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レジェンドメモリアル

【各種サービス・商品などの価格や料金に関して】
※一部の商品を除き、「すべて税込価格」の表示となっております

スペースメモリアル®
【宇宙葬】

宇宙に輝く──夢に満ちた最期の旅立ち

4
7

オーシャンメモリアル®

【海洋散骨】

母なる海へと見送る、感動のセレモニー

8
11

誉れ高き聖地の中で、偉大なる先人達と共に眠る──

24
25

【ウィーン中央霊園への埋葬プラン】

まごころの墓じまい

26
27

お墓が遠くて手入れが負担になってきた。
お墓のことで子供たちに迷惑をかけたくない。
そういったお悩みを解決し、
新しいスタートをはじめるために、
墓じまいを選ばれる方が増えています。

大地に還る─生命の循環への共鳴

グリーンメモリアル®
【自然葬・樹木葬】

28

その他のサービス
【永代供養/赤坂一ツ木陵苑】 29

外国人の方が
お亡くなりになられた際の
総合サポートサービス
【エンバーミング・海外搬送】

30
31

その他の供養

12
23

手のひら供養
大切な人と、ずっと一緒にいたい…そんな思いに応える商品です

【手元供養】
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▲2015年11月「Tribute Flight」の打ち上げ前のセレモ
ニーで、ロケットに向けてご遺族のメッセージを読
み上げる銀河メモリアルサービスのスタッフ。

スペースメモリアル®は、銀河ステージが所属する国際通信社グループの登録商標です。

スペースメモリアル® （※要事前申込　※別途費用が掛かります）

①標準クラス・シングル 容量1g
②標準クラス・ツイン 容量2g
③ファーストクラス・シングル 容量3g
④ファーストクラス・ツイン 容量7g

①
②

③ ④

　スペースメモリアルでは、大切な人の“最期の旅立ち”に相応しい、4つ
の壮大なプランをご用意しております。また、遺灰を搭載するカプセル
も、4種類ご用意しております。「宇宙に憧れていたあの人の夢を叶えて
あげたい」「月を見上げれば、大切なあの人の想い出が蘇るようにしたい」
「生前、仲が良かった両親の遺灰を揃って宇宙に散骨してあげたい」な
ど、ご要望に応じて最適なプランをお選びください。

　ロケットの打ち上げはアメリカで行われます。スペースメモリアルで
は、お申し込み頂いたお客様を対象にツアーを実施しており、希望され
たお客様は、打ち上げ前日に行われる施設見学やセレモニーなどにご参
加頂けます。
　ツアー・セレモニーに参加できるのは、搭乗者のご家族と関係者だけ。
大切な人を宇宙に見送るという経験を共にする人たちと一緒に過ごす
時間は、一生忘れられない想い出となります。
　また、ツアーに参加できない場合でも、メッセージをお書き頂ければ
セレモニーにて銀河メモリアルサービスのスタッフが代読致します。

セレモニーの様子やフライト時の
映像が収められています。

デジタルフォトフレーム
フライト時のお写真、故人様のお写
真、ワッペンなどが掲載された証明
書を、額縁に入れてお渡し致します。

打ち上げ証明書
セレモニーやフライトの様子をまと
めた記念誌です。

スペースメモリアル通信

※各プランの詳細は、P 6～7をご覧ください。

宇宙飛行プラン 人工衛星プラン 月旅行プラン 宇宙探検プラン

「スペースメモリアル（宇宙葬）」は、
ご遺灰を収めたカプセルをロケットに搭載し、
宇宙空間へと打ち上げる散骨プランの一種です。
初めて宇宙葬が実施された1997年以降、アメリカや日本など
世界中の人々のご遺灰が宇宙空間へと打ち上げられています。
「銀河メモリアルサービス」は、宇宙葬で豊富な実績を持つ
アメリカの企業の公認を受けており、
アメリカにある専用の施設で打ち上げを実施しています。

Space Memorial

願いを叶える、4つのプラン。
想いに応える、4種類のカプセル。

宇宙へと旅立った想い出を、形に──。
スペースメモリアルだけの、オリジナルサービス。

スペースメモリアル・4つのプラン

搭乗者のご家族だけが参加できる、特別なセレモニーにご参加頂けます。

フライト完了後、「デジタルフォトフレーム」などの記念品を贈呈致します。

遺灰封入カプセル

【宇宙葬】

宇宙に輝く──夢に満ちた最期の旅立ち

生前申込みは、どの飛行プランを選ばれても55,000円です。申し込まれた方は、各プランの飛行料金から、
55,000円が差し引かれます。詳しくは担当者におたずねください。

今、銀河ステージの提供する宇宙葬「スペースメモリアル」を生前予約すると、特典として、購入者のお名前
が記載されている記念品3種類（写真）が申し込み後に届きます。宇宙への旅をご予約されていることを忘れ
ぬために、お部屋に飾ったり携帯するなどしてご利用頂けます。

搭乗予約記念品

生前予約申込特典

搭乗券 メモリアルスタンド 証明カード
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　ご遺灰を収めたカプセルをロケットに搭載し、宇宙空間※へと打ち上
げるプランです。ロケットは、アメリカ・ニューメキシコ州にある世界初
の商業宇宙船発着基地「スペースポート・アメリカ」より打ち上げられま
す。
　2014年10月の 「Conestoga Flight」 では2名の、2015年11月の「Tribute 
Flight」 では3名の、2018年9月の「Starseeker Flight」では12名の日本人
を含む世界中の人々のご遺灰が宇宙空間へと打ち上げられました。
※宇宙空間とは、国際航空連盟やNASAが定義する“カーマン・ライン（海抜高度100km）”
を越えた領域を指します。

Tribute Flightで使用されたロケット

※プランやサービスについて不明な点があれば、お
気軽にお尋ねください。

※生前予約も承っております。詳しくは、担当者に
お尋ねください。

電話、FAX、またはメールにて
ご連絡ください。申込書など、必
要な書類を郵送致します。

お申込み

宇宙飛行プラン プラン番号／GS-01

1
必要事項を記入の上、書類をご
返送ください。合わせて、搭乗者
様の写真もお送りください。
※お写真は、証明書やスペースメモリ
アル通信に使用致します。

書類返送 2
契約時に現金、もしくは銀行振
込で代金をお支払いください。
クレジットカードでのお支払い
を希望される場合は事前にお伝
えください。

お支払い 3
入金確認後、「遺灰収納キット」
をお送り致します。キットに含ま
れる「遺灰収納容器」にご遺灰を
収めて、ご返送ください。

遺灰収納キット返送 4
「遺灰収納容器」到着後、遺灰は
カプセルに移され、アメリカへと
送られます。その後、ロケットに
搭載され、宇宙空間に打ち上げ
られます。

施行 5

※為替が大きく変動した場合、料金が変わることがあります。

人工衛星プラン プラン番号／GS-02

　アメリカ航空宇宙局（NASA）の協力で、1999年より行っているプラン
です。カプセルをロケットに搭載して月面までお運び致します。

※為替が大きく変動した場合、料金が変わることがあります。

月旅行プラン プラン番号／GS-03

　カプセルを宇宙帆船（深宇宙探査機）に搭載して、宇宙空間へと打ち上
げるプランです。宇宙帆船は、宇宙の果てを目指していつまでも飛び続
けます。次回の宇宙探検プランは宇宙帆船「サンジャマー（Sunjammer）」
を使用する計画です。

※為替が大きく変動した場合、料金が変わることがあります。

宇宙探検プラン プラン番号／GS-04

お申込みの流れ

※為替が大きく変動した場合、料金が変わることがあります。

495,000円標準クラス・シングルGS-01a

742,500円
990,000円
1,485,000円GS-01d

GS-01c
GS-01b 標準クラス・ツイン

ファーストクラス・シングル
ファーストクラス・ツイン

1,045,000円標準クラス・シングルGS-02a

1,567,500円
2,090,000円
3,135,000円GS-02d

GS-02c
GS-02b 標準クラス・ツイン

ファーストクラス・シングル
ファーストクラス・ツイン

2,750,000円標準クラス・シングルGS-03a

4,070,000円
5,500,000円
8,140,000円GS-03d

GS-03c
GS-03b 標準クラス・ツイン

ファーストクラス・シングル
ファーストクラス・ツイン

2,750,000円標準クラス・シングルGS-04a

4,070,000円
5,500,000円
8,140,000円GS-04d

GS-04c
GS-04b 標準クラス・ツイン

ファーストクラス・シングル
ファーストクラス・ツイン

　ご遺灰を収めたカプセルを人工衛星に搭載して宇
宙空間へと打ち上げるプランです。打ち上げは、
NASA専用の施設（ケネディ宇宙センターなど）で行
われます。
　人工衛星は、宇宙空間到達後、最長で240年間にわ
たって軌道上を周回します。これまでに打ち上げら
れた人工衛星には、宇宙飛行士ゴードン・クーパー、

「スタートレック」の俳優ジェームス・ドゥーアンをは
じめ、世界各国約320名のご遺灰が搭載されました。
　2019年6月25日の「Heritage Flight」では、9名の日本
人を含む世界中の人々のご遺灰が宇宙空間へと打ち
上げられました。
　人工衛星の現在位置はホームページなどでも確認
できます。

スペースメモリアル
【宇宙葬】公式サイト

実施日
1997年 4月 21日
1998年 1月 6日
1998年 2月 10日
1999年 12月 20日
2001年 9月 21日
2006年 1月 19日
2007年 4月 28日
2008年 8月 2日
2009年 5月 2日
2010年 5月 4日
2011年 5月 20日

フライト名
Founders Flight
Luna 01 Flight
Ad Astra Flight
Millennial Flight
Odyssey Flight
New Horizons Flight
Legacy Flight
Explorers Flight
Discovery Flight
Pioneer Flight
Goddard Flight

プラン
人工衛星プラン
月旅行プラン
人工衛星プラン
人工衛星プラン
人工衛星プラン
宇宙探検プラン
宇宙飛行プラン
人工衛星プラン
宇宙飛行プラン
宇宙飛行プラン
宇宙飛行プラン

実施日
2012年 5月 22日
2013年 6月 21日
2014年 10月 23日
2015年 11月 6日
2018年 9月 18日
2019年　6月 25日
2021年　1月 25日

フライト名
New Frontier Flight
Centennial Flight
Conestoga Flight
Tribute Flight
Starseeker Flight
Heritage Flight
Horizon Flight

