
大野屋テレホンセンター

お墓のこと、
お葬式のこと、お仏壇のこと…

仏事も社会情勢に合わせ変化しています。
最新のお葬式・お墓のスタイルなど、
分かりやすくご案内できる資料です。

今ご不安を抱えている方だけでなく
将来の安心のために「終活」としてもお役立ていただけます。

20万件以上の実績！

お取り扱い窓口

葬儀のご依頼（24時間受付）
仏事・葬儀・お墓に関するご相談（9:00～20:00）

0120-02-8888
http://www.ohnoya.co.jp

大野屋テレホンセンター

365日年中無休／営業時間9:00～20:00

http://www.ohnoya.co.jp

0120-02-8888

0120-22-1888

お墓・お葬式・お仏壇・手元供養の
ことから、仏事の些細な疑問まで、
無料でご相談いただけます。

お電話でも資料請求いただけます。

FAXで資料請求いただけます。

ホームページからも資料請求いただけます。

20万件以上の実績！
年間２万件を超えるご相談が寄せられています。

お名前や個人情報は
お伺いしません。
お名前や個人情報は
お伺いしません。 累計相談件数

商品やサービスのご案内だけではなく、冠婚葬祭
における様々なご相談にお答えしております。

　大野屋のホームページでは、お墓・お
葬式・お仏壇など、仏事に関する情報を
幅広く掲載しており、時代と共に変わりつ
つある昨今のご供養に関する知識やアド
バイスなど、皆様のお役に立てる情報が
満載です。

　また、東京・埼玉・千葉・神奈川など首
都圏の霊園検索もできます。お住まいか
ら近い霊園、永代供養墓のある霊園、家
族同然のペットと一緒に入れるWithペッ
ト区画のある霊園など、さまざまな条件で
の検索も可能です。

資料をご請求いただいた場合のみ、
ご住所などの必要情報をお伺いします。 お墓のこと、

お葬式のこと、お仏壇のこと…
仏事も社会情勢に合わせ変化しています。
最新のお葬式・お墓のスタイルなど、
分かりやすくご案内できる資料です。

今ご不安を抱えている方だけでなく
将来の安心のために「終活」としてもお役立ていただけます。

このページをハサミ等でお切り取りいただき、　　　　　　　FAXで送信してください。

※鉛筆は使用せず、必ず黒のボールペン、またはサインペン等をご使用ください。
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大野屋総合カタログ『WILL』
お墓の建て方ガイド
お墓の引越しガイド
お墓のメンテナンスサービス
あんしん　永代供養ガイドブック
樹木葬「家族永代供養 さくら」（奥多摩霊園）

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

「家族葬」というお葬式について - はじめに -
花で送るお葬式
もしもの時しなければならない100項目
会葬のマナー（一般参列者用）
Soul Jewelry　総合カタログ

ご希望の資料の番号に○をつけてください。

ご住所

お名前

メールアドレス

提携先団体名

お電話番号〒

ご記入頂く個人情報は、資料請求・プレゼント応募・ご相談・お問合せなどに対
し弊社よりご連絡させて頂くために使用いたします。詳しくは弊社ホームページ
（http://www.ohnoya.co.jp）より個人情報保護方針をご覧ください。 ※FAX番号は良く確かめて、おかけ間違いのないようご注意ください。

※特価品や一部の商品・サービスには割引が適用されないものがございます。

大野屋とご提携の企業・団体にご関係の方は提携割引をご利用いただけます。特典

FAX 料金無料

365日年中無休

　
ホームページから資料請求される場合は、資料請求フォームのコメント欄「その他・ご要望」の
ところに　①ご注文番号　②提携先団体名　を、ご記入ください。

無料
で差し上げます。無料
で差し上げます。



ウ ィ ル

最新号を差し上げます！WILL大野屋総合カタログWILL

　ご葬儀のプランから仏壇・仏具、さらに
墓石の知識やお墓の建て方、そして霊園の
ご案内まで掲載された総合カタログです。

　お墓は一生の大きなお買い
物です。大野屋が自信を持って
おすすめする霊園や墓石、彫刻
からメンテナンスに至るまで、
安心してお求めいただくための
情報をたっぷりと掲載しました。

永代供養墓ガイドブック 一般参列者用

奥多摩霊園

総合カタログ

この他にも詳しいカタログ・パンフレットを多数ご用意しております。

大野屋総合カタログ
ウ ィ ル

WILL 最新号を差し上げます！1
ご注文番号

　お墓のことを考え始め
たその時から、お買い求
めになるまでの手順を丁
寧に解説。多様化してい
るお墓の形態や良い墓所
選びのポイント、お墓に
まつわる費用のことまで
を詳しく紹介しています。

建墓のためのご案内

お墓の建て方ガイド2
ご注文番号

　遠くてお参りに行けな
いという理由で、郷里のお
墓を住まいの近くに移転
する「改葬」が近年増えて
います。その手順や手続
きなどを詳しく掲載した、
お墓参りや管理にお困り
の方必見のガイドです。

お墓を移転するための手引き

お墓の引越しガイド3
ご注文番号

　通常のお掃除では落ち
ない墓石の汚れのクリー
ニングや破損の補修な
ど、プロの仕事をご紹介。
地震による墓石の倒壊を
防ぐ免震施工や、墓石の
汚れを防ぐヒカリコーティ
ングもご案内しています。

