
お問合せ・お申込みは

真駒内滝野霊園滝之太陽殿 札幌市南区滝野2番地

※このパンフレットは植物油インキを使用しております。 ※このパンフレットの価格はすべて税込表記です。　［有効期限］2023年4月～2024年3月末まで

公式HP

礼拝堂、会食会場で
ご利用いただけるオプションです ご法要利用時間　　10：00～16：00 

※ご予約がない時間は閉鎖しています（休憩コーナーのみ9：00～16：00まで開放）。
供花・供物・その他オプション

※このパンフレットの価格はすべて税込表記です。

祭壇供花・供物セット

円35,000 円50,000LセットMセット円22,000Sセット

1．米　2．酒　3．餅　4．魚　5．海菜
6．野菜　7．果物　8．菓子　9．塩 /水

オプション
榊 330 円 　玉串 330 円

円41,000神道供物9品

共通セット
内容

供花1対 / 菓子 / 果物 / 宗派に合わせた仏膳 /
墓参用セット（供花・線香・ローソク）

ここは思い出をわかちあう場所
故人のお近くで四季折々の美しさを
感じられるこの場所で
思い出のひとときを偲ぶ大切なお席の
お手伝いをさせていただきます。

滝之太陽殿　施設のご案内

礼拝堂

僧侶控室

法要受付休憩コーナー 会食会場

お客様ロッカー室

管理事務所

園内簡略地図

事務手続き・お骨預かりをご利用のお客様
は、当日こちらにお立ち寄りください。

滝之太陽殿
ご法要（礼拝堂・会食）の会場はこちらです。

TEL 011-592-1223 ［経営主体］公益社団法人 ふる里公苑受付時間 9時～16時

（水盤貸出、花冠約 30 個）

線香や焼香を使わず、お 1 人様ずつ
水盤へ花冠を浮かべて献花するお参り方法です。
僧侶をお連れしないご法要などにおすすめです。

※水盤に浮かべるお花の頭を滝野霊園では花冠と呼びます。
かかん

席　札
実施日10日前までの受付

1枚　220円

案内状
2ヶ月前までの受付

1通　600円
※切手代は別途料金（切手の持込みもできます）

返礼品

市内百貨店提携の返礼品を承ります。
カタログをご希望の際はお問合せください。

会食会場・
礼拝堂どちらでも
ご利用いただけ

ます。

円6,000
祭壇オプション  花参り

アレンジ花

円5,500
高さ 約50～60cm　幅 約35～45cm

盛かご（果物）

円5,500
高さ 約15～20cm　幅 約30cm

オス
スメ

　　　　　　※供花・供物は季節によって内容が変更になります。また、内容はご指定いただけません。
※供花供物セットM・Lには一部造花装飾が含まれます。 ※供花供物セットの仏膳は宗派により異なります。
注意事項



移動

移動

お 見 積 り 例

礼　拝　堂
※このパンフレットの価格はすべて税込表記です。

会食会場使用料（90分）

円11,000礼拝堂使用料（30分） 円14,000礼拝堂使用料（60分）

品格溢れる荘厳な祭壇を備えた仏式の会場です。会場を広げら
れるため（※1）大人数や席の間隔を広くあけたご法要にも対応可
能です。

凛とした雰囲気の祭壇を備えている少人数での
ご法要におすすめの会場です。

様々な宗教の読経などの儀式に対応した礼拝堂を完備しており、
各宗旨・宗派に合わせた祭具を会場に用意いたします。
お手荷物を最小限にできる「供花・供物セット」は別途料金にて承ります。

◆礼拝堂使用料　30分

朋の会　会員特別価格 会食会場

お料理、祭壇の供花・供物をお好みで選べる個室会食会場です。
洋室または和室の 2 種類からお選びいただけます。

4～48名様

円46,000円11,000
◆祭壇供花・供物セットM 円35,000

合計

お 見 積 り 例
◆花あかり祭壇セット 円

＋ご飲食代金・サービス料（10％）
21,300円18,000

◆メモリアルコーナー 円3,300
小計

※1　礼拝堂（2）の定員を超える場合は、2部屋分の広さに広げて最大60名様までご利用いただけます。

※全室 祭具一式・線香・ローソクを含みます。 ※各礼拝堂の写真に含まれる供花・供物は別途料金のオプションです。
※お付合いのある寺院へご依頼される場合は、礼拝堂の使用時間を打合せのうえご予約ください。

※礼拝堂での飲食はご遠慮ください。 ※ご予約のお時間より遅れる場合は必ずご連絡をお願いいたします。

円16,50030分 円22,00060分

仏式　20 名様まで礼拝堂（1） 仏式　24 名様まで礼拝堂（2）

神式の祭壇を備えた会場です。
榊・玉串・供物 9 品は別途料金にて承ります。

神式　32 名様まで礼拝堂（3）
モダンで風格のある祭壇と揺らめく灯りにぬくもりを感じられる会場
です。通常のご法要のほか、気兼ねなく故人を偲ぶ会にもおすす
めです。