プラン
人工衛星プラン
宇宙飛行プラン
宇宙飛行プラン
宇宙飛行プラン
宇宙飛行プラン
人工衛星プラン
人工衛星プラン

1997年の初フライト以降、2021年1月までの間に
計18回のフライトが実施されています。

QRコードから
過去の施行を
参照頂けます

Tel  0120-426-388
Fax  06-6531-8056
Mail info@ginga-net.com

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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　ご遺灰を収めたカプセルをロケットに搭載し、宇宙空間※へと打ち上
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す。
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Flight」 では3名の、2018年9月の「Starseeker Flight」では12名の日本人
を含む世界中の人々のご遺灰が宇宙空間へと打ち上げられました。
※宇宙空間とは、国際航空連盟やNASAが定義する“カーマン・ライン（海抜高度100km）”
を越えた領域を指します。

Tribute Flightで使用されたロケット

※プランやサービスについて不明な点があれば、お
気軽にお尋ねください。

※生前予約も承っております。詳しくは、担当者に
お尋ねください。

電話、FAX、またはメールにて
ご連絡ください。申込書など、必
要な書類を郵送致します。

お申込み

宇宙飛行プラン プラン番号／GS-01

1
必要事項を記入の上、書類をご
返送ください。合わせて、搭乗者
様の写真もお送りください。
※お写真は、証明書やスペースメモリ
アル通信に使用致します。

書類返送 2
契約時に現金、もしくは銀行振
込で代金をお支払いください。
クレジットカードでのお支払い
を希望される場合は事前にお伝
えください。

お支払い 3
入金確認後、「遺灰収納キット」
をお送り致します。キットに含ま
れる「遺灰収納容器」にご遺灰を
収めて、ご返送ください。

遺灰収納キット返送 4
「遺灰収納容器」到着後、遺灰は
カプセルに移され、アメリカへと
送られます。その後、ロケットに
搭載され、宇宙空間に打ち上げ
られます。

施行 5

※為替が大きく変動した場合、料金が変わることがあります。

人工衛星プラン プラン番号／GS-02

　アメリカ航空宇宙局（NASA）の協力で、1999年より行っているプラン
です。カプセルをロケットに搭載して月面までお運び致します。

※為替が大きく変動した場合、料金が変わることがあります。

月旅行プラン プラン番号／GS-03

　カプセルを宇宙帆船（深宇宙探査機）に搭載して、宇宙空間へと打ち上
げるプランです。宇宙帆船は、宇宙の果てを目指していつまでも飛び続
けます。次回の宇宙探検プランは宇宙帆船「サンジャマー（Sunjammer）」
を使用する計画です。

※為替が大きく変動した場合、料金が変わることがあります。

宇宙探検プラン プラン番号／GS-04

お申込みの流れ

※為替が大きく変動した場合、料金が変わることがあります。

495,000円標準クラス・シングルGS-01a

742,500円
990,000円
1,485,000円GS-01d

GS-01c
GS-01b 標準クラス・ツイン

ファーストクラス・シングル
ファーストクラス・ツイン

1,045,000円標準クラス・シングルGS-02a

1,567,500円
2,090,000円
3,135,000円GS-02d

GS-02c
GS-02b 標準クラス・ツイン

ファーストクラス・シングル
ファーストクラス・ツイン

2,750,000円標準クラス・シングルGS-03a

4,070,000円
5,500,000円
8,140,000円GS-03d

GS-03c
GS-03b 標準クラス・ツイン

ファーストクラス・シングル
ファーストクラス・ツイン

2,750,000円標準クラス・シングルGS-04a

4,070,000円
5,500,000円
8,140,000円GS-04d

GS-04c
GS-04b 標準クラス・ツイン

ファーストクラス・シングル
ファーストクラス・ツイン

　ご遺灰を収めたカプセルを人工衛星に搭載して宇
宙空間へと打ち上げるプランです。打ち上げは、
NASA専用の施設（ケネディ宇宙センターなど）で行
われます。
　人工衛星は、宇宙空間到達後、最長で240年間にわ
たって軌道上を周回します。これまでに打ち上げら
れた人工衛星には、宇宙飛行士ゴードン・クーパー、

「スタートレック」の俳優ジェームス・ドゥーアンをは
じめ、世界各国約320名のご遺灰が搭載されました。
　2019年6月25日の「Heritage Flight」では、9名の日本
人を含む世界中の人々のご遺灰が宇宙空間へと打ち
上げられました。
　人工衛星の現在位置はホームページなどでも確認
できます。

スペースメモリアル
【宇宙葬】公式サイト

実施日
1997年 4月 21日
1998年 1月 6日
1998年 2月 10日
1999年 12月 20日
2001年 9月 21日
2006年 1月 19日
2007年 4月 28日
2008年 8月 2日
2009年 5月 2日
2010年 5月 4日
2011年 5月 20日

フライト名
Founders Flight
Luna 01 Flight
Ad Astra Flight
Millennial Flight
Odyssey Flight
New Horizons Flight
Legacy Flight
Explorers Flight
Discovery Flight
Pioneer Flight
Goddard Flight

プラン
人工衛星プラン
月旅行プラン
人工衛星プラン
人工衛星プラン
人工衛星プラン
宇宙探検プラン
宇宙飛行プラン
人工衛星プラン
宇宙飛行プラン
宇宙飛行プラン
宇宙飛行プラン

実施日
2012年 5月 22日
2013年 6月 21日
2014年 10月 23日
2015年 11月 6日
2018年 9月 18日
2019年　6月 25日
2021年　1月 25日

フライト名
New Frontier Flight
Centennial Flight
Conestoga Flight
Tribute Flight
Starseeker Flight
Heritage Flight
Horizon Flight

プラン
人工衛星プラン
宇宙飛行プラン
宇宙飛行プラン
宇宙飛行プラン
宇宙飛行プラン
人工衛星プラン
人工衛星プラン

1997年の初フライト以降、2021年1月までの間に
計18回のフライトが実施されています。

QRコードから
過去の施行を
参照頂けます

Tel  0120-426-388
Fax  06-6531-8056
Mail info@ginga-net.com

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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　銀河ステージでは、「貸切散骨」「合同散骨」「代理散骨」などのプラ
ンの他、ワンランク上のサービスを提供する「プレミアムプラン」も
ご用意しております。
　いずれのプランも海洋散骨に必要なサービスは全て含まれてお
りますので、安心してご利用頂くことができます。また、オプション
サービスについても様々な種類を取り揃えております。ご要望に合
わせてご利用ください。

※各プランの詳細は、P10～11をご覧ください。

海洋散骨 貸切 海洋散骨 合同 海洋散骨 代理

日本全国はもちろん、海外でも、
ご希望の海での散骨を承ります。

選べる各種のプラン。
充実のオプションサービス。

　銀河ステージでは、海洋散骨が初めての方でも安心して気持ち良
く散骨して頂けるように、経験豊富なスタッフがお手伝いさせて頂
いております。また、安全面にも細心の注意を払っており、海・船に
精通したスタッフがお客様の安全を守っております。
※悪天候や海上不良によってお客様の安全を確保できないと判断した場合は、やむ
をえず出航を中止することがあります。悪天候・海上不良によって延期となった場
合は、後日、希望の日程で散骨を実施致します。

初めての方でも安心してご利用頂ける、
万全のサポート体制

オーシャンメモリアルの主なプラン

散骨可能エリア

　銀河ステージでは、北は北海道、南は沖縄まで、大阪湾をはじめとした西日本の海、東京湾・　相模湾
などの東日本の海での散骨を中心に、日本全国各地での海の散骨を承っております。
　出航場所についても、全国各地にある様々なマリーナや港から出港可能。お気軽にご相談ください。

【北海道】小樽沖、函館湾 【東　北】松島湾沖　　【北陸日本海】若狭湾沖、富山湾

【関　東】東京湾（東京・横浜）、相模湾 【東　海】伊勢・三河湾、駿河湾

【近　畿】大阪湾（大阪・神戸）、和歌山、南紀白浜

【中　国】牛窓沖、広島沖 【四　国】松山沖、高松沖、須崎沖、徳島沖

【九　州】博多湾、天草灘、鹿児島湾 【沖　縄】沖縄

《プレミアム》
スカイプラン【ヘリ】

《プレミアム》
スカイプラン【セスナ】

《プレミアム》
名勝散骨プラン

《ペット散骨》
プラン各種

オーシャンメモリアル®
【海洋散骨】

母なる海へと見送る、感動のセレモニー

生前、愛していた思い出の海に、
大切なあの人を還してあげたい──。
「銀河ステージ」では、故人様、そしてご家族様の
想いを叶えるための海洋散骨プランを提供しております。
経験豊富なスタッフがきめ細かにサポート致しますので、
海洋散骨が初めてという方でも安心して、
安全にご利用頂くことができます。
海洋散骨をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

Ocean Memorial

オーシャンメモリアル®は、銀河ステージが所属する国際通信社グループの登録商標です。

※散骨可能エリア以外でも出港出来る場合があります。お気軽にお問い合わせ下さい。
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　銀河ステージでは、「貸切散骨」「合同散骨」「代理散骨」などのプラ
ンの他、ワンランク上のサービスを提供する「プレミアムプラン」も
ご用意しております。
　いずれのプランも海洋散骨に必要なサービスは全て含まれてお
りますので、安心してご利用頂くことができます。また、オプション
サービスについても様々な種類を取り揃えております。ご要望に合
わせてご利用ください。

※各プランの詳細は、P10～11をご覧ください。

海洋散骨 貸切 海洋散骨 合同 海洋散骨 代理

日本全国はもちろん、海外でも、
ご希望の海での散骨を承ります。

選べる各種のプラン。
充実のオプションサービス。

　銀河ステージでは、海洋散骨が初めての方でも安心して気持ち良
く散骨して頂けるように、経験豊富なスタッフがお手伝いさせて頂
いております。また、安全面にも細心の注意を払っており、海・船に
精通したスタッフがお客様の安全を守っております。
※悪天候や海上不良によってお客様の安全を確保できないと判断した場合は、やむ
をえず出航を中止することがあります。悪天候・海上不良によって延期となった場
合は、後日、希望の日程で散骨を実施致します。

初めての方でも安心してご利用頂ける、
万全のサポート体制

オーシャンメモリアルの主なプラン

散骨可能エリア

　銀河ステージでは、北は北海道、南は沖縄まで、大阪湾をはじめとした西日本の海、東京湾・　相模湾
などの東日本の海での散骨を中心に、日本全国各地での海の散骨を承っております。
　出航場所についても、全国各地にある様々なマリーナや港から出港可能。お気軽にご相談ください。

