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古くて新しいお葬式の形“お寺葬”
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皆様はお寺の本堂で葬儀と聞いてどのような印象
をもたれたでしょうか。耳慣れない葬儀の形に驚か
れる方も多いかと思います。
実は龍興院は昔からご本堂での葬儀を行っており、
古くからのお檀家様にはよく知られておりました。
しかし戦後の葬儀スタイルの変化や葬儀会館での
会館葬が増えたことによって本堂での葬儀はほとん
ど無くなってしまいました。この“お寺葬”は昔からの
本堂での葬儀という形と、新しい時代のニーズに
合った葬儀の形を組み合わせることで、新たな価値
のある葬儀を創り出そうとする試みです。

龍 興 院 副 住 職
大 島 慎 也

故人様の弔いの時間を
ご本尊・阿弥陀如来をは
じめ様々な仏様が見守
る厳粛な祈りの場で、静
かに、そして、穏やかにご
家族と過ごすことができ
る。そんな古くて新しいお
葬式の形が、龍興院の
“お寺葬”なのです。

「お寺葬」とは？ -3つの特長-

よくあるご質問

明朗かつ平易な説明を心がけ疑問を解消し、見
送る方、旅立つ方の立場に立ち、プロとしてのアド
バイスを実施します。

あんしんな金額のお寺葬

あんぜんな施行のお寺葬

あんねいを祈るお寺葬

お寺葬とはお寺が主導して葬儀社などと共に葬儀
を執行し、葬儀の金額、お式、式後の諸手続きな
どに積極的に携わる新しいお葬式のかたちです。

不要と思われる葬儀のオプションや過度に高額な
葬儀の是正、安易な直葬の増加などをなくし、故
人様、ご家族、の安心を第一に考えます。

生前からのお付き合い。見送られた後、旅立たれ
た後。生命の様々な段階で故人様、ご家族、ご親
族の幸せを一貫して考え、安寧を祈念します。

檀信徒でないのですがお寺葬は可能ですか？

お寺葬は「お檀家様」、または「龍興院の会」の
方のみ可能でございます。

金額が安いですが、普通の儀式をされますか？

金額は葬儀社と取り決めたものですが、安いか
らと言って、お葬式の手を抜くなど一切ございませ
ん。儀式も同様で全て通常通り行います。

菩提寺があるのですがお願いできますか？

菩提寺のある方は承ることはできません。



あんしんの金額・明朗会計

寝台車 ドライアイス 枕飾り ご遺影写真 仏衣一式

棺 役所手続き代行

納棺

お別れ花 火葬場案内 骨壺 後飾り祭壇

霊柩車

生花祭壇
(または生花4基)

受付備品

司会 葬儀用備品会葬礼状

葬儀費用
111.0万円

お寺葬は葬儀費用を抑えた、明朗会計のお葬式です。

お寺葬 葬儀費用
39.8万円(税込)

※葬儀費用の内訳は下記の内容です。15名までの2日間のご葬儀で、火葬場、式場使用
料が無料の場合の金額です。
※お寺様へのお布施・お車代などは上記金額に含まれません。

関東
平均

同じ内容で

約70万円安価です。

調査年 葬儀 一式費用 接待費 お布施など
葬儀費用の
合計

全国
（平均金額）

2014年 122.2万円 33.9万円 44.6万円 188.9万円

2017年 121.4万円 30.6万円 47.3万円 195.7万円

関東Ｂ
東京・神奈川・埼玉

（平均金額）

2014年 114.6万円 38.1万円 55.1万円 184.3万円

2017年 110.0万円 32.7万円 50.2万円 186.0万円

あんぜんの施行・葬儀の流れ

お寺葬は突然のご不幸からお一人からのお葬式まで行います。

内容 ご遺族がすること 葬儀社がすること

①
事前相談
重要

対面・お電話でご相談
事前のアドバイス・仮見
積・もしもの時の相談

② 死亡
1病院の場合⇒病院に向い医師から説明を受けます。
2:ご自宅の場合⇒かかりつけのお医者様に連絡をします。

③
葬儀社へ連絡
重要

まず葬儀社に連絡

ご連絡をいただいた時点
で清拭後の搬送方法、
搬送場所、当面必要な
ことを伺う。

※診断書は発行までに
日にちがかかることもあり
ます

④ 清拭・着替え
着る者を持参いただき、清拭後、看護師
さんに着替えを依頼

⑤
死亡診断書
(死体検案書)

