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ちとせ市民斎場ちとせ市民斎場

千歳葬殿千歳葬殿

◆千歳葬殿 洋室ホールプラン◆

いまむら会会員価格
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■ご案内図

※葬儀・寺院・飲食接待合計 　2017年日本消費者協会アンケート調査参考値※葬儀・寺院・飲食接待合計 　2017年日本消費者協会アンケート調査参考値

＊本当に知りたいのは、葬儀費用の総額＊＊本当に知りたいのは、葬儀費用の総額＊

北海道の葬儀費用合計平均154万円

▲家族でおくるプラン C16の祭壇例

《上記価格に消費税が別途かかります》

※表示価格は消費税別です

（税別）（税別）（税別）（税別）

家族でおくるプラン C16

466,900466,900466,900466,900
■式場、洋室ホールC（最大80名収容可）
　控室/和室、僧侶1名
　会葬者ご家族10名

❶祭壇料（いまむら会会員価格）

❷祭壇生花料・・・・・・・・

❸光熱費・・・・・・・・・・・

❹葬儀諸経費・・・・・・

120,000円

16,000円

40,000円

159,200円

335,200円

❺会葬礼状・香典返し・・・無し

❻接待費※・・・・・・・・・

❼火葬場送迎バス※

91,700円

40,000円

◎さらに会員ポイントが12,775ポイントつきます。
　（※印以外の合計255,500円の5％）

◎僧侶へのお礼と集合写真料金は含まれません。
◎いまむら会のポイントは後日当社及び今村花店
　にて、1ポイント1円でお買物に使えます。
　（※印は、いまむら会のポイント対象外です。）ここまでの小計

総額 466,900円

（いまむら会会員割引30,000円含む・会員以外は150,000円）
祭壇設置／棺・位牌・骨箱一式／安置用布団・掛布／枕四華花
・枕仏花／後飾用段（貸仏具含む）／遺影写真（カラー）

式場洋室／控室和室1泊分

仏衣／掛布／骨上げセット／ドライアイス／僧侶用足袋／
遺品ケース／祭壇供物・ローソク・線香・香／後飾用花（自宅用）
納棺師派遣※／搬送車・霊柩車※

貸布団10組／枕飾供物・式場御霊供膳団子／僧侶用菓子
夕食10食／朝食10食／昼食10食／通夜用・火葬場用飲
物10,000円分

円円円円

▲プラン DE35の祭壇例

プラン DE35

■式場、洋室ホールDE（最大200名収容可）
　控室/和室、僧侶1名
　会葬者50名（内親族10名）の場合

❼火葬場送迎バス※ 40,000円

◎さらに会員ポイントが26,225ポイントつきます。
　（※印以外の合計524,500円の5％）

◎僧侶へのお礼と集合写真料金は含まれません。
◎いまむら会のポイントは後日当社及び今村花店
　にて、1ポイント1円でお買物に使えます。
　（※印は、いまむら会のポイント対象外です）

❶祭壇料（いまむら会会員価格）

❷祭壇生花料・・・・・・・・

❸光熱費・・・・・・・・・・・・

❹葬儀諸経費・・・・・・

170,000円

150,000円

70,000円

256,200円

646,200円

❺会葬礼状・香典返し

❻接待費※・・・・・・・・

29,000円

121,700円

ここまでの小計

総額 836,900円

会葬礼状50枚／香典返し@500円×50個（いまむら会会員割引30,000円含む会員以外は200,000円）
祭壇設置／棺・位牌・骨箱一式／安置用布団・掛布／枕四華花
・枕仏花／後飾用段（貸仏具含む）／遺影写真（カラー）

式場洋室／控室和室1泊分

仏衣／掛布／骨上げセット／ドライアイス／
僧侶用足袋／遺品ケース／祭壇供物・ローソク・線香・香／
後飾用花（自宅用）／納棺師派遣※／搬送車・霊柩車※／
司会※／受付会計※

貸布団10組／枕飾供物・式場御霊供膳団子／僧侶用菓子
夕食10食／朝食10食／昼食10食／通夜用オードブル1個
通夜用・火葬場用飲物10,000円分／法要用引物＠3,000円
×10個（僧侶1名分含む）

（税別）（税別）（税別）（税別）836,900836,900836,900836,900円円円円

北海道福祉のまちづくり賞受賞施設

ちとせ市民斎場 千歳市清流2丁目2-3（国道337号線沿い遺跡公園隣）

ちとせ市民斎場千歳葬殿
総合受付☎（0123）49-2244 大駐車場完備

北海道福祉の
まちづくり賞
受賞施設

0120-365-187 ★入会金無料
★会費無料　★掛け金なし

いまむら会 会員募集中!!
いまむら会入会者及び会員希望者に

「あんしんノート」無料進呈! !
▼入会ご希望の方、お電話ください! （数量限りあり）
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【本 社】