【北海道】小樽沖、函館湾 【東　北】松島湾沖　　【北陸日本海】若狭湾沖、富山湾

【関　東】東京湾（東京・横浜）、相模湾 【東　海】伊勢・三河湾、駿河湾

【近　畿】大阪湾（大阪・神戸）、和歌山、南紀白浜

【中　国】牛窓沖、広島沖 【四　国】松山沖、高松沖、須崎沖、徳島沖

【九　州】博多湾、天草灘、鹿児島湾 【沖　縄】沖縄

《プレミアム》
スカイプラン【ヘリ】

《プレミアム》
スカイプラン【セスナ】

《プレミアム》
名勝散骨プラン

《ペット散骨》
プラン各種

オーシャンメモリアル®
【海洋散骨】

母なる海へと見送る、感動のセレモニー

生前、愛していた思い出の海に、
大切なあの人を還してあげたい──。
「銀河ステージ」では、故人様、そしてご家族様の
想いを叶えるための海洋散骨プランを提供しております。
経験豊富なスタッフがきめ細かにサポート致しますので、
海洋散骨が初めてという方でも安心して、
安全にご利用頂くことができます。
海洋散骨をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

Ocean Memorial

オーシャンメモリアル®は、銀河ステージが所属する国際通信社グループの登録商標です。

※散骨可能エリア以外でも出港出来る場合があります。お気軽にお問い合わせ下さい。
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　船をチャーターして海洋散骨を行うプランです。船を貸し切り、ご家族や友人・知人など親しい人達だけで散
骨を行うので、心ゆくまでゆっくりとお別れして頂くことができます。
　銀河ステージでは、お客様に心からご満足頂ける海洋散骨を実現できるように、 どんなご要望にも柔軟にお
応えしております。親しい人達だけでゆっくりと故人様を見送りたいという方は、ぜひご利用ください。

※上記料金は、8名様で乗船された場合の参考価格です。8名様以上で乗船される場合、追加料金が掛
かります。

※粉骨を希望される場合、別途料金が掛かります（1柱につき27,500円）。
※地域により出張料・船舶チャーター追加料が発生する場合があります。

海洋散骨 貸切 プレミアムプランプラン番号／GO-01

●船舶使用に関する一切の費用（チャーター料、燃料費、桟橋使用料、乗船保険など）
●水溶紙袋（1袋）　●献花用花籠A（1籠）　●献酒（1本）　●献水（1本）
●デジタルフォトフレーム（1つ）　●散骨証明書（※額付き）（1つ）

242,000円～
 

　銀河ステージのスタッフがご遺骨をお預かりし、心を込めて故人様のご遺骨を散骨するプランです。船が苦
手で乗船するのが難しいという方をはじめ、事情があってご自身で散骨することができない方にお勧めしてお
ります。散骨の様子は、フォトアルバムと散骨証明書にて報告させて頂きます。

※通常のプランにペット散骨を組み合わせることも可能です。詳しくはお問い合わせください。

ペットもご家族同様にお考えの方に、各種海洋散骨プランをご用意しております。

プランに含まれるサービス

※代理委託プランでは、ご遺族様が船に乗船することはできません。
※実施日程・エリアについてはお問い合わせください。

●遺骨の粉骨加工（1柱分）　●水溶紙袋（1袋）　●献花用花籠A（1籠）
●献酒（1本）　●献水（1本）　●フォトアルバム（1つ）
●散骨証明書（※ラミネート加工）（1つ）

プランに含まれるサービス

※上記料金は、1組2名様で乗船された場合の参考価格です。
※粉骨を希望される場合、別途料金が掛かります（1柱につき27,500円）。

●船舶使用に関する一切の費用（チャーター料、燃料費、桟橋使用料、乗船保険など）
●水溶紙袋（1袋）　●献花用花籠A（1籠）　●献酒（1本）　●献水（1本）
●デジタルフォトフレーム（1つ）　●散骨証明書（※ラミネート加工）（1つ）

海洋散骨 代理プラン番号／GO-03 55,000円
 

　2組以上のご家族が一緒に乗船して海洋散骨を行うプランです。複数のご家族が同じ場所で散骨を行い
ますが、どのご家族様にもご満足頂ける形で故人様とお別れして頂けるよう、最大限に配慮しております。
　乗船人数は1組につき2名様までとさせて頂いておりますので、少人数での散骨をお考えの方や、低予算
で散骨をしたいという方にお勧めです。

献花用花びら
《商品番号 GS-OP03》

2,200円

献花用花籠A
《商品番号 GS-OP04》

4,400円

献花用花籠B
《商品番号 GS-OP05》

6,600円
献花用花籠C

《商品番号 GS-OP06》13,200円

献酒
《商品番号 GS-OP11》

2,200円～

352,000円
プラン番号／GO-07

ペット散骨
プラン番号／GOP-01
プラン番号／GOP-02
プラン番号／GOP-03

429,000円～
プラン番号／GO-06

605,000円～
プラン番号／GO-05

海洋散骨 合同 プラン番号／GO-02132,000円

散骨証明書（額付き）
《商品番号 GS-OP09》

5,500円

デジタルフォトフレーム
《商品番号 GS-OP10》

16,500円

水溶紙袋
《商品番号 GS-OP07》

2,200円

セスナ、ヘリなどをチャーターして行う、ワンランク上の散骨プランです。

散骨証明書（ラミネート）
《商品番号 GS-OP08》

3,300円

散骨の際に使用する献花や献酒はもちろん、想い出に残る記念の品なども取り揃えております。ご要望に合わせてご利用ください。

ペット・海洋散骨〈貸切〉 ……………… 242,000円
ペット・海洋散骨〈合同〉 ……………… 132,000円
ペット・海洋散骨〈代理〉 ………………… 55,000円

プランに含まれるサービス

オプション一覧
オーシャンメモリアル
【海洋散骨】公式サイト

※ご遺骨の粉骨料込み

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。

　銀河メモリアルサービスでは、汚れたご遺骨を洗浄・除菌・消臭して綺麗な状態に仕上

げる「洗骨サービス」を行っております。ご遺骨を粉骨にする前には、まずご遺骨を綺麗な

状態にする必要がありますので、粉骨をお考えの方はぜひご活用ください。

洗骨サービス プラン番号／GS-OP01

　散骨を行うにあたっては、必ず、ご遺骨を粉骨にしなければなりません。銀河メモリア

ルサービスでは、専用の器材を用い、ご遺骨をとても細かいパウダー状にする「粉骨サー

ビス」を実施しております。

粉骨サービス プラン番号／GS-OP02
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　船をチャーターして海洋散骨を行うプランです。船を貸し切り、ご家族や友人・知人など親しい人達だけで散
骨を行うので、心ゆくまでゆっくりとお別れして頂くことができます。
　銀河ステージでは、お客様に心からご満足頂ける海洋散骨を実現できるように、 どんなご要望にも柔軟にお
応えしております。親しい人達だけでゆっくりと故人様を見送りたいという方は、ぜひご利用ください。

※上記料金は、8名様で乗船された場合の参考価格です。8名様以上で乗船される場合、追加料金が掛
かります。

※粉骨を希望される場合、別途料金が掛かります（1柱につき27,500円）。
※地域により出張料・船舶チャーター追加料が発生する場合があります。

海洋散骨 貸切 プレミアムプランプラン番号／GO-01

●船舶使用に関する一切の費用（チャーター料、燃料費、桟橋使用料、乗船保険など）
●水溶紙袋（1袋）　●献花用花籠A（1籠）　●献酒（1本）　●献水（1本）
●デジタルフォトフレーム（1つ）　●散骨証明書（※額付き）（1つ）

242,000円～
 

　銀河ステージのスタッフがご遺骨をお預かりし、心を込めて故人様のご遺骨を散骨するプランです。船が苦
手で乗船するのが難しいという方をはじめ、事情があってご自身で散骨することができない方にお勧めしてお
ります。散骨の様子は、フォトアルバムと散骨証明書にて報告させて頂きます。

※通常のプランにペット散骨を組み合わせることも可能です。詳しくはお問い合わせください。

ペットもご家族同様にお考えの方に、各種海洋散骨プランをご用意しております。

プランに含まれるサービス

※代理委託プランでは、ご遺族様が船に乗船することはできません。
※実施日程・エリアについてはお問い合わせください。

●遺骨の粉骨加工（1柱分）　●水溶紙袋（1袋）　●献花用花籠A（1籠）
●献酒（1本）　●献水（1本）　●フォトアルバム（1つ）
●散骨証明書（※ラミネート加工）（1つ）

プランに含まれるサービス

※上記料金は、1組2名様で乗船された場合の参考価格です。
※粉骨を希望される場合、別途料金が掛かります（1柱につき27,500円）。

●船舶使用に関する一切の費用（チャーター料、燃料費、桟橋使用料、乗船保険など）
●水溶紙袋（1袋）　●献花用花籠A（1籠）　●献酒（1本）　●献水（1本）
●デジタルフォトフレーム（1つ）　●散骨証明書（※ラミネート加工）（1つ）

海洋散骨 代理プラン番号／GO-03 55,000円
 

　2組以上のご家族が一緒に乗船して海洋散骨を行うプランです。複数のご家族が同じ場所で散骨を行い
ますが、どのご家族様にもご満足頂ける形で故人様とお別れして頂けるよう、最大限に配慮しております。
　乗船人数は1組につき2名様までとさせて頂いておりますので、少人数での散骨をお考えの方や、低予算
で散骨をしたいという方にお勧めです。

献花用花びら
《商品番号 GS-OP03》

2,200円

献花用花籠A
《商品番号 GS-OP04》

4,400円

献花用花籠B
《商品番号 GS-OP05》

6,600円
献花用花籠C

《商品番号 GS-OP06》13,200円

献酒
《商品番号 GS-OP11》

2,200円～

352,000円
プラン番号／GO-07

ペット散骨
プラン番号／GOP-01
プラン番号／GOP-02
プラン番号／GOP-03

429,000円～
プラン番号／GO-06

605,000円～
プラン番号／GO-05

海洋散骨 合同 プラン番号／GO-02132,000円

散骨証明書（額付き）
《商品番号 GS-OP09》

5,500円

デジタルフォトフレーム
《商品番号 GS-OP10》

16,500円

水溶紙袋
《商品番号 GS-OP07》

2,200円

セスナ、ヘリなどをチャーターして行う、ワンランク上の散骨プランです。

散骨証明書（ラミネート）
《商品番号 GS-OP08》

3,300円

散骨の際に使用する献花や献酒はもちろん、想い出に残る記念の品なども取り揃えております。ご要望に合わせてご利用ください。

ペット・海洋散骨〈貸切〉 ……………… 242,000円
ペット・海洋散骨〈合同〉 ……………… 132,000円
ペット・海洋散骨〈代理〉 ………………… 55,000円