病院や施設で死亡⇒担当医から
自宅で死亡⇒かかりつけ医から死亡診
断書を受け取る

⑥ 搬送 寝台車 搬送車を手配⇒お迎え

⑦ 受け入れ準備
自宅⇒布団・シーツ・枕を準備
霊安室⇒不要

神棚封じ

⑧ ご安置 一善飯・お団子・お花・水・準備
ご安置・ご処置・枕飾りの
設置

⑨
枕経
※ない場合もござい
ます。

近親者による焼香
亡くなってからの最初のお
経

⑩
打ち合わせ・見
積もり・遺影写真
重要

都合に合わせての日程作り日時、場所、
規模などを決める。準備品、見積もり。遺
影写真。メモリアル写真を準備。

日程決め・葬儀方法・見
積もり・ご遺影・メモリアル
写真の預かり・今後の予
定

⑪ 役所手続き 死亡届記入 役所手続きの代行

⑫ ドライアイス交換
ドライアイスの交換
※霊安室の場合は不要

葬儀までドライアイスの交
換

⑬ 生花・料理決定
祭壇両脇のお花の決定
料理の決定

祭壇両脇のお花の決定・
料理の決定

⑭ 納棺 納棺・旅支度・副葬品を準備 納棺・死化粧・旅支度

⑮ 通夜 焼香
葬儀執行・受付説明・設
営

⑯ 通夜振る舞い 食事 食事の準備

⑰ 葬儀・告別式 焼香・お別れ 葬儀執行・お別れ・出棺

⑱ 火葬
火葬炉の前で最期のお別れ・焼香・荼
毘

荼毘

⑲
初七日法要・
精進落とし

初七日の法要と食事
初七日の法要と食事
の準備

⑳ 後飾り ご自宅に簡易祭壇を設置
ご自宅に簡易祭壇を設
置

※お葬式の流れは一般的な通夜と葬儀・告別式の流れです。

03-5356-1860
24時間365日対応
株式会社T-sousai

あんねいの祈り・生命に向き合う

お寺葬は生前からご家族の安寧を祈ります。

①祈り込まれた場所でのお葬式

②生前からのご相談のすすめ

③アフタフォロー専門家によるアドバイス

お寺は朝夕のお勤めと悠久の
歴史の中で培われた祈りの場
所です。きらびやかなシャンデリ
アや華美な海外製の調度品は
この場所にはないかもしれません
が、ご本尊・阿弥陀如来をはじ
め、多くの仏さまがおられ、心を
安らかにさせます。お寺葬は、必
要最低限の飾り、旅立っていた
だくための儀式、安心して見送っ
ていただくことを最も重要と捉える
新しいお葬式の

形です。本堂上には『無量寿経』などで説かれた菩薩さまがたくさんおられ、旅立つ方が
さみしくないように、見送る方に安心いただけるように今も見守っておられます。ご家族の
安寧を祈り、精一杯お勤めすることがお寺の役割であると強く考えます。

当山ではお寺葬の生前からのご
相談をおすすめしております。突
然ご不幸が来てしまった際に、
慌てることがないようにしていただ
くためです。ご不孝ごとはみんな
悲しい。その悲しみを少しでも和
らげたいと考えています。伝統的
な儀式の他に、行政書士の先
生やお骨の先生をお招きして学
ぶ「お寺終活カフェ」や、健康で
長生きするための「健康セミ
ナー」など主催し

てしております。また、そのための専門家の方々が当山には多くおられますので、おひとり
で悩んでおられるよりは、少しでもいいのでお話をお聞かせください。ご家族、ご親戚、お
友達が共に集い、みんなで集まるお寺を目指しております。

お葬式は葬儀がつつがなく終わ
ることに目がいってしまい、それが
全てのように感じてしまいます。し
かし大変なのはその後の手続き
だったり、相続だったり、名義変
更だったりします。葬儀社によっ
てはなるべく高額な葬儀を実施し
て、集金すればあとは知らん顔と
いうモラルの低い業者もいます。
葬儀後の見ることはとても大切で
す。お寺葬はアフターフォローを
行

い、葬儀社には終わった後も可能な限り手続きのアドバイス、フォローを実施させていま
す。細かな点は葬儀社単体で扱いきれませんし、ご家族しか出来ないことが多いです
が、お葬式後も何でもご相談ください。お葬式以外のことでもお気軽に。

お寺葬

白木位牌

上記金額のプラン内容に含まれるもの

※2019年6月現在。記載のプランの内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社T-sousai

葬儀のご依頼、事前のご相談・無料お見積り、などはこちらへどうぞ

24時間・365日受付対応

ティーソウサイ
03-5356-1860


