お通夜･ご葬儀・火葬式の読経
新しいご供養のかたち

お寺の檀家に入られていない方、従来の檀家制度にとらわれたくない方に
ご希望の宗派のお坊さんをご手配いたします。
お通夜、ご葬儀の読経でお坊さんをお探しの方はご利用ください。

一日葬
お布施料金

60,000 円

別途交通費 5,000 円が必要になります。

お通夜･ご葬儀
お布施料金

100,000 円

別途交通費 10,000 円が必要になります。

通夜 葬儀 火葬 式 中 戒名
初七日 なし
なし

通夜 葬儀 火葬 式 中 戒名
初七日 なし

＊生前戒名をお持ちの方もご利用頂けます。

＊生前戒名をお持ちの方もご利用頂けます。

火葬式のみ

●料金のお支払いはお坊様に当日お渡しとなります。

お布施料金

●お食事や御膳料はご用意頂く必要はございません。

30,000 円

別途交通費 5,000 円が必要になります。

通夜 葬儀 火葬 初七日 戒名
なし
なし
＊生前戒名をお持ちの方もご利用頂けます。

戒名授与

●戻り初七日（火葬後の初七日）の場合は 10,000 円追加となります。
●お坊様はお一人となりますので、脇僧をお付けする場合は別途料金となります。
●亡くなった直後の枕経、その他法要を行う場合は別途料金が必要となります。
●お申込後のキャンセルはご遠慮ください。

浄土宗、浄土真宗（東・西）
、真言宗、天台宗、
日蓮宗、臨済宗、曹洞宗に対応しております。
※宗派がご不明な方もご利用頂けます。

＊1) 葬儀及び火葬式ご利用のお客様のみの特別料金です
＊2) 浄土宗･真言宗･曹洞宗･臨済宗･天台宗にこちらの戒名位はありません

信士･信女 ( 浄土真宗･･･釋･釋尼 )・・・・・・・・・・・・・・・・・ 戒名料
居士･大姉 ( 日蓮宗･･･院信士･院信女 )・・・・・・・・・・・・・・・ 戒名料
( 浄土真宗･･･院釋･院釋尼 ) ／ ( 日蓮宗･･･院日信士･院日信女 )・・・・ 戒名料
院居士･院大姉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 戒名料

20,000 円
50,000 円
100,000 円
150,000 円

＊1)

＊2)

お見積り・ご相談
お坊さん、僧侶さんのお手配･ご紹介

お坊さん.jp

〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤 4 丁目 5-16

24 時間受付

―紹介手数料は無料です―

0120-624-629

https://obousan.jp

菩提寺のある方（檀家になられている方）は必ず菩提寺の許可を頂いた後に当社をご利用ください。

法事･法要･供養の読経
新しいご供養のかたち

49 日目（四十九日・または 35 日目の三十五日）、1 年目（一周忌）、
2 年目（三回忌）
、6 年目（七回忌）、12 年目（十三回忌）などの
法事・法要のご相談も承っておりますのでご相談ください。

正式法要
お布施料金

短縮法要

読経４０分以上

50,000 円

お布施料金

読経２０分程度

30,000 円

別途交通費 5,000 円が必要になります。

別途交通費 5,000 円が必要になります。

●四十九日

●四十九日

●百日

●一周忌

●十三回忌以降の年忌
●位牌開眼・精抜

●三回忌

●仏壇開眼・精抜

●七回忌

●仏壇開眼・精抜

●お盆・彼岸

＊二霊位以上は正式法要コースをお勧めします。

例：仏前四十九日 + 仏前位牌精入れ + 仏壇開眼

＊複数同時施行の場合でもお布施料金は変わりません。

＊宗派によってお経のお時間が変わります。

例：四十九日 + 位牌精入れ + 仏壇開眼

＊仏前から墓前に移動先して読経を行う場合は

＊複数同時施行の場合も読経 1 回となります。

追加料金及び追加交通費が必要となります。

＊仏前から墓前に移動先して読経を行う場合は
追加料金及び追加交通費が必要となります。

仏前法要＋墓前法要

50,000 円〜

別途交通費 5,000 円が必要になります。

お塔婆

3 〜 5 尺･1 基

4,000円

浄土宗、浄土真宗（東・西）、真言宗、天台宗、
日蓮宗、臨済宗、曹洞宗に対応しております。

＊読経時間及び施行内容によってお布施料金が
異なりますのでお問い合わせください。

＊複数同時施行の場合もお布施料金は変わりません。
例 : 仏前一周忌 ( 短縮 )＋納骨式 =50,000 円＋交通費

例 : 仏前一周忌 ( 正式 )＋納骨式 =60,000 円＋交通費

＊宗派によってお経のお時間が変わります。

●位牌開眼・精抜

●納骨式、墓開き

●七回忌

＊目安：正式法要の半分くらいのお時間となります。

＊複数同時施行の場合でもお布施料金は変わりません。

追加交通費が必要になる場合があります。

●三回忌

■ご自宅･墓前・葬儀会館の法要室･霊園の法要室等

＊何霊位でもお布施料金は変わりません。

＊仏前から墓前への移動が長距離の場合は

●一周忌

●十三回忌以降の年忌

●お盆・彼岸

■ご自宅･墓前・葬儀会館の法要室･霊園の法要室等

お布施料金

●百日

※宗派がご不明な方もご利用頂けます。

●お支払いはお坊様への当日渡しと前入金 ( 振込 ) からお選び頂けます。
●土日はお坊様が大変多忙でございますのでご予約はお早めにお願いいたします。
●お食事や御膳料はご用意頂く必要はございません。
●宗派によってお経のお時間が変わります。
●お申込後のキャンセルはご遠慮ください。