プランに含まれるサービス

オプション一覧
オーシャンメモリアル
【海洋散骨】公式サイト

※ご遺骨の粉骨料込み

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。

　銀河メモリアルサービスでは、汚れたご遺骨を洗浄・除菌・消臭して綺麗な状態に仕上

げる「洗骨サービス」を行っております。ご遺骨を粉骨にする前には、まずご遺骨を綺麗な

状態にする必要がありますので、粉骨をお考えの方はぜひご活用ください。

洗骨サービス プラン番号／GS-OP01

　散骨を行うにあたっては、必ず、ご遺骨を粉骨にしなければなりません。銀河メモリア

ルサービスでは、専用の器材を用い、ご遺骨をとても細かいパウダー状にする「粉骨サー

ビス」を実施しております。

粉骨サービス プラン番号／GS-OP02
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手のひら供養
大切な人と、ずっと一緒にいたい…そんな思いに応える商品です

手元供養とは、ご遺骨をお墓に納骨するのではなく、
小さな骨壷に納めるなどしてお手元に残しておくという、
新しい供養のカタチです。
銀河メモリアルサービスでは、
ご遺骨の一部を封入することができるアクセサリーや
手軽に持ち運びできる携帯型の骨壷など、
様々な手元供養品をご用意しております。

ペンダントタイプ

　リング・ペンダント共に、ご遺骨の封入作業は「銀河メモリアルサービス」のスタッフが行います。

ご送付頂いたご遺骨を骨
壺から取り出し、粉骨に致
します。

専用のスプーンを用いて、
ご遺骨を封入致します。

特殊な接着剤と機械を使
用し、専用の機械で照射し
て固定致します。

全ての作業が完了した後、
お客様のお手元にご送付
致します。

ご遺骨の封入について

1 2 3 4

Galaxias シリーズ

  チェーン長
・45cm（女性向け）
・60cm（男性向け）

作業例

※作業手順は商品によって異なります。
  材　質
・シルバー/10金ホワイトゴールド/18金ピンクゴールド/
 18金イエローゴールド/18金ホワイトゴールド/プラチナ

銀河ステージ専属の女性ジュエリーデザイナーによる、特別なデザインで製作されたペンダントです。
ペンダント内部にご遺骨を納めることができます。

※シルバーの60cmは+2,750円。
※10金以上の60cmは+11,000円。

表
裏

表
裏

  チェーン長
・45cm（女性向け）
・60cm（男性向け）

  材　質
・シルバー/10金ホワイトゴールド/18金ピンクゴールド/
 18金イエローゴールド/18金ホワイトゴールド/プラチナ

※シルバーの60cmは+2,750円。
※10金以上の60cmは+11,000円。

【手元供養】

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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手のひら供養
大切な人と、ずっと一緒にいたい…そんな思いに応える商品です

手元供養とは、ご遺骨をお墓に納骨するのではなく、
小さな骨壷に納めるなどしてお手元に残しておくという、
新しい供養のカタチです。
銀河メモリアルサービスでは、
ご遺骨の一部を封入することができるアクセサリーや
手軽に持ち運びできる携帯型の骨壷など、
様々な手元供養品をご用意しております。

ペンダントタイプ

　リング・ペンダント共に、ご遺骨の封入作業は「銀河メモリアルサービス」のスタッフが行います。

ご送付頂いたご遺骨を骨
壺から取り出し、粉骨に致
します。

専用のスプーンを用いて、
ご遺骨を封入致します。

特殊な接着剤と機械を使
用し、専用の機械で照射し
て固定致します。

全ての作業が完了した後、
お客様のお手元にご送付
致します。

ご遺骨の封入について

1 2 3 4

Galaxias シリーズ

  チェーン長
・45cm（女性向け）
・60cm（男性向け）

作業例

※作業手順は商品によって異なります。
  材　質
・シルバー/10金ホワイトゴールド/18金ピンクゴールド/
 18金イエローゴールド/18金ホワイトゴールド/プラチナ

銀河ステージ専属の女性ジュエリーデザイナーによる、特別なデザインで製作されたペンダントです。
ペンダント内部にご遺骨を納めることができます。

※シルバーの60cmは+2,750円。
※10金以上の60cmは+11,000円。

表
裏

表
裏

  チェーン長
・45cm（女性向け）
・60cm（男性向け）

  材　質
・シルバー/10金ホワイトゴールド/18金ピンクゴールド/
 18金イエローゴールド/18金ホワイトゴールド/プラチナ

※シルバーの60cmは+2,750円。
※10金以上の60cmは+11,000円。

【手元供養】

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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※写真はピンクゴールドです

リングタイプ 遺骨ダイヤモンド GINGA

　遺骨ダイヤモンドGINGAは、ご遺骨、ご遺髪から
抽出した炭素のみを原料に、結晶化、カット、研磨の
過程を経てダイヤモンドとし、ジュエリー加工した
手元供養品です。
　ご遺骨、ご遺髪をダイヤモンドにする全工程はス
イス工場にて行われ、ダイヤモンドの品質を保証す
る鑑定書も付きます。

●スイスでのダイヤモンド加工 ３～5カ月
●国内でのジュエリー加工 ３～４週間

製造期間

●ご遺骨、ご遺髪から抽出する炭素のみを使用します。
●製作に必要なご遺骨（灰）は150g、ご遺髪は6gです。
●ご遺骨（灰）は専用容器でお預かりします。

特　　徴

※台座（ルース）は別途料金がかかります。

ダイヤの色

イエロー

クリアー

ブルー

カラット（重量）

0.25～1.0Ct

0.25～1.0Ct

0.25～1.0Ct

直径

4.0～6.5mm

4.0～6.5mm

4.0～6.5mm

価格

429,000円～
539,000円～
561,000円～

ダイヤのみの価格

 サイズ

・5号から
※シルバーの16号以上は1号毎
に+2,200円となります。
※10金以上の16号以上は1号毎
に+3,300円となります。

  材　質

・シルバー/
10金ホワイトゴールド/
18金ピンクゴールド/
18金イエローゴールド/
18金ホワイトゴールド/
プラチナ
※材質によって価格は異なります。

銀河ステージの「手のひら供養」では上記商品を「遺骨ジュエリー」という名称で展開しております。
関心のある方はこちらのQRコードから詳細情報をご参照ください。

遺骨ジュエリー
特設サイト

遺骨サファイア

　サファイアは古くから｢天の宝石・空
の宝石」と呼ばれ聖人の石  ～誠意・真
実・高潔を象徴するもの～として崇め
られてきました。世界初の技術でご遺
骨から抽出したカルシウム成分と天然
サファイアを融合させる、世界にたっ
たひとつのサファイアをお届けします。
　全ての工程を日本国内で行い、成分
分析結果の鑑別書を発行します。

●カルシウム融合 8～10週間
●ジュエリー加工 4～6週間

製造期間

●全ての工程を日本国内で行います。
●必要なご遺骨の量は約20gです。
●遺骨からのみなので生前製作不可。

特　　徴

サファイアの色

ブルー

ピンク

カラット（重量）

0.20～1.0Ct

0.20～1.0Ct

直径

4.0～6.3mm

4.0～6.3mm

価格

275,000円～
275,000円～

サファイアのみの価格

※台座（ルース）は別途料金がかかります。

遺骨ルビー

　ルビーの歴史は古く、産地も限定される
ため極めて貴重な宝石で、人を癒やす力が
あるとされます。その石言葉は「熱情・情熱・
純愛・仁愛・勇気・仁徳」など──。
　そのルビーを遺骨・遺髪から約10の要素
を抽出し、世界初の技術でオーストリアに
て製作いたします。

ルビーの色

レッドのみ

カラット（重量）

0.20Ct～

直径

4.0mm～

価格

327,800円～
※台座（ルース）は別途料金がかかります。

ルビーのみの価格

●各成分融合 2～3カ月
●ジュエリー加工 ３～４カ月

製造期間

●全ての工程をオーストリアで行います。
●カルシウム等の約10の要素を抽出します。
●製作に必要なご遺骨（灰）は50g、ご遺髪は10gです。

特　　徴

髪の毛で
生前製作
可能

髪の毛で
生前製作
可能

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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※写真はピンクゴールドです

リングタイプ 遺骨ダイヤモンド GINGA

　遺骨ダイヤモンドGINGAは、ご遺骨、ご遺髪から
抽出した炭素のみを原料に、結晶化、カット、研磨の
過程を経てダイヤモンドとし、ジュエリー加工した
手元供養品です。
　ご遺骨、ご遺髪をダイヤモンドにする全工程はス
イス工場にて行われ、ダイヤモンドの品質を保証す
る鑑定書も付きます。

●スイスでのダイヤモンド加工 ３～5カ月
●国内でのジュエリー加工 ３～４週間

製造期間

●ご遺骨、ご遺髪から抽出する炭素のみを使用します。
●製作に必要なご遺骨（灰）は150g、ご遺髪は6gです。
●ご遺骨（灰）は専用容器でお預かりします。

特　　徴

※台座（ルース）は別途料金がかかります。

ダイヤの色

イエロー

クリアー

ブルー

カラット（重量）

0.25～1.0Ct

0.25～1.0Ct

0.25～1.0Ct

直径

4.0～6.5mm

4.0～6.5mm

4.0～6.5mm

価格

429,000円～
539,000円～
561,000円～

ダイヤのみの価格

 サイズ

・5号から
※シルバーの16号以上は1号毎
に+2,200円となります。
※10金以上の16号以上は1号毎
に+3,300円となります。

  材　質

・シルバー/
10金ホワイトゴールド/
18金ピンクゴールド/
18金イエローゴールド/
18金ホワイトゴールド/
プラチナ
※材質によって価格は異なります。

銀河ステージの「手のひら供養」では上記商品を「遺骨ジュエリー」という名称で展開しております。
関心のある方はこちらのQRコードから詳細情報をご参照ください。

遺骨ジュエリー
特設サイト

遺骨サファイア

　サファイアは古くから｢天の宝石・空
の宝石」と呼ばれ聖人の石  ～誠意・真
実・高潔を象徴するもの～として崇め
られてきました。世界初の技術でご遺
骨から抽出したカルシウム成分と天然
サファイアを融合させる、世界にたっ
たひとつのサファイアをお届けします。
　全ての工程を日本国内で行い、成分
分析結果の鑑別書を発行します。

