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受注スタッフに求められる名刺の渡し方といただき方

名刺は定期入れや財布などに入れずに専用の名刺入れに入れて、常時２０枚程度持っているようにします。

なお、名刺入れは、黒か濃い茶色のオーソドックスなデザインのものを使用します。また、余りにも奇抜なデザイ

ンのものは、葬儀には不向きですので持たないようにします。

名刺は専用の名刺入れに入れる

①名刺入れはあらかじめ用意せず、渡す直前にポケットから出す

②名刺を喪主様が読める向きにして、両手の親指と人差し指で持つ

③名刺入れは両手の人差し指と中指で挟んで持つ

④自己紹介とともに、３０度の角度でお辞儀をしながら名刺を渡す

⑤名刺は自分の胸の高さと同じか、多少低い位置で持つ

名刺を渡す相手に好印象を与えるためには、いつも完全な状態の名刺を持つことが大切です。定期的に名刺

の折れや汚れをチェックし、角が折れ曲がっていたり、ボールペンなどの汚れがあった場合はすぐに廃棄します。

名刺の折れや汚れをチェックする

男性の受注スタッフの場合は名刺入れを上着の内ポケットにしまい、女性の受注スタッフの場合は上着のポケ

ットかバッグにしまいます。なお、ズボンのお尻のポケットに名刺入れを入れている男性を見かけることがありま

すが、受け取る側の気持ちを考えるとやめるべきです。

名刺入れのしまい場所に配慮する

名刺を渡す手順

「わたくし、○○葬儀社の□□と申します」

「どうぞ、よろしくお願いいたします」

自己紹介の言葉

名刺と名刺入れの持ち方

■ 喪主様への名刺の渡し方

■ 名刺の取り扱いについて

名刺は胸ポケットに入れる（男性）
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気を付けの姿勢から半歩分右足を後ろに引き、ゆっくりと腰を落とします。カバ

ンは自分の左側に静かに置き、靴に手を添えて片方ずつ脱ぎます。靴を引っ

かけて脱いだり、廊下側にお尻を向けて脱いだりしてはいけません。

③靴に手を添え、片方ずつ脱ぐ

「失礼いたします」 と言う言葉とともに、下座側の足から廊下に上がります。故人

様が安置されている部屋の方向が上座、反対が下座となりますが、不明確な

場合は一般に右方向が上座、左方向が下座となります。廊下に上がる際は、

後ろ向きでは上がらず、必ず前向きで上がります。

④下座側の足から廊下に上がる

■ 玄関の上がり方と言葉遣い

喪家様宅の表札を確認したら、姿勢を正してチャイムを押します。中からの返事を待つ間も気を抜かず、気

を付けの姿勢を保ちます。

①玄関先に立ち、姿勢を正して喪家様宅のチャイムを押す

（受注スタッフ） 「失礼いたします」

（受注スタッフ） 「わたくし、○○葬儀社の□□と申します」

「ご葬儀のお打ち合わせに、お伺いいたしました」

（喪　家　様） 「はい、そうです」

（喪　家　様） 「どうぞ、お入りください」

（受注スタッフ） 「ごめんください」
「こちらは○○様のお宅でしょうか」

喪家様宅の玄関に立ったら廊下側を向いて、姿勢を正して立ちます。カバンは

左手で持ち（右利きの場合）右手は足の中心に中指を当て、指先をしっかりと伸

ばします。

②玄関に立ったら廊下側を向き、姿勢を正して立つ

（喪　家　様） 「どうぞ、お上がりください」

（受注スタッフ） 「おじゃまさせていただきます」

（受注スタッフ） 「この度は、誠にご愁傷様でございます」
「謹んでお悔やみ申し上げます」

（受注スタッフ） 「失礼いたします」

言葉の例

言葉の例

言葉の例
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下座側に体を回転させて腰を落とし、自分の靴の先を入口ドア方向に向けて揃