24 名様まで礼拝堂（5）

ご予約にて承ります。
（実施日10日前までの受付）

ご予約にて承ります。
（実施日10日前までの受付）

祭壇への供花・供物などのご注文を承ります。 「供花・供物・その他オプション」をご覧ください。

※時間延長はご予約時にご指定ください。当日の延長はご予約状況により承れな
い場合がございます。　
※4～11月の土・日・祝日は12時・12時半開始のご予約を承ることができません。

時間延長（30 分） 2,000 円

円5,500
洋室48名様まで 和室32名様まで

花あかり祭壇セット（90分） メモリアルコーナー

円18,000 円3,300思い出の品をお飾りいただける
スペースを用意いたします。

24名様
まで 円8,80025名様

以上

お料理は別紙「法要膳コース」よりお選びください

注意事項

 

会食会場使用料・供花1対・祭壇装飾込み

　　　　　　※会食会場へお供物以外のご飲食物のお持込みはご遠慮ください（持込みされた場合は持込料としてお1人様1,000円を申し受けます）。

※会食会場での読経等はご遠慮ください。 ※ご飲食代金にサービス料10％を別途申し受けます。 ※ご予約のお時間より遅れる場合は必ずご連絡を

お願いいたします。 ※祭壇の供花は季節によって内容が変更になります。 ※全室に線香・ローソクを用意しております。

【納 骨 の 場 合】 お骨・ご遺影・お位牌（白木の位牌・法名軸・過去帳）
 ※お手続きがある場合は、事前手続きをお願いいたします。

【回忌法要の場合】 ご遺影・お位牌（法名軸・過去帳）

※実施日を含む5日前以降のキャンセルはキャンセル料を申し受けます。
※寺院とお付合いがない場合に限り、僧侶手配を承ります（10日前までの受付）。

※園内の移動は各自皆様にてお願いいたします。

［3～4か月前］
寺院などへご相談のうえ日時を決め、

滝野霊園に会場のご予約

［2か月前］
お招きする方を決め、

電話や案内状などで出欠のご確認

ご予約スケジュール 当日のスケジュール

受付
施主様はお時間の 30 分前に
法要受付にお越しください

（ご遺影などをお預かりいたします）

礼拝堂にてご法要
（開始10 分前までにはご着席ください）

墓参・ご納骨

法要受付にてご精算

［1か月前］
お料理・供花・供物・返礼品など
詳細な内容について打合せ

［10日前］
人数やお料理内容・供花・供物・
返礼品の数量などの最終確認

当日のお持物

ご会食

注意事項

お問合せ・お申込みは

真駒内滝野霊園滝之太陽殿札幌市南区滝野2番地

※このパンフレットは植物油インキを使用しております。※このパンフレットの価格はすべて税込表記です。　［有効期限］2023年4月～2024年3月末まで

公式HP

礼拝堂、会食会場で
ご利用いただけるオプションですご法要利用時間　　10：00～16：00 

※ご予約がない時間は閉鎖しています（休憩コーナーのみ9：00～16：00まで開放）。 供花・供物・その他オプション
※このパンフレットの価格はすべて税込表記です。

祭壇供花・供物セット

円 35,000円 50,000 Lセット Mセット 円 22,000 Sセット

1．米　2．酒　3．餅　4．魚　5．海菜
6．野菜　7．果物　8．菓子　9．塩/水

オプション
榊 330円 　玉串 330円

円 41,000 神道供物9品

共通セット
内容

供花1対 / 菓子 / 果物 / 宗派に合わせた仏膳 /
墓参用セット（供花・線香・ローソク）

ここは思い出をわかちあう場所
故人のお近くで四季折々の美しさを
感じられるこの場所で
思い出のひとときを偲ぶ大切なお席の
お手伝いをさせていただきます。

滝之太陽殿　施設のご案内

礼拝堂

僧侶控室

法要受付 休憩コーナー会食会場

お客様ロッカー室

管理事務所

園内簡略地図

事務手続き・お骨預かりをご利用のお客様
は、当日こちらにお立ち寄りください。

滝之太陽殿
ご法要（礼拝堂・会食）の会場はこちらです。

TEL 011-592-1223［経営主体］公益社団法人 ふる里公苑 受付時間 9時～16時

（水盤貸出、花冠約30個）

線香や焼香を使わず、お1人様ずつ
水盤へ花冠を浮かべて献花するお参り方法です。
僧侶をお連れしないご法要などにおすすめです。

※水盤に浮かべるお花の頭を滝野霊園では花冠と呼びます。
かかん

席　札
実施日10日前までの受付

1枚　220円

案内状
2ヶ月前までの受付

1通　600円
※切手代は別途料金（切手の持込みもできます）

返礼品

市内百貨店提携の返礼品を承ります。
カタログをご希望の際はお問合せください。

会食会場・
礼拝堂どちらでも
ご利用いただけ

ます。

円 6,000
祭壇オプション  花参り

アレンジ花

円 5,500
高さ 約50～60cm　幅 約35～45cm

盛かご（果物）

円 5,500
高さ 約15～20cm　幅 約30cm

オス
スメ

　　　　　　※供花・供物は季節によって内容が変更になります。また、内容はご指定いただけません。
※供花供物セットM・Lには一部造花装飾が含まれます。 ※供花供物セットの仏膳は宗派により異なります。
注意事項