●カルシウム融合 8～10週間
●ジュエリー加工 4～6週間

製造期間

●全ての工程を日本国内で行います。
●必要なご遺骨の量は約20gです。
●遺骨からのみなので生前製作不可。

特　　徴

サファイアの色

ブルー

ピンク

カラット（重量）

0.20～1.0Ct

0.20～1.0Ct

直径

4.0～6.3mm

4.0～6.3mm

価格

275,000円～
275,000円～

サファイアのみの価格

※台座（ルース）は別途料金がかかります。

遺骨ルビー

　ルビーの歴史は古く、産地も限定される
ため極めて貴重な宝石で、人を癒やす力が
あるとされます。その石言葉は「熱情・情熱・
純愛・仁愛・勇気・仁徳」など──。
　そのルビーを遺骨・遺髪から約10の要素
を抽出し、世界初の技術でオーストリアに
て製作いたします。

ルビーの色

レッドのみ

カラット（重量）

0.20Ct～

直径

4.0mm～

価格

327,800円～
※台座（ルース）は別途料金がかかります。

ルビーのみの価格

●各成分融合 2～3カ月
●ジュエリー加工 ３～４カ月

製造期間

●全ての工程をオーストリアで行います。
●カルシウム等の約10の要素を抽出します。
●製作に必要なご遺骨（灰）は50g、ご遺髪は10gです。

特　　徴

髪の毛で
生前製作
可能

髪の毛で
生前製作
可能

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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骨　壷 骨　壷

優穏
－ゆのん－
優穏

－ゆのん－

大理石骨壷
大理石ならではの滑らかな質感と重厚感を感じることのでき
る骨壷です。

　表面には三つ葉があしらわれています。
卵型骨壷

薄く繊細でありながら耐久性を備えた
“NARUMI”ボーンチャイナの卵型骨壷
です。

九谷焼骨壷

銀彩・海x1305/x1305-5 銀彩・星x1304/x1304-5銀彩・樹x1303/x1303-5

銀彩・雪x1300/x1300-5 銀彩・花x1301/x1301-5 銀彩・葉x1302/x1302-5

銀彩・光x1306/x1306-5 銀彩・宙x1308/x1308-5銀彩・雲x1307/x1307-5

青白粒・彩x1309/x1309-5 青白粒・翠x1310/x1310-5

銀彩

青白粒

2.3寸（直径75×89mm）

8,800円

20,350円
5寸（直径162×177mm）

銀彩

2.3寸（直径75×89mm）

18,700円

39,600円
5寸（直径162×177mm）

青白粒

九谷焼の最大の魅力は上絵付けです。本焼きの後に絵を付け、さらに焼き直し、
熱を加えたことで、その模様が味となります。五彩に彩られた日本の伝統工芸品である九谷焼は、
モダンな仕上がりとなり、どのような部屋にも置いて頂けるデザインの骨壷です。

手作り黒青流手作り黒青流 手作り虹彩手作り虹彩

  5寸

  4寸

  6寸

  7寸

価格

13,200円

21,780円

34,980円

42,680円

49,280円

 2.3寸

サイズ・品番

瀬戸焼骨壷
　一級陶磁器士が一点ずつ手作りで作り上げる、匠の技がひかる骨壷です。

焼〆焼〆 灰釉ちらし灰釉ちらし

  5寸

  4寸

  6寸

  7寸

価格

14,300円

30,580円

43,780円

62,480円

64,680円

 2.3寸

サイズ・品番

白大理石白大理石 黒大理石黒大理石

価格

11,000円

12,980円

14,080円

15,180円

18,480円

  5寸

  4寸

  6寸

  7寸

 3寸

サイズ・品番

大
直径125×145mm

中
直径80×105mm

価格

15,290円

17,050円

21,780円

小
直径50×60mm

サイズ・品番

x0690m

x0690l

x0690s
x0653
x0663

①
②

① ②

x0654
x0664

①
②

x0655
x0665

①
②

x0656
x0666

①
②

x0657
x0667

①
②

x0632
x0642

①
②

x0634
x0644

①
②

x0635
x0645

①
②

x0636
x0646

①
②

x0637
x0647

①
②

① ②

x0622

x0624

x0625

x0626

x0627

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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骨　壷

ミニ骨壷

全周絵付け
（オプション）
6号 29,150円～

正面 裏面

正面絵付け
（オプション）
6号 21,450円～

備前風
濃茶のみ・絵付不可
6号 11,550円～

釉柄（ゆうがら）
NT型のみ・絵付不可
6号 11,550円～

形・サイズ（6号～21号）・生地の色・絵付けの有無（オプション）などをご選択頂き、
一つひとつに思いを込めて手描きで制作するセミオーダーの骨壷です。

12,980円
x0001

あじさいやコスモス、梅など、主に花をモチーフにした手描きの一点物のミニ骨壷です。
一つひとつに思いを込めて制作致します。手元供養としてだけではなく、
分骨用の骨壷としてもご使用頂けます。

　直径25㎜×高さ30㎜のミニサ
イズの骨壷です。通常の骨壷と
してはもちろん、小さな遺品の
入れ物としてもご活用頂けま
す。巾着袋が付いていますので、
外出する際にも手軽に持ち運ぶ
ことができます。

素材：アルミ製アルマイト加工
付属品：携帯用袋、

銀河ケース（※骨壷を収める小箱）

絵柄例

※KZ・NT・STシリーズとも絵柄は共通です。

青 白

携帯骨壷 With

全7色（①シルバー ②ライトブルー ③ローズ ④オリーブ ⑤チャコール ⑥ゴールド ⑦ロイヤルブルー）

①

②
③ ④

⑤

⑥

⑦

形例

x0010

無地・6号～
11,550円～

x0011

直径60㎜×高さ70㎜～
タイプ・NT

無地・7号のみ
14,300円～

x0012

直径70㎜×高さ80㎜
タイプ・ST

ステンレス容器付き

無地・6号～
11,550円～

直径60㎜×高さ70㎜～
タイプ・KZ

※絵付けはオプション、価格は無地のものです。

骨　壷

無地

濃青 薄青 緑 濃ピンク 薄ピンク 紫 黄色 黒 

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。

備前焼は何も塗らずに土を高温で焼き締めるという自然な製法。その為、非常に割れにくく、通気性にも優れています。
焼成時の灰や炭などによって生み出される備前焼は、一つとして同じ色、同じ模様になりません。
年に一度窯で焼き上げる、世界に一つしかない骨壷です。

備前焼骨壷　てん

日本六古窯の１つ備前焼。
温かみのある骨壷です。

20,350円
2,3寸：直径68mm×高さ98mm

X1100

真鍮骨壺　地球-TERRA-

一つ一つ表情が違い高岡
銅器の着色職人の技が光
るミニ骨壺です。 22,000円

x1400
直径：48mm
高さ：46.5mm
素材：真鍮

有田焼-桃花-

①桃花ピンク X0630p

2.3寸 10,450円

②桃花ブルー X0630b

2.3寸 10,450円
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供養品セット

道祖神を模した信楽焼人形と、台座、ミニ一輪挿し、線香立てが
セットになっています（花・線香は付属していません）。
人形の体にはご遺骨を入れた巾着袋をお納めします。

職人の手で作成する一点もののガラス製供養品です。
骨壷などと組み合わせて使用します。 カラー：桃色、空色

フォトスタンド、ステー
ジ、スパークリングアッ
プルのセット商品です。

フォトスタンドフォトスタンド
18,843円
x0301 ステージ（台座）ステージ（台座）

25,464円
x0302

67,500円
x0312

メモリアルオブジェ3点セット

ガラス工芸骨壷
パルファンパルファン

手作りのガラス加工から生まれるやわらか
な丸みと美しい色合いが特徴の骨壷です。
カラー：①うす萌黄色②桃色③空色④瑠璃色

⑤橙色⑥藍色

カラー：
桃色、空色

25,500円x0015
スパークリングアップルスパークリングアップル

18,500円x0016

夢の景色夢の景色

カラー：空色、桃色、紫紺色※

※紫紺色は価格が異なります
　（小：21,500円、中：34,500円、大：36,500円）。

21,500円x0017（小） (内高45mm×内径45mm)

32,500円x0018（中） (内高65mm×内径65mm)

34,500円x0019（大） (内高95mm×内径95mm)

空色 桃色 紫紺色

ガラス工芸供養品

サイズ：高さ110mm　口径15mm

①
②

③

⑤
⑥

④
サイズ：80mm×100mm 口径30mm

⑭
⑬

⑫

チェルシーポット

⑫セレニティ

⑭ティアドロップ

⑬エタニティ

x1200 41,250円
サイズ：約110×57mm

x1201 44,000円
サイズ：約110×57mm

x1202 38,500円
サイズ：約110×57mm

ガラス工芸骨壷

納骨人形セット ぬくもり納骨人形セット ぬくもり納骨人形セット 合掌納骨人形セット 合掌
20,000円
x0311a

20,000円
x0311b

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。

ペットコティペットコティ 49,500円x0090M

刻印可：ペットのお名前、生年、 没年
素材：天然御影石
サイズ：110ｘ110ｘ140ｍｍ 
骨壷サイズ：2.3寸

より身近に。家族の一員だった大切なペッ
トのための屋内用のお墓です。
御影石など、素材もお選びいただけます。

ペット用供養品
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花供養仏壇

MUSUBI　─むすび─
　MUSUBIの供養花は、特許出願中（実用新案取得済）の技術を
用い、切りたての花の美しい瞬間をそのまま閉じ込めています。
着色も防腐剤も一切使用しておらず、自然の風合いと繊細な色
合いが半永久的に保たれます。

　秋田県の伝統漆器メーカーが丹精込めて仕上げており、大切
な故人を偲ぶ仏壇として十分な、格調と落ち着きを備えていま
す。和風だけでなく洋風のインテリアにも馴染みます。

757,900円MUSUBI・「明星　みょうじょう」 x0801

317,900円MUSUBI・「銀河　ぎんが」 x0802
家具や壁紙の色に合わせやすい色合いの、コンパクトなサイズのお仏
壇です。着色や防腐剤を一切使用せず特殊技術で制作した花は自然
な風合いが、半永久的に保たれます。