お見積り・ご相談
お坊さん、僧侶さんのお手配･ご紹介

お坊さん.jp

〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤 4 丁目 5-16

24 時間受付

―紹介手数料は無料です―

0120-624-629

https://obousan.jp

菩提寺のある方（檀家になられている方）は必ず菩提寺の許可を頂いた後に当社をご利用ください。

戒名 ( 法名･法号 ) 授与
各宗派の寺院住職様･副住職様がご戒名をお授けします。
戒名とは一般的には死後の世界（浄土）で仏教徒になった証として授かる名前のことです。
文字通り、厳しい戒律を守って仏門に入った人が授かる名前のことです。
この世の名前は「俗名」、あの世の名前が「戒名」です。

浄土真宗 ( 東･西 )
釋･釋尼・・・・・ 法名料
院釋･院釋尼・・・ 法名料

20,000 円
100,000 円

＊本願寺派は女性でも釋を用いる場合があります。

日蓮宗
信士・信女・・・・

法号料

院信士･院信女・・・ 法号料
院日信士･院日信女・ 法号料
院居士･院大姉・・・ 法号料

20,000 円
50,000 円
100,000円
150,000円

浄土宗 真言宗 曹洞宗 臨済宗 天台宗 宗派不問

20,000 円
居士・大姉・・・・ 戒名料
50,000 円
院居士･院大姉・・ 戒名料
150,000円
信士・信女・・・・ 戒名料

●お電話でお申込みの場合は「注文書」を郵送、メールや FAX でお申込みの場合は振込情報をご返信いたします。

●お坊さんが訪問して授与する場合は別途交通費 5,000 円が必要です。（一部の地域では対応できない場合がございます）
●すべて前入金（振込）をお願いしております。
●お振込手数料はお客様のご負担となります。

●着金確認後にお坊様よりお電話が入り、故人様のお人柄等をお尋ね致します。
●お打ち合せ後にお坊様より戒名授与証または半紙を郵送させて頂きます。
●ご入金頂いてから郵送までに 3 〜 7 日必要になります。

●訪問授与で読経を希望される場合は別途読経料が必要になります。
●お申込後のキャンセルはご遠慮ください。

■先祖の法名位が高くても、ご子息が先祖に合わせる必要はありません。

ご夫婦で法名位を合わせられるのが一般的ですので、夫が釋ならば、妻は釋尼。

夫が院釋ならば、妻は院釋尼になります。( 男性法名が高い位でも差し支えありません )

お見積り・ご相談
お坊さん、僧侶さんのお手配･ご紹介

お坊さん.jp

〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤 4 丁目 5-16

24 時間受付

0120-624-629

https://obousan.jp

菩提寺のある方（檀家になられている方）は必ず菩提寺の許可を頂いた後に当社をご利用ください。

永代供養寺院の無料紹介

「永代供養墓」は、お墓（墓地・墓石）を購入するのと違い、永代供養料を一式支払えば、
永代供養墓と永代にわたる供養の全てをお寺に任せることができます。
大切なご先祖様を寺院が責任を持って永代にわたりご供養してくれます。

永代供養墓のメリット
●周辺の清掃など、お寺が定期的に管理をしていただけます。
●命日や盆彼岸など、定期的に供養（読経）していただけるお寺もあります。
●境内墓地と違い、檀家にならなくても購入できます。
宗旨宗派に関係なく、自分の宗派がわからない方も納骨ができます。
※檀家になることが条件とされる寺院もございます。
●お墓の管理ができなくなってもお寺が供養・管理を行ってくれます。
●墓石代がかかりませんので、墓地使用料が安く済みます。
●天候に左右されず、お墓参りできるお墓もあります。
●お墓（墓地・墓石）を購入するのと違い、永代供養料を一式支払えば、
永代供養墓と永代にわたる供養の全てをお寺に任せることができます。
※管理費が必要になる寺院もございます。

永代供養墓はこんな方にご購入いただいております
●自分が亡くなって、子供や親戚に迷惑をかけたくない。

●お墓になるべくお金をかけたくない。かけられない。

●独身で身寄りがなく、跡継ぎもいないのでお墓を継ぐ人がいない。 ●先祖のお墓を守るのが金銭的に負担となっている。
●お寺の檀家に入りたくない。檀家の付き合いをしたくない。 ●宗旨宗派にこだわりたくないと思っている。

お見積り・ご相談
全国寺院ネットワーク・お坊さんジェイピー

永代供養ネット

〒453-0801 名古屋市中村区太閤 4 丁目 5-16

ご相談は午前 9 時〜午後 6 時

0120-931-168

https://ever-jp.com

永代供養

菩提寺のある方（檀家になられている方）は必ず菩提寺の許可を頂いた後に当社をご利用ください。

