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お葬式をもっとわかりやすく 

 

FAITH-CEREMONY 

選べる花祭壇カタログ 
 

 

 

 

 

 

花祭壇カタログサイト 

 

 

 

 

使用する花材は季節や仕入れ状況によって異なる場合があります ご了承ください 

 

問合せ・申込み 0120-85-1194 24時間 365日 
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家族葬 白木祭壇プラン、一日葬用花祭壇プランに 

当カタログ記載の金額を加えるとご希望の花祭壇へ

変更となります。※直葬プランではご利用頂けません 

生花祭壇のお花は最後お柩へお納め頂きます。家族葬や

一日葬など、少人数のお葬式で祭壇脇の供花が少ない場

合でも花祭壇であれば安心です。 



花祭壇 Aタイプ （４パターン） ※15 名くらいまでの家族葬に最適な花祭壇です                                            

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋44,000 円（税込）で花祭壇 A タイプに変更 

 

 

A-1 幅 1.8ｍ 

ご遺影下は胡蝶蘭 

下段はカーネーションなど 

 

 

 

A-2 幅 1.8ｍ 

ご遺影下は胡蝶蘭 

下段はスプレーマム,カーネーションなど 

 

 
A-3 幅 1.8ｍ 

カーネーションやカスミソウなど 

 
A-4 幅 1.8ｍ 

カーネーションやカスミソウなど 

 

いずれの花祭壇も色合い調製可能です 

（例：A-1 を男性向きに，A-2 をピンク系になど） 
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花祭壇 Bタイプ （8 パターン＋季節の花祭壇） ※30 名くらいまでの家族葬に最適                            

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋77,000 円（税込）で花祭壇 B タイプに変更 

 

 

B-1 幅 1.8ｍ 

ご遺影下は胡蝶蘭 

下段は菊,カーネーションなど 

 

 

 

B-2 幅 1.8ｍ 

ご遺影周りは胡蝶蘭 

下段はオンシジュウム,菊など 

 

 

 

B-3 幅 1.8ｍ 

菊,ユリ,バラ,トルコキキョウなど 

 

B-4 幅 1.8ｍ 

バラ,ユリ,カーネーションなど 

 

いずれの花祭壇も色合い調製可能です 

（例：B-2 をピンク系に，B-4 を男性向きな色合いになど） 
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花祭壇 Bタイプ （8 パターン＋季節の花祭壇） ※30 名くらいまでの家族葬に最適                            

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋77,000 円（税込）で花祭壇 B タイプに変更 

 

 

B-5 幅 1.8ｍ 

バラ,ユリ,カーネーションなど 

 

 

 

B-6 幅 1.8ｍ 

菊,胡蝶蘭,バラ,オンシジュウムなど 

 

 

 

B-7 幅 2.4ｍ 

カーネーション,カスミソウなど 

※写真脇はバスケットタイプ 

 

B-8 幅 2.4ｍ 

ご遺影下は胡蝶蘭（白） 

下段はスプレーマム,カーネーションなど 

 

いずれの花祭壇も色合い調製可能です 

（例：B-7 をホワイト一色に,B-8 をブルー系になど） 
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「季節の花祭壇」Bタイプ  ※季節限定の花祭壇，30 名くらいまでの家族葬に最適                            

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋77,000 円（税込）で季節の花祭壇 B タイプに変更 

 

 

季節の花祭壇Ｂ 「春」 幅 1.8ｍ 

期間  3月 1日～4月 30日 

 

 

 

季節の花祭壇Ｂ 「夏」 幅 1.8ｍ 

期間 5月 1日～8月 31日 

 

 

 

季節の花祭壇Ｂ 「秋」 幅 1.8ｍ 

期間 9月 1日～10月 31日 

 

季節の花祭壇Ｂ 「冬」 幅 1.8ｍ 

期間 11月 1日～2月末日 

 

 

花材の仕入れ状況によっては期間中であっても制作できない場合があります ご了承ください 

 

 

 

B タイプ 3/3【Page.05】 



花祭壇 Cタイプ （12 パターン＋季節の花祭壇） ※50 名くらいまでのお葬式に最適                             

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋132,000 円（税込）で花祭壇 C タイプに変更 

 

 

C-1 幅 2.4ｍ 

ご遺影写真の周りは胡蝶蘭 

下段は菊,カーネーション,スターチスなど 

 

 

 

C-2 幅 2.4ｍ 

ご遺影写真の周りは胡蝶蘭 

下段は菊,カーネーション,スターチスなど 

 

 

 

C-3 幅 2.4ｍ 

バラ,ユリ,菊,カスミソウなど 

 

C-4 幅 2.4ｍ 

デンファレ,バラ,ユリ,カーネーションなど 

 

 

いずれの花祭壇も色合い調製可能です 

（例：C-1 を C-2 の色合いに変更 など） 
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花祭壇 Cタイプ （12 パターン＋季節の花祭壇） ※50 名くらいまでのお葬式に最適                             

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋132,000 円（税込）で花祭壇 C タイプに変更 

 

 

C-5 幅 3.0ｍ 

ご遺影写真の周りは胡蝶蘭（白） 

下段はスプレーマム,カーネーションなど 

 

 

C-6 幅 3.0ｍ 

ご遺影写真の周りは胡蝶蘭（白） 

下段はスプレーマム,カーネーションなど 

 

 

C-7 幅 3.0ｍ 

胡蝶蘭,カーネーション,デンファレなど 

 

C-8 幅 3.0ｍ 

胡蝶蘭,カーネーション,カスミソウなど 

 

いずれの花祭壇も色合い調製可能です 

C-5～8 は 3.0ｍの幅広タイプです 
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花祭壇 Cタイプ （12 パターン＋季節の花祭壇） ※50 名くらいまでのお葬式に最適                             