　家具とコーディネートできる4色（ダークブラウン、ホワイ
ト、ピンク、ブルー）からお選びいただけます。
　MUSUBIは、27センチ四方の二つの箱からなります。一
方には特許申請中の枯れない供養花を収納しており、もう
一方の箱にはご遺骨（粉骨）や仏具などをしまうことができ
ます。設置場所を移動させたいときや、来客などでお仏壇
を見せたくないときには、箱を重ね、小さくできます。

MUSUBI・「昴　すばる」 537,900円x0800

花
まもり花（mamori-bana）まもり花（mamori-bana）
　生花を加工し、透明樹脂に封印したものです。墓石
への生花は数日で枯れてしまいますが、まもり花は３
～ 6カ月の間保持しますので、長い間、お墓を彩るこ
とができます。またお墓に参った証にもなります。手
元供養品としてお使いの場合は10年以上保持します。
すべて手作りで、花の持ち込みにも対応できます。

x0501 4,620円 x0502 14,080円

桐材の無垢の木目を生かし、細部までこだわったデザイン
とつくりです。
墓石は6種類から選んでいただき、ご遺骨はネームプレー
ト内に納めることが出来ます。桐材と墓石材を組み合わせ
た、故人の記憶であるご位牌やお写真・お骨の欠片を携帯
する新しい手元供養です。

サイズ：73×110mm
重量：約75g

名刺入れサイズ※閉じた状態 28,600円
x1500

桐製遺骨収納フォトフレーム

桐製遺骨収納フォトフレーム「掌」桐製遺骨収納フォトフレーム「掌」

専用ケース付き

【お写真】
思い出のお写真をお入れください。

【彫刻・墓石】
「戒名刻印」のほか、「書道家・書家によるアート風文字」の刻印も可能です。墓
石は、イタリア産の大理石や中国、インド産の御影石など計6種類ご用意して
おりますので、お好みに合わせてお選びください。

手触りの良い質感が特徴の専用ケース

【ネームプレート】
お好きなフォント（欧文 or 和文、明朝・ゴシック・手書き風）をお選びくだ
さい。
プレートの色も「ゴールド・シルバー・透明」よりお選びいただけます。

銀河ステージの「手のひら供養」では、今まで紹介してきた手元供養品以外にも、
多種多様な品物を豊富に取り揃えております。
関心のある方は左のQRコードから是非ご覧ください。

手のひら供養
商品一覧ページ

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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花供養仏壇

MUSUBI　─むすび─
　MUSUBIの供養花は、特許出願中（実用新案取得済）の技術を
用い、切りたての花の美しい瞬間をそのまま閉じ込めています。
着色も防腐剤も一切使用しておらず、自然の風合いと繊細な色
合いが半永久的に保たれます。

　秋田県の伝統漆器メーカーが丹精込めて仕上げており、大切
な故人を偲ぶ仏壇として十分な、格調と落ち着きを備えていま
す。和風だけでなく洋風のインテリアにも馴染みます。

757,900円MUSUBI・「明星　みょうじょう」 x0801

317,900円MUSUBI・「銀河　ぎんが」 x0802
家具や壁紙の色に合わせやすい色合いの、コンパクトなサイズのお仏
壇です。着色や防腐剤を一切使用せず特殊技術で制作した花は自然
な風合いが、半永久的に保たれます。

　家具とコーディネートできる4色（ダークブラウン、ホワイ
ト、ピンク、ブルー）からお選びいただけます。
　MUSUBIは、27センチ四方の二つの箱からなります。一
方には特許申請中の枯れない供養花を収納しており、もう
一方の箱にはご遺骨（粉骨）や仏具などをしまうことができ
ます。設置場所を移動させたいときや、来客などでお仏壇
を見せたくないときには、箱を重ね、小さくできます。

MUSUBI・「昴　すばる」 537,900円x0800

花
まもり花（mamori-bana）まもり花（mamori-bana）
　生花を加工し、透明樹脂に封印したものです。墓石
への生花は数日で枯れてしまいますが、まもり花は３
～ 6カ月の間保持しますので、長い間、お墓を彩るこ
とができます。またお墓に参った証にもなります。手
元供養品としてお使いの場合は10年以上保持します。
すべて手作りで、花の持ち込みにも対応できます。

x0501 4,620円 x0502 14,080円

桐材の無垢の木目を生かし、細部までこだわったデザイン
とつくりです。
墓石は6種類から選んでいただき、ご遺骨はネームプレー
ト内に納めることが出来ます。桐材と墓石材を組み合わせ
た、故人の記憶であるご位牌やお写真・お骨の欠片を携帯
する新しい手元供養です。

サイズ：73×110mm
重量：約75g

名刺入れサイズ※閉じた状態 28,600円
x1500

桐製遺骨収納フォトフレーム

桐製遺骨収納フォトフレーム「掌」桐製遺骨収納フォトフレーム「掌」

専用ケース付き

【お写真】
思い出のお写真をお入れください。

【彫刻・墓石】
「戒名刻印」のほか、「書道家・書家によるアート風文字」の刻印も可能です。墓
石は、イタリア産の大理石や中国、インド産の御影石など計6種類ご用意して
おりますので、お好みに合わせてお選びください。

手触りの良い質感が特徴の専用ケース

【ネームプレート】
お好きなフォント（欧文 or 和文、明朝・ゴシック・手書き風）をお選びくだ
さい。
プレートの色も「ゴールド・シルバー・透明」よりお選びいただけます。

銀河ステージの「手のひら供養」では、今まで紹介してきた手元供養品以外にも、
多種多様な品物を豊富に取り揃えております。
関心のある方は左のQRコードから是非ご覧ください。

手のひら供養
商品一覧ページ

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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▲刻銘版のサンプル

霊廟アーケード全景

中央上下壇・納骨壇イメージ

レジェンドメモリアル

　霊廟アーケード内には36の部屋があり、それぞれの部
屋には、歴代の諸侯・貴族とその一族、著名なオペラ歌手
など数多くの名誉人が眠りについています。「レジェンド
メモリアル」は、その誉れ高きアーケード内の一室「№5」の
部屋にご遺骨を埋葬できるという、まさに夢のようなプラ
ンです。
　「№5」の部屋の壁には優美かつ洗練された格調高い記
念墓碑があり、埋葬者の名前が刻銘版に刻印されます。そ
して、記念墓碑直下には堅牢かつ荘厳な装いの地下石室
があり、ご遺骨は、その石
室内に設置された特別仕
様納骨壇に埋葬致しま
す。

　歴史にその名を残した偉大な先人達は、「特別名誉区32A」と呼ば
れる場所で永遠の眠りについてます。演奏家・作曲家として天才の名
をほしいままにしたモーツァルトの記念碑を中心に、数多くの楽聖・
偉人達の墓碑が並ぶ特別名誉区32Aは、オーストリアにおいて“最も
神聖な領域の一つ”と言われています。
　そして、この特別名誉区32Aと中央正面入り口の間にある霊園参道
の重要な分岐点に位置するのが、「霊廟アーケード」です。

　「ウィーン中央霊園」は、オーストリアの首都・ウィーンに位置し、ヨーロッパで第2位に格付けされている由緒ある霊
園です。世界第2位・250万平方メートルにも及ぶ広大な敷地の中には、まるで庭園のように美しい自然と芸術性に優れ
た建築物・墓碑が建ち並んでおり、ヨーロッパでもとりわけ美しい霊園と謳われています。
　そして、この世界でも屈指の誉れ高き聖地の中には、歴代のオーストリア大統領をはじめ、音楽家や政治家、学者、
将校、医者、建築家、スポーツ選手などの偉人が数多く眠っています。

Legend Memorial

ウィーン中央霊園 霊廟アーケード【AAR-№5】
2110年までの使用権利を貴方に──

ヨーロッパ第2位─高貴な格付けのもと、
世界中の人々から愛される「ウィーン中央霊園」

数多の偉人が眠る聖域「特別名誉区32A」

聖域へと続く誉れ高き標─霊廟アーケードAAR-№5

限定総数310基─偉人達と共に眠る夢を叶える、3つの特別プラン

【ウィーン中央霊園への埋葬プラン】

誉れ高き聖地の中で、偉大なる先人達と共に眠る──

芸術の都、そして音楽の都としても知られているウィーン。

芸術を愛する人にとって聖地とも言えるこの地には、

ベートーヴェン、シュトラウスなど、

偉大なる先人達が眠る「ウィーン中央霊園」があります。

「レジェンドメモリアル」では、その霊園内にある

霊廟アーケードにご遺骨を埋葬致します。

世界でも屈指の誉れ高き聖地の中で偉人達と共に眠る

─人生のフィナーレに相応しいプランです。

霊廟アーケード正面AAR-№5の記念墓碑

標　準　壇 （R-TYPE） 3,300,000円 GL-01
【サイズ】幅230㎜×高さ250㎜×奥行250㎜　【募集区画数】210

標準壇・納骨壇イメージ 特別名誉壇・納骨壇イメージ

中央上下壇 （Q-TYPE） 5,500,000円 GL-02
【サイズ】幅240㎜×高さ250㎜×奥行250㎜　【募集区画数】80

特別名誉壇 （G-TYPE） 11,000,000円 GL-03
【サイズ】幅250㎜×高さ260㎜×奥行260㎜　【募集区画数】20 ▲地下石室の3D立体図。グレーが標準壇、緑が中央上下

　壇、黄色が特別名誉壇。

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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▲刻銘版のサンプル

霊廟アーケード全景

中央上下壇・納骨壇イメージ

レジェンドメモリアル

　霊廟アーケード内には36の部屋があり、それぞれの部
屋には、歴代の諸侯・貴族とその一族、著名なオペラ歌手
など数多くの名誉人が眠りについています。「レジェンド
メモリアル」は、その誉れ高きアーケード内の一室「№5」の
部屋にご遺骨を埋葬できるという、まさに夢のようなプラ
ンです。
　「№5」の部屋の壁には優美かつ洗練された格調高い記
念墓碑があり、埋葬者の名前が刻銘版に刻印されます。そ
して、記念墓碑直下には堅牢かつ荘厳な装いの地下石室
があり、ご遺骨は、その石
室内に設置された特別仕
様納骨壇に埋葬致しま
す。