えます。そして、揃えた靴は、下座側の隅に寄せます。なお、玄関に他の靴があ

った場合は、それぞれ入口ドア方向に向けて並べて置きます。

⑤脱いだ靴を下座側の隅に寄せる

靴を下座側によけたら、喪家様に 「お待たせいたしました」 と言い、打ち合わせの

前に故人様にお焼香をさせていただいてもよいかをたずねます。なお、廊下を歩

くときは、喪家様の後について真っ直ぐ歩きます。

⑥喪家様に挨拶をしてから廊下を歩く

（喪　家　様） 「ありがとうございます」

「お願いします」

（受注スタッフ） 「お待たせいたしました」

「申し訳ございませんが、お打ち合わせの前に、故人様にお線香をあげさせていた
　だいてもよろしいでしょうか」

言葉の例

注意 廊下を歩くときの注意点

喪家様宅の廊下を歩く際は、キョロキョロとあたりを見回すことはせず、きちんと前を見て歩きます。またスリッパをお

借りした場合、スリッパを引きずる「ズルズル」という音や、足の裏にスリッパが当たる「ペタペタ」という音がしないよう

に注意し、できるだけ静かに歩くようにします。

■ 和室におけるお焼香の仕方

①枕飾りの前にある座布団の手前側に正座する
故人様が安置されている部屋に入ったら、枕飾りの前にある座布団には座らず、座布団の手前に静かに正

座をします。なお、腰を下ろしたとき座布団に膝が乗らないように注意します。

②座布団をよける
正座の姿勢で座ったら、座布団の両端に両手を添え、上座側に向かって平行

に移動させます。ただし、上座側に故人様の頭がある場合は、故人様の頭と

は反対側に座布団をよけます。

③膝行を２回して枕飾りに近づく
座布団をよけたら、両手の親指を立てた握りこぶしを両膝の横に置き、膝行を

するための準備をします。そして、両腕に力を入れて膝を軽く浮かせ、足の甲を

滑らせながら、膝行を２回して枕飾りに近づきます。このとき顔はまっすぐ前を向

き、必要以上に上半身を前傾させないように注意します。

※膝行とは…この場合は、膝を軽く浮かせて、腕の力で前へ進むことです。

※

３ 喪家様宅への訪問の仕方と礼儀作法
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葬儀施行単価アップの方策

葬儀の施行単価を上げるためには

４

施行単価アップの方策

・喪家様に仏壇の購入を勧める ・手元供養品や仏花の定期配達をセールス

７ 仏壇や供養品、仏花などの葬儀関連商品を販売する

６ お別れ会や法事を販売する
・家族葬をされる喪家様にお別れ会を案内 ・アフターフォローの際に法事や偲ぶ会をセールス

５ 喪主様に商品のグレードアップを勧める
・グレードアップするメリットを説明 ・会員割引分でのグレードアップ

４ 会葬返礼品の単価アップとプラス１品を勧める
・プラス１品のメリットを説明・少し高めの商品を勧める（経済的余裕がある場合）

３ オプション商品を積極的に販売する
・自社オプション商品の熟知 ・オプション商品購入による喪家様のメリットを説明

２ 葬儀参列者の数をできるだけ増やす
・家族葬の長所と短所を説明 ・家族葬の短所と費用比較で一般葬に移行

１ 受注業務の中で提案販売を心掛ける
・故人様情報の把握と喪主様の葬儀に対する希望の見極め ・過去の事例をデータベース化

１ 受注業務の中で提案販売を心掛ける

故人様についての情報をしっかりと把握する
故人様が、生前どのような方であったのかを、ヒアリングシートなどを使いながら聞き出し、提案販売を頭に置きな

がら情報収集を行います。特に、故人様の年齢や性別、職業、趣味、所属団体などは重要です。

喪主様が何を求めているのかを見極める
喪主様が葬儀に何を求めているのかを、様々な会話の内容を通して把握します。費用の安さだけを求めている

喪主様に対して単価アップを図るのは困難といえます。喪主様が求めているものと単価アップの可能性を冷静に

見極めます。
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過去の事例を参考に提案内容を考える
過去に一度も経験したことがない提案は、大きなリスクが伴いますので、自分又は、他のスタッフが行った事例

を参考にして提案内容を考えます。提案事例をデータベース化しておくと、こうしたときにとても便利です。

提案内容と費用を喪主様に分かりやすく伝える
喪主様への提案は、口で言うよりも提案書や企画書にした方が、より効果的に伝わります。また、提案した企画

がいくら掛かるのかは、喪主様にとっての大きな関心事です。したがって、企画書や図面、写真、見積書などを

駆使して喪主様に訴えます。

２ 葬儀参列者の数をできるだけ増やす

家族葬の長所や短所を喪主様に説明する
家族葬を希望する喪家様に、家族葬の長所と短所を客観的に説明します。特に参列者を制限したことによる葬

儀後のトラブルや、個別に訪れる弔問客への対応の煩雑さなどは、家族葬における特徴的な短所のひとつです。

こうした家族葬の短所を誇張することなくお客様に説明します。

香典を考慮した参考見積書で家族葬と一般葬の費用を比較する
家族葬と一般葬の見積書で、参列者からいただくお香典の予想額と、葬儀費用との差し引きを記載した参考見

積書を提出します。この場合、直接的に掛かる費用が少ない家族葬の方が、お香典との差し引きの結果、一般

葬と負担額がそれほど変わらないということがよくあります。

家族葬の短所と費用比較で一般葬に移行する
葬儀の参列者数を増やすためには、家族葬のお客様に一般葬をご案内して、無理なく一般葬に変えていただく

のが理想といえます。それを実現するためには、 「家族葬は、やめた方がいいですよ」 といった言い方ではなく、

お客様自身の口から 「やっぱり普通のお葬式にするよ」 と言っていただくよう、お客様の立場に立った丁寧な説明

を心掛けます。

３ オプション商品を積極的に販売する

自社で販売しているオプション商品の内容を熟知する
自社で販売しているオプション商品の種類と、それぞれの内容や価格を再確認して、しっかりと頭の中に入れま

す。また、どのようなお客様に、どのようなオプション商品をお勧めするのが最も効果的なのかを研究します。見

込度の高いお客様を見つけるためには、オプション商品の内容を熟知する必要があるのです。

受注業務の中で、必ずオプション商品の内容説明を入れる
「面倒臭い」 とか 「どうせ売れない」 といった理由で、必要最低限の受注業務をしていたのでは、オプション商

品販売の可能性は限りなくゼロに近いといえます。ほんの少しでも見込があったら、必ずオプション商品の説明

を行うことが大事です。諦めない努力が単価アップに結びつくのです。

オプション商品購入による喪家様側のメリットを説明する
オプション商品を販売することは、喪家様に余分な費用を払わせることになるのではないか、という心配は分か

りますが、喪家様はオプション商品の費用を支払う分、オプション商品の価値を得ることができるのです。つまり、
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葬儀受注打ち合わせ業務の進め方

受注打ち合わせ業務の流れ

６

受注打ち合わせ業務では、はじめに故人様や喪主様の葬儀に対する希望を聞き取り、その後葬儀の内容を決

定していきます。なお、打ち合わせは下の図の順番を基本に進めると、漏れなく行うことができます。

１ 喪主様へのご挨拶と死亡診断書の確認
喪主様、ご遺族ご親族への挨拶
死亡診断書の受け取り、死亡届の記入方法の説明

２ 喪主様への基本情報の聞き取り
故人様、喪主様の基本情報（氏名、年齢、続柄等）確認

喪主様の家族構成、職業、故人様及び喪主様の親族関係等を聞き取り

故人様、喪主様の葬儀に対する希望を確認

故人様の人柄等を聞き取り

３ 葬儀の流れと概要の説明
納棺の儀から火葬、初七日法要までの一連の流れを説明

４ 葬儀規模の確認及び施行日時の決定
参列者の予想人数を確認

菩提寺の名前と菩提寺住職の都合を確認

喪家様の都合、火葬場の空き状況を確認

通夜・葬儀の日時と場所を決定

５ 葬儀内容の決定及び打ち合わせ内容の確認
葬儀（祭壇）プランの決定

会葬礼状、会葬返礼品、料理の種類と数を決定

遺影用写真を決定

湯灌、マイクロバスの手配、弔電について確認

見積書作成、打ち合わせ内容の確認
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打ち合わせ場面別の概要と言葉遣い

１ 喪主様へのご挨拶と死亡診断書の確認

②ご遺族やご親族に挨拶をする
打ち合わせの場に、ご遺族やご親族が同席している場合は喪主様だけではなく、ご遺族やご親族にもきちん

とした挨拶が必要です。（葬儀のクレームは、ご遺族やご親族からもたらされるケースもあります）

「わたくし○○家様のご葬儀を担当させていただきます、○○葬儀社の□□と申します」

「精一杯務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします」

「何かご不明な点などございましたら、ご遠慮なくおたずねください」

言葉の例

言葉の例

③喪主様から死亡診断書を受け取る

喪主様から死亡診断書を受け取り、その内容を見ながら葬儀請け書などの基本項目を記入します。なお、

死亡診断書は軽く頭を下げながら、両手で丁寧に受け取ります。

「恐れ入りますが、病院でお受け取りになった死亡診断書を拝見できますでしょうか」

「失礼いたします」

（喪主様）

「はい、こちらです」（※死亡診断書を差し出す）

参考

一般に喪主様とは葬儀における遺族の代表、葬儀の責任者のことであり、施主様とは葬儀や法事の費用を負担す

る人のことを指します。

①喪主様を確認し、挨拶をする
喪主様とは、ご遺族を代表して葬儀を主催する人のことで、通常は故人の配偶者や子供、親などが務めます。

喪主様は、葬儀の主催者であると同時に最高責任者でもありますので、受注業務を開始する前にきちんと挨

拶することがとても重要です。なお、打ち合わせの場にご遺族が何人もいた場合は、必ず最初に喪主様の確

認をします。喪主様だと思って話をしていた人が違っていた、ということがないようにします。

「大変失礼でございますが、喪主様はどなた様がお務めになりますでしょうか」

「失礼いたしました。わたくし○○葬儀社の□□と申します」

「どうぞよろしくお願いいたします」

（喪主様）

「私です」

言葉の例

喪主様と施主様の違いについて

６ 葬儀受注打ち合わせ業務の進め方
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参考

④死亡届の記入方法を説明する
死亡届は喪主様かご遺族に記入していただき、受注スタッフは記入方法を説明します。説明は手のひらを

上に向け、死亡届の上から下に向かって行います。

言葉の例

死亡診断書の受け取り方、及び筆記具の渡し方と説明の仕方

参考

・死亡診断書と死亡届は、Ａ３版用紙の左右半分ずつで構成されており、左半分が死亡届で右半分が

　死亡診断書になっています