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋132,000 円（税込）で花祭壇 C タイプに変更 

 

 

C-9 幅 2.4ｍ 

カーネーション,デンファレ,菊など 

 

 

 

C-10 幅 2.4ｍ 

菊,トルコキキョウ,ユリなど 

 

 

 

C-11 幅 3.0ｍ 

胡蝶蘭,カーネーション,カスミソウなど 

 

C-12 幅 3.0ｍ 

胡蝶蘭,カーネーション ,カスミソウなど 

 

いずれの花祭壇も色合い調製可能です 

C-11，Ｃ-12 は 3.0ｍの幅広タイプです 
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「季節の花祭壇」Ｃタイプ  ※季節限定の花祭壇，50 名くらいまでのお葬式に最適                            

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋132,000 円で季節の花祭壇Ｃタイプに変更 

 

 

季節の花祭壇Ｃ 「春」 幅 2.7ｍ 

期間  3月 1日～4月 30日 

 

 

 

季節の花祭壇Ｃ 「夏」 幅 2.7ｍ 

期間 5月 1日～8月 31日 

 

 

 

季節の花祭壇Ｃ 「秋」 幅 2.7ｍ 

期間 9月 1日～10月 31日 

 

季節の花祭壇Ｃ 「冬」 幅 2.7ｍ 

期間 11月 1日～2月末日 

 

 

花材の仕入れ状況によっては期間中であっても制作できない場合があります ご了承ください 
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花祭壇Ｄタイプ （16 パターン＋季節の花祭壇） ※80 名くらいまでのお葬式に最適                             

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋198,000 円（税込）で花祭壇Ｄタイプに変更 

 

 

D-1 幅 3.0ｍ 

ご遺影の周りは胡蝶蘭 

下段は菊,カーネーション,トルコキキョウなど 

 

 

 

D-2 幅 3.0ｍ 

ご遺影の周りは胡蝶蘭 

下段はカーネーション,菊,スターチスなど 

 

 

 

D-3 幅 3.0ｍ 

バラ,ユリ,カーネーション,カスミソウなど 

 

D-4 幅 3.0ｍ 

オンシジュウム,トルコキキョウ,カーネーションなど 

 

 

いずれの花祭壇も色合い調製可能です 

（例：D-1 を D-2 のようなピンク系に変更 など） 
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花祭壇Ｄタイプ （16 パターン＋季節の花祭壇） ※80 名くらいまでのお葬式に最適                             

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋198,000 円（税込）で花祭壇Ｄタイプに変更 

 

 

D-5 幅 2.4ｍ 

バラ,ユリ,カスミソウ,カーネーションなど 

 

 

 

D-6 幅 2.4ｍ 

胡蝶蘭,ユリ,バラ,カスミソウなど 

 

 

 

D-7 幅 2.4ｍ 

トルコキキョウ,ユリ,カーネーションなど 

 

D-8 幅 2.4ｍ 

トルコキキョウ,ユリ,バラ,カーネーションなど 

 

 

いずれの花祭壇も色合い調製可能です 

（例：D-1 を D-7 のようなブルー系に変更 など） 
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花祭壇Ｄタイプ （16 パターン＋季節の花祭壇） ※80 名くらいまでのお葬式に最適                             

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋198,000 円（税込）で花祭壇Ｄタイプに変更 

 

 

D-9 幅 3.6ｍ（ハートモチーフ） 

オンシジュウム,ユリ,バラ,カーネーションなど 

 

 

 

D-10 幅 3.6ｍ（リボンモチーフ） 

ユリ,カーネーション,菊,カスミソウなど 

 

 

 

D-11 幅 3.6ｍ 

胡蝶蘭,キク,カーネーション,カスミソウなど 

 

D-12 幅 3.6ｍ 

胡蝶蘭,カーネーション,カスミソウなど 

 

いずれの花祭壇も色合い調製可能です 

（例：デザインは D-11 で色合いは D-12 のような白系に変更 など） 

D-9～D-12 は 3.6ｍの幅広タイプです 
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花祭壇Ｄタイプ （16 パターン＋季節の花祭壇） ※80 名くらいまでのお葬式に最適                             

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋198,000 円（税込）で花祭壇Ｄタイプに変更 

 

 

D-13 幅 3.0ｍ 

カーネーション,カスミソウなど 

 

 

 

D-14 幅 3.6ｍ 

キク,カスミソウなど 

 

 

 

D-15 幅 3.6ｍ 

カーネーション,カスミソウなど 

 

D-16 幅 3.0ｍ 

カーネーション,カスミソウなど 

 

いずれの花祭壇も色合い調製可能です  

（例：D-13 を白系に変更,D-15 を男性向きに変更 など） 

※両脇の供花は別途ご注文品です 
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「季節の花祭壇」Dタイプ  ※季節限定の花祭壇，80 名くらいまでのお葬式に最適                            

家族葬 白木祭壇、一日葬用花祭壇プランに ＋198,000 円で季節の花祭壇 D タイプに変更 

 

 

季節の花祭壇Ｄ 「春」 幅 3.6ｍ 

期間  3月 1日～4月 30日 

 

 

 

季節の花祭壇Ｄ 「夏」 幅 3.6ｍ 

期間 5月 1日～8月 31日 

 

 

 

季節の花祭壇Ｄ 「秋」 幅 3.6ｍ 

期間 9月 1日～10月 31日 

 

季節の花祭壇Ｄ 「冬」 幅 3.6ｍ 

期間 11月 1日～2月末日 

 

 

花材の仕入れ状況によっては期間中であっても制作できない場合があります ご了承ください 
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