　歴史にその名を残した偉大な先人達は、「特別名誉区32A」と呼ば
れる場所で永遠の眠りについてます。演奏家・作曲家として天才の名
をほしいままにしたモーツァルトの記念碑を中心に、数多くの楽聖・
偉人達の墓碑が並ぶ特別名誉区32Aは、オーストリアにおいて“最も
神聖な領域の一つ”と言われています。
　そして、この特別名誉区32Aと中央正面入り口の間にある霊園参道
の重要な分岐点に位置するのが、「霊廟アーケード」です。

　「ウィーン中央霊園」は、オーストリアの首都・ウィーンに位置し、ヨーロッパで第2位に格付けされている由緒ある霊
園です。世界第2位・250万平方メートルにも及ぶ広大な敷地の中には、まるで庭園のように美しい自然と芸術性に優れ
た建築物・墓碑が建ち並んでおり、ヨーロッパでもとりわけ美しい霊園と謳われています。
　そして、この世界でも屈指の誉れ高き聖地の中には、歴代のオーストリア大統領をはじめ、音楽家や政治家、学者、
将校、医者、建築家、スポーツ選手などの偉人が数多く眠っています。

Legend Memorial

ウィーン中央霊園 霊廟アーケード【AAR-№5】
2110年までの使用権利を貴方に──

ヨーロッパ第2位─高貴な格付けのもと、
世界中の人々から愛される「ウィーン中央霊園」

数多の偉人が眠る聖域「特別名誉区32A」

聖域へと続く誉れ高き標─霊廟アーケードAAR-№5

限定総数310基─偉人達と共に眠る夢を叶える、3つの特別プラン

【ウィーン中央霊園への埋葬プラン】

誉れ高き聖地の中で、偉大なる先人達と共に眠る──

芸術の都、そして音楽の都としても知られているウィーン。

芸術を愛する人にとって聖地とも言えるこの地には、

ベートーヴェン、シュトラウスなど、

偉大なる先人達が眠る「ウィーン中央霊園」があります。

「レジェンドメモリアル」では、その霊園内にある

霊廟アーケードにご遺骨を埋葬致します。

世界でも屈指の誉れ高き聖地の中で偉人達と共に眠る

─人生のフィナーレに相応しいプランです。

霊廟アーケード正面AAR-№5の記念墓碑

標　準　壇 （R-TYPE） 3,300,000円 GL-01
【サイズ】幅230㎜×高さ250㎜×奥行250㎜　【募集区画数】210

標準壇・納骨壇イメージ 特別名誉壇・納骨壇イメージ

中央上下壇 （Q-TYPE） 5,500,000円 GL-02
【サイズ】幅240㎜×高さ250㎜×奥行250㎜　【募集区画数】80

特別名誉壇 （G-TYPE） 11,000,000円 GL-03
【サイズ】幅250㎜×高さ260㎜×奥行260㎜　【募集区画数】20 ▲地下石室の3D立体図。グレーが標準壇、緑が中央上下

　壇、黄色が特別名誉壇。

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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まごころの墓じまい

お墓が遠くて手入れが負担になってきた。

お墓のことで子供たちに迷惑をかけたくない。

そういったお悩みを解決し、

新しいスタートをはじめるために、

墓じまいを選ばれる方が増えています。

3万件のお墓づくりに携わってきたプロの職人が、
地域の特性に合わせて丁寧にお客様の墓じまい（お
墓の確認、墓石の解体、お骨の送付など）をお手伝
いいたします。

通常墓じまいとは、お墓からご遺骨を取り出し墓石を解体し
更地に戻すことを言います。お客様自身でこれを行うには複
雑な手続きやご遺骨の取り扱いなど、たくさんの時間と労力
がかかります。
煩わしい手続き、霊園や寺院への墓じまいの了承、お墓の工
事業者のやりとりなど、誰もがはじめてのこと。墓じまいは
思った以上に大変な作業です。
すべてのことを一手に引き受け、ご家族のことに集中できる
よう墓じまいをお手伝いします。

より手厚く供養するための
墓じまいです。

墓じまいに含まれる
サービスと料金

墓じまいまごころパック プラン番号／GH-006

47都道府県に
職人がいるので
ご安心ください

銀河ステージが提供する墓じまいサービスは、墓じまいに関わる全ての煩雑なことを一手に引き受け、お客様
が安心して墓じまいができるよう必要なものをワンセットにまとめ、日本全国、同一価格で提供するサービス
です。

墓じまいの流れ墓じまいの流れ

1 写真か現地でお見積り
ご都合に合わせてお見積
もりいただけます。 2 見積書をお届けします

豊富なオプションからお
選びください。 3 ご契約

最終金額と内容をご確認
ください。

6 墓石の解体・処分
お墓のプロが丁寧に解体
します。 5 お骨の取り出し

お骨のパウダー化（粉骨）
や送付も承ります。 4 行政手続き提出

複雑な手続きもお任せく
ださい。

7 墓石を更地に戻します
隣近所に配慮し綺麗に整
地します。 8 工程報告書

お墓の解体状況の写真を
お届けします。

銀河ステージでは、様々な供
養プランをご用意しておりま
す。故人様、ご家族様のご希望
に合わせたご提案をいたしま
す。各種メモリアルサービスを
ご覧ください。

供養

銀河ステージは、“まごころ価格ドットコム”と業務提携しています。

0～2㎡ 217,800円
2～3㎡ 239,800円
3～4㎡ 283,800円
4～5㎡ 327,800円

0～2㎡ 217,800円
2～3㎡ 239,800円
3～4㎡ 283,800円
4～5㎡ 327,800円
※お支払方法は各種ご用意しております。お気軽に担当者にご相談ください。
※日本全国の永代供養墓、納骨堂、自然葬などの次のご供養先も無料で紹介しております。
※次のご供養先へのお骨の送付も上記の金額に含まれています。

墓石の解体処分 お骨の取り出し 行政手続き提出

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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まごころの墓じまい

お墓が遠くて手入れが負担になってきた。

お墓のことで子供たちに迷惑をかけたくない。

そういったお悩みを解決し、

新しいスタートをはじめるために、

墓じまいを選ばれる方が増えています。

3万件のお墓づくりに携わってきたプロの職人が、
地域の特性に合わせて丁寧にお客様の墓じまい（お
墓の確認、墓石の解体、お骨の送付など）をお手伝
いいたします。

通常墓じまいとは、お墓からご遺骨を取り出し墓石を解体し
更地に戻すことを言います。お客様自身でこれを行うには複
雑な手続きやご遺骨の取り扱いなど、たくさんの時間と労力
がかかります。
煩わしい手続き、霊園や寺院への墓じまいの了承、お墓の工
事業者のやりとりなど、誰もがはじめてのこと。墓じまいは
思った以上に大変な作業です。
すべてのことを一手に引き受け、ご家族のことに集中できる
よう墓じまいをお手伝いします。

より手厚く供養するための
墓じまいです。

墓じまいに含まれる
サービスと料金

墓じまいまごころパック プラン番号／GH-006

47都道府県に
職人がいるので
ご安心ください

銀河ステージが提供する墓じまいサービスは、墓じまいに関わる全ての煩雑なことを一手に引き受け、お客様
が安心して墓じまいができるよう必要なものをワンセットにまとめ、日本全国、同一価格で提供するサービス
です。

墓じまいの流れ墓じまいの流れ

1 写真か現地でお見積り
ご都合に合わせてお見積
もりいただけます。 2 見積書をお届けします

豊富なオプションからお
選びください。 3 ご契約

最終金額と内容をご確認
ください。

6 墓石の解体・処分
お墓のプロが丁寧に解体
します。 5 お骨の取り出し

お骨のパウダー化（粉骨）
や送付も承ります。 4 行政手続き提出

複雑な手続きもお任せく
ださい。

7 墓石を更地に戻します
隣近所に配慮し綺麗に整
地します。 8 工程報告書

お墓の解体状況の写真を
お届けします。

銀河ステージでは、様々な供
養プランをご用意しておりま
す。故人様、ご家族様のご希望
に合わせたご提案をいたしま
す。各種メモリアルサービスを
ご覧ください。

供養

銀河ステージは、“まごころ価格ドットコム”と業務提携しています。

0～2㎡ 217,800円
2～3㎡ 239,800円
3～4㎡ 283,800円
4～5㎡ 327,800円

0～2㎡ 217,800円
2～3㎡ 239,800円
3～4㎡ 283,800円
4～5㎡ 327,800円
※お支払方法は各種ご用意しております。お気軽に担当者にご相談ください。
※日本全国の永代供養墓、納骨堂、自然葬などの次のご供養先も無料で紹介しております。
※次のご供養先へのお骨の送付も上記の金額に含まれています。

墓石の解体処分 お骨の取り出し 行政手続き提出

※当ページに掲載されている価格は全て[税込]価格です。
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グリーンメモリアル®【自然葬・樹木葬】
大地に還る─生命の循環への共鳴

グリーンメモリアルは、緑豊かな大地へのお還りを望まれる方向けの自然葬・樹木葬のプランです。
祭祀地、供養の方法によって様々なプランをご用意しております。
大阪府内の緑溢れる自然の中にある霊地にお一人ずつ納骨する「永代供養プラン」、
同霊地に自然石で建てられた合祀墓に納骨する「共同埋葬プラン」、
和歌山県内の公園型墓地の敷地に植えられた桜の木の下に合祀する「桜樹木葬プラン」、
千葉県内【心が「自然に還る」場所】がテーマの霊園にて行う「自然葬プラン」、
日本各地の「自然葬・樹木葬プラン」をご案内できます。