有限会社  いまむら
代表取締役 今村 靜男

千歳市清水町3丁目19番地

ポイント倶楽部いまむら会
いまむら会はお支払い額に対して課税前額の5％分の
ポイントを差し上げます。そのポイントを、1ポイント＝
1円で当社または今村花店にてご利用いただけます。
葬儀祭壇割引もあります。（一部ポイント非対象品有）

《上記価格に消費税が別途かかります》

※表示価格は消費税別です
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あけぼの公園 日の出 3丁目 10:20〜10:50
旭ヶ丘 3丁目 8-19 前 旭ヶ丘 3丁目 11:10〜11:40
桜木町内会館 桜木 1丁目 14:20〜14:50

北桜コミュニティセンター 北斗 5丁目 15:10〜15:50

蘭越生活館 新星 1丁目 10:20〜10:50
支笏湖支所・保育所 支笏湖温泉 11:20〜11:40
支笏湖小学校 支笏湖温泉 12:45〜13:30
支笏湖支所 支笏湖温泉 13:40〜14:10

支笏湖ビジターセンター 支笏湖温泉 14:15〜14:40

千歳第二小学校 清流 1丁目 10:05〜10:40
駒里保育所 駒里 945 11:10〜11:30
駒里小中学校 駒里 945 12:30〜13:10
旧こまマート 駒里 2219 13:20〜13:50
千歳科学技術大学 美々 758 14:00〜15:00

北コミュニティセンター 釜加 362-3 10:30〜10:50
長都 2号公園 長都駅前 4丁目 11:10〜11:50
ほくよう児童館 勇舞 3丁目 14:20〜15:00
長都 5号公園 北陽 3丁目 15:10〜15:50

ハスカップ公園 豊里 2丁目 10:20〜10:50
あずさ 2号公園 あずさ 3丁目 11:10〜11:40
向陽台公園駐車場 福住 1丁目 13:40〜14:10
いずみさわ児童館 柏陽 2丁目 14:20〜14:50
向陽台公共駐車場 白樺 2丁目 15:00〜15:30

ブッくんが止まるところ 住所 時間ブッくんが止まるところ 住所 時間
泉郷集会所（公民館泉郷分館） 泉郷 289-17 11:10〜11:50
中央コミュニティセンター 中央 539 12:00〜12:20

稲穂町内会館 稲穂 1丁目 14:30〜15:00
鉄東コミュニティセンター 青葉 5丁目 15:20〜15:50

カタツムリ公園 清流 5丁目 10:20〜11:00
東千歳中学校 幌加 731 12:15〜12:45
東小学校 東丘 824 12:50〜13:20
東部支所 東丘 824 13:30〜14:00

暢寿園 富丘 2丁目 10:30〜11:20
北新コミュニティセンター 新富 2丁目 13:40〜14:10
ひばりヶ丘 3号公園 北光 3丁目 14:30〜15:00

富丘コミュニティセンター 富丘 4丁目 15:10〜15:40

ゆうしんかん みどり台北 2丁目 10:20〜11:00
ちとせっこセンター 花園 4丁目 13:20〜14:10

寿町内会館 寿 1丁目 14:30〜15:00
祝梅コミュニティセンター 弥生 2丁目 15:10〜15:40

しなの公園 信濃 2丁目 10:10〜10:40
しなの児童館 富士 2丁目 10:50〜11:20
富士 1号公園 富士 4丁目 11:30〜12:00
若草町内会館 若草 3丁目 14:20〜14:50
向陽台公共駐車場 白樺 2丁目 15:00〜15:30

毎月第 1・3 週目にブッくんが来る地域 毎月第 2・4 週目にブッくんが来る地域

千歳市立図書館
千歳市真町 2196 番地の 1　　☎︎ 0123-26-2131

【指定管理者】（株）山三ふじや

◦�借りたい本と千歳市立図書館利用カードをカウンターへ
お持ちください。図書館で借りている本と合わせて 20冊
まで借りることができます。返却期限は
次の巡回日までです。
◦�利用カードを持っていない方でもその場
でカードをお作りし、本が借りられます。

4月  6日・20日
5月  4日・18日

4月  7日・21日
5月  5日・19日

4月  1日・15日
5月  6日・20日

4月  2日・16日
5月   7日・21日

4月  3日・17日
5月  1日・15日

4月 13日・27日
5月 11日・25日

4月 14日・28日
5月 12日・26日

4月  8日・22日
5月 13日・27日

4月   9日・23日
5月 14日・28日

4月 10日・24日
5月   8日・22日

44月・月・55月月
ブッくんブッくんがが

来来るる日日

火曜日 火曜日

水曜日 水曜日

木曜日 木曜日

金曜日
金曜日

土曜日 土曜日

ブッくんブッくんブッくんブッくんブッくんブッくん
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ブッくんブッくん

問合せ

利用方法
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