場合

667,300

ご親族 25 名 会葬者 75 名規模の場合

花祭壇 A タイプの場合

707,300

円 税別

花祭壇 B タイプの場合

737,300

円 税別

円 税別

各祭壇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 100 名様対応分 寿司・揚げ物・煮物・香の物 ※握り寿司のプランもあります

告別式お膳 25 名

返礼品 100 セット

布張りお棺

寝台車 二回

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

こちらもセット料金に含みます。
ドライアイス３回分・白木位牌・白装束・司会進行・人件費・料理配膳係・死亡届代行・受付用具など

■

市川市斎場の式場費、火葬料、お料理、返礼品など全て含んだ総額プランです。

■

お飲み物代、供花、寸志、お布施は実費となります。（喪家によって金額が異なる為）

■

人数設定、お料理や、返礼品の内容変更可能です。お問い合わせください。

■

神式・友人葬・キリスト教式・無宗教葬など、各宗派対応可能です。今注目の「一日葬」も承ります。

フリーダイヤル

0120-85-1194

365 日 24 時間 フェイスセレモニー

の特徴

わかりやすい定額料金
斎場費や、料理、返礼品も含んだ
「お葬式が行える」総額プランです。

厚生労働省認定 葬祭ディレクター
全社員の九割が有資格者、葬儀のプロです。

会員登録は必要なし
初めてのお電話が「お葬式のご依頼」でも
全ての料金プランをご利用頂けます。

私たちは、人の死に携わることを仕事としています。
私たちのお客様は、その人生における、
最大の悲しみの境地にいます。
大切な方の掛け替えのない命、思い出、教えを、心の奥に
大事にしまおうとしています。
お客様が葬儀社に求める、一番のサービスは
ハートではないでしょうか？
当社は日本一低価格で充実内容の葬儀社を目指しておりますが
真の目標は、日本一やさしい葬儀社です。

株式会社フェイス
代表取締役

小泉輝雄

私たちは、市川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 ご依頼方法
全ては一本のお電話から始まります。
万一の際、まずはお電話下さい。

0120-85-1194
24 時間 365 日受付
携帯電話からでも通話可能です。

ご依頼のお電話で、お伺いする内容・・・
① ご連絡者様のお名前、ご連絡先
② 大切な方のお名前、ご住所
③ ご不幸が生じた場所 （○○市の□□病院・○○区の□□警察・ご自宅など）
④ 大切な方のお帰り先 （ご自宅や、斎場の霊安室など）

※お電話を一本頂ければ、病院のお迎えから
斎場の申込みなど、お葬式の全てをお任せ頂けます。

※ご注意下さい
当社は、夜間でも直ちに病院まで「寝台車」でお迎えに参ります。
ご自宅へご安置が困難な場合は、お体のお預りも可能です。
寝台車の費用も葬儀プランに含まれていますので安心です。
病院等で紹介される業者に「搬送のみ」でも依頼をすると、高額な料金を
請求される場合がありますのでご注意下さい。
ご家族が選択なさった葬儀社の有りもしない悪い情報を話すなど、強引な
アプローチが多い様です。
その際は、「全て決まっています」と固くお断りいただき、弊社にご一報下さい。