安らかな眠りを叶える、オリジナルプラン

価格

80,000円
価格

300,000円
価格

179,600円

永代供養・/赤坂一ツ木陵苑──

その他のサービス

プラン番号／GG-02 プラン番号／GG-03 プラン番号／GG-05

仏様に見守られて、安心を得たいとお考えの方に

「納骨供養堂」に遺骨を安置、もしくは合祀墓（土に還す）に納骨します。

寺院が定期的に読経回向し、永代に渡り供養していきます。

お独りや跡継ぎのない方、故郷から離れていて近くに墓所をお探しの

方、また、これまでに寺院と縁のなかった方も納骨供養して頂けますし、

法要や改葬などについても、相談に乗ってもらえるので安心です。

【大阪地区】
 宝暦五年（1755年）開山
 柳谷観音大阪別院　銀龍山 泰聖寺（たいしょうじ）

【威徳寺 赤坂一ツ木陵苑】
所在地：東京都港区赤坂4-1-10  経営・管理：宗教法人威徳寺

35,000円～
プラン番号／GS-OP03

納骨地域

【大阪府】
大阪市（天王寺区、城東区、淀川区、

西淀川区、都島区）、
大東市、箕面市、交野市

永代供養 ※永代供養は、他の各種プランと組み合わせることもできます。

自然葬・樹木葬プラン

価格
東京都、神奈川など  関東近郊 242,000円
大阪府、三重県桑名市など 189,000円

価格
東京都、神奈川など  関東近郊 148,500円
大阪府八尾市 310,000円

プラン番号／GG-04

※お探しの地域がございましたら、まずはご相談下さい。 グリーンメモリアル®は、銀河ステージが所属する国際通信社グループの登録商標です。

※生前戒名と永代供養が付属いたします。

アクセス 東京メトロ6 路線が利用できます。

赤坂一ツ木陵苑
永代供養プラン

プラン番号／GG-01

施行地域
東京都、神奈川など関東近郊、
大阪府、三重県桑名市など

施行地域
東京都、神奈川など関東近郊、

大阪府八尾市

施行地域
大阪府八尾市

施行地域
和歌山県田辺市

共同埋葬プラン 自然葬プラン桜樹木葬プラン

施行地域
千葉県

広々した個室タイプの
特別参拝室

曲面ガラスを用いた
開放的な参拝室
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グリーンメモリアル®【自然葬・樹木葬】
大地に還る─生命の循環への共鳴

グリーンメモリアルは、緑豊かな大地へのお還りを望まれる方向けの自然葬・樹木葬のプランです。
祭祀地、供養の方法によって様々なプランをご用意しております。
大阪府内の緑溢れる自然の中にある霊地にお一人ずつ納骨する「永代供養プラン」、
同霊地に自然石で建てられた合祀墓に納骨する「共同埋葬プラン」、
和歌山県内の公園型墓地の敷地に植えられた桜の木の下に合祀する「桜樹木葬プラン」、
千葉県内【心が「自然に還る」場所】がテーマの霊園にて行う「自然葬プラン」、
日本各地の「自然葬・樹木葬プラン」をご案内できます。

安らかな眠りを叶える、オリジナルプラン

価格

80,000円
価格

300,000円
価格

179,600円

永代供養・/赤坂一ツ木陵苑──

その他のサービス

プラン番号／GG-02 プラン番号／GG-03 プラン番号／GG-05

仏様に見守られて、安心を得たいとお考えの方に

「納骨供養堂」に遺骨を安置、もしくは合祀墓（土に還す）に納骨します。

寺院が定期的に読経回向し、永代に渡り供養していきます。

お独りや跡継ぎのない方、故郷から離れていて近くに墓所をお探しの

方、また、これまでに寺院と縁のなかった方も納骨供養して頂けますし、

法要や改葬などについても、相談に乗ってもらえるので安心です。

【大阪地区】
 宝暦五年（1755年）開山
 柳谷観音大阪別院　銀龍山 泰聖寺（たいしょうじ）

【威徳寺 赤坂一ツ木陵苑】
所在地：東京都港区赤坂4-1-10  経営・管理：宗教法人威徳寺

35,000円～
プラン番号／GS-OP03

納骨地域

【大阪府】
大阪市（天王寺区、城東区、淀川区、

西淀川区、都島区）、
大東市、箕面市、交野市

永代供養 ※永代供養は、他の各種プランと組み合わせることもできます。

自然葬・樹木葬プラン

価格
東京都、神奈川など  関東近郊 242,000円
大阪府、三重県桑名市など 189,000円

価格
東京都、神奈川など  関東近郊 148,500円
大阪府八尾市 310,000円

プラン番号／GG-04

※お探しの地域がございましたら、まずはご相談下さい。 グリーンメモリアル®は、銀河ステージが所属する国際通信社グループの登録商標です。

※生前戒名と永代供養が付属いたします。

アクセス 東京メトロ6 路線が利用できます。

赤坂一ツ木陵苑
永代供養プラン

プラン番号／GG-01

施行地域
東京都、神奈川など関東近郊、
大阪府、三重県桑名市など

施行地域
東京都、神奈川など関東近郊、

大阪府八尾市

施行地域
大阪府八尾市

施行地域
和歌山県田辺市

共同埋葬プラン 自然葬プラン桜樹木葬プラン

施行地域
千葉県

広々した個室タイプの
特別参拝室

曲面ガラスを用いた
開放的な参拝室
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　まず葬儀社や大使館、他関係機関から指定された場所へご遺体をお迎えに参り
ます。
　その後、専門の施設でエンバーミングを施し、必要書類の作成や各種申請もこち
らで担当させていただき、出国まで全てサポート（実施）させていただきます。

海外で逝去された方のご遺体を日本国内に搬送、

日本国内で亡くなられた外国の方のご遺体、又はご遺骨を母国まで搬送させて頂きます。

ご遺体を海外へ運ぶには特別な防腐・防疫処置などを行う

エンバーミングという施術が必要です。

銀河ステージは海外渡航邦人や在日外国人、

トラベラー（日本国内に旅行で訪れた方）が亡くなられた際に迅速なサポートを致します。

外国人の方が
お亡くなりになられた際の
総合サポートサービス
日本で亡くなられた方の
母国への搬送をサポートいたします。

銀河ステージ
海外搬送ワンストップサービス

寝台～空輸までのワンストップ
サービス（※価格は安置日数
やお運びする距離により変動）

ご遺体の海外搬送
業界最低水準の価格

24時間体制で迅速かつ丁寧な
対応。

レスポンス良く対応

諸手続き、母国にいるご家族
の対応は海外専任のスタッフ
が対応（世界約30数言語に対
応）

全世界に対応

北海道～沖縄まで日本全国の
寝台が可能、エンバーミング施
設と寝台車、安置施設など多
数の優良業者と提携

幅広い対応地域

エンバーミングは、欧米では一般的な遺体保全

の方法で、ご遺体に防腐・消毒処置を行い、

生前のお姿に最も近づけることのできる

「遺体衛生保全技術」です。

エンバーミングとは

　エンバーミングには、ご遺体の腐敗を抑制
し、清潔な状態を保持するという基本的な役
割のほかに、スケジュールに時間的な余裕が
でき、故人さまの容姿がきれいに整えられる
ことにより、大切な方を亡くされたご遺族の
皆さま方のお気持ちの負担を、少しでも軽減
させていただくという役割もあります。

　慌ただしく葬儀の日程を済ませることだけ
に気を取られることなく、最期にもう一度、故
人さまと向きあえる時間の余裕と価値が生ま
れる、それもエンバーミングならではの特長
です。

海外搬送対応地域と
サービスの一連の流れ

お迎え

エンバーミング処置

衣服の着付けと納棺

書類の準備

フライトチケットの予約

空輸の手続き海外搬送対応地域
駐日大使館・領事館を通じて、世界各国
への搬送に対応しています。

非対応

対応エリア

「外国人の方がお亡くなりになられた際の総合サポートサービス」のサイトでは、
費用やQ&Aなどの詳細情報を記述しております。
より詳しい情報をお求めの方は左のQRコードからご覧ください。

外国人の方が
お亡くなりになられた際の
総合サポートサービス
のサイトへはこちらから

GINGA MEMORIAL SERVICE30 GINGA MEMORIAL SERVICE 31

海
洋
葬

そ
の
他
の
供
養

手
元
供
養

宇
宙
葬



　まず葬儀社や大使館、他関係機関から指定された場所へご遺体をお迎えに参り
ます。
　その後、専門の施設でエンバーミングを施し、必要書類の作成や各種申請もこち
らで担当させていただき、出国まで全てサポート（実施）させていただきます。

海外で逝去された方のご遺体を日本国内に搬送、

日本国内で亡くなられた外国の方のご遺体、又はご遺骨を母国まで搬送させて頂きます。

ご遺体を海外へ運ぶには特別な防腐・防疫処置などを行う

エンバーミングという施術が必要です。

銀河ステージは海外渡航邦人や在日外国人、

トラベラー（日本国内に旅行で訪れた方）が亡くなられた際に迅速なサポートを致します。

外国人の方が
お亡くなりになられた際の
総合サポートサービス
日本で亡くなられた方の
母国への搬送をサポートいたします。

銀河ステージ
海外搬送ワンストップサービス

寝台～空輸までのワンストップ
サービス（※価格は安置日数
やお運びする距離により変動）

ご遺体の海外搬送
業界最低水準の価格

24時間体制で迅速かつ丁寧な
対応。

レスポンス良く対応

諸手続き、母国にいるご家族
の対応は海外専任のスタッフ
が対応（世界約30数言語に対
応）

全世界に対応

北海道～沖縄まで日本全国の
寝台が可能、エンバーミング施
設と寝台車、安置施設など多
数の優良業者と提携

幅広い対応地域

エンバーミングは、欧米では一般的な遺体保全

の方法で、ご遺体に防腐・消毒処置を行い、

生前のお姿に最も近づけることのできる

「遺体衛生保全技術」です。

エンバーミングとは

　エンバーミングには、ご遺体の腐敗を抑制
し、清潔な状態を保持するという基本的な役
割のほかに、スケジュールに時間的な余裕が
でき、故人さまの容姿がきれいに整えられる
ことにより、大切な方を亡くされたご遺族の
皆さま方のお気持ちの負担を、少しでも軽減
させていただくという役割もあります。

　慌ただしく葬儀の日程を済ませることだけ
に気を取られることなく、最期にもう一度、故
人さまと向きあえる時間の余裕と価値が生ま
れる、それもエンバーミングならではの特長
です。

海外搬送対応地域と
サービスの一連の流れ

お迎え

エンバーミング処置

衣服の着付けと納棺

書類の準備

フライトチケットの予約

空輸の手続き海外搬送対応地域
駐日大使館・領事館を通じて、世界各国
への搬送に対応しています。

非対応

対応エリア

「外国人の方がお亡くなりになられた際の総合サポートサービス」のサイトでは、
費用やQ&Aなどの詳細情報を記述しております。
より詳しい情報をお求めの方は左のQRコードからご覧ください。

外国人の方が
お亡くなりになられた際の
総合サポートサービス
のサイトへはこちらから
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【大阪本社】〒550-0012　大阪府大阪市西区立売堀1-7-18
【東京営業所】〒105-0014　東京都港区芝3-15-13 YODAビル5階
【岡山営業所】〒701-3204　岡山県備前市日生町日生2666-86

■お客様問合せセンター

0120-426-388
銀河ステージ公式

フェイスブック ツイッター インスタグラム YouTube