お墓をきれいに維持するための方法

お墓のメンテナンスサービス4
ご注文番号

　家族葬は故人と家族の
お別れの時間を大切にする
儀式です。一般のお葬式と
大きく異なる「参列者」に
ついての考え方を始めとし
た注意点などを知っていた
だくための入門的な解説を
掲載しています。

こんな葬儀ができたら…の声にお応えします

「家族葬」というお葬式について -はじめに-7
ご注文番号

　後継者がいないので、
お墓を建てられない。近
年増加するこうしたお悩
みに対して、今、大変注
目されている永代供養
墓を詳しくご案内。首都
圏の永代供養墓も多数
紹介しています。

後継者の心配がいらない新しいお墓のカタチ

あんしん5
ご注文番号

　桜の樹を墓標とし、継
承者がいる間は家のお墓
としてご使用いただけるあ
まり例を見ない永代供養
墓です。さらに、墓参され
る方のために通常の墓石
付きの墓域とセットでのプ
ランもご紹介しています。

家族で入れる永代供養墓のご案内

樹木葬「家族永代供養 さくら」6
ご注文番号

　花で送るお葬式は、
大野屋が美しい花にこ
だわったご葬儀プランで
す。参列者の多いご葬儀
からごく身近な方々で行
う家族葬まで、幅広く対
応致します。

葬儀の規模にも幅広く対応

花で送るお葬式8
ご注文番号

墓地・霊園

霊園

葬儀

　ご遺骨の一部を納めて身につけることによって、
常に傍らに故人様を感じることができるソウル・ジ
ュエリーを一堂にご紹介。インテリアとしてお部屋
に置けるミニ骨壺も多数掲載しています。

遺骨ペンダント ソウルジュエリー、ミニ骨壺
11
ご注文番号

　焼香の仕方や不祝儀
袋など宗派によって異な
る作法から、服装や挨拶
などの一般的なマナー
について分かりやすく掲
載しています。一家に一
冊、参列前に目を通して
安心です。

大切な人を、大切に送るために
バッグに入れて携帯できる会葬のマナー10

ご注文番号

手元供養

　ご臨終以降に
しなければならな
い葬儀および公
的な手続きや方
法をまとめた、ご
遺族を支え導く
手順表です。

知っておきたい、事前に準備できること

もしもの時しなければならない１００項目9
ご注文番号

　ご遺骨の一部を納めて身につけることによって、
常に傍らに故人様を感じることができるソウルジ
ュエリーを一堂にご紹介。インテリアとしてお部屋
に置けるミニ骨壺も多数掲載しています。

保
存
や
携
帯
に
便
利
な
両
面
開
き
の
一
冊

商品カタログ編
　もしもの時とそれからの段取りや手続き
など、仏事やご供養に関して知っておきた
い基本的なしきたりなどをまとめました。

仏事ガイド編

　家族葬から大規模な社葬まで、
さまざまなご要望にお応えする
プランを幅広くご紹介。近年増
加している近親者のみの家族葬
（家族葬専用式場）が執り行える
ホールや斎場のマップも掲載
しています。

葬儀
　伝統的な仏壇から、マンション
など畳の無いお部屋にも置ける
インテリア仏壇に仏具も含まれた
セット価格も掲載しています
ので、具体的にご検討されてい
る方にもご参考にしていただけ
ます。

仏壇・仏具
　通夜・告別式などの準備・実施はもとより、
役所などへの各種届け出など、忘れてはならな
い手続きについて、わかりやすく掲載しました。
　特にお葬式は、限られた日数で決めたり実
施しなければならないことがたくさんありま
すが、事前に準備しておけることや事前に良
く調べておくことで、金銭的にも内容的にも
満足のいくお葬式をあげることができます。

お葬式の基礎知識
　大家族から核家族へ。間
取りの多い一戸建てからコン
パクトなマンションへ。ライ
フスタイルの変化に伴い、お
仏壇を含めた日常のご供養
のあり様も変化しています。

　しっかりとした祀り方を守りながら、ライフスタイルに合わ
せたご供養の形をご紹介しています。

お仏壇・手元供養

　「新しくお墓を建てるには？」「お墓の引越しってできるの？」「古くな
ったお墓をきれいにする方法はあるの？」
　知っているようで意外と知らないお墓のことにスポットを当て、建て方
や引越し（改葬）やメンテナンスの方法、また永代供養墓をはじめとした
さまざまなお墓の種類についてご紹介しています。

お墓の基礎知識

すべて無料 ※改訂により予告なく変更となる場合がございます。

ポケットサイズだから

大野屋は、いつでも、あなた様のそばで、お役に立ちたいと考えています。
大野屋のトータルサポート 1935年の創業以来75年の実績に基づき、様々なノウハウを蓄積してきた大野屋なら、お葬式・お墓をはじめ、仏事のあらゆる面のトータルなサポートが可能です。

大切な人を見送り、その絆を記憶にとどめておくために、いつでもあなた様のそばで、仏事のあれこれをお手伝いします。

墓地・霊園 葬儀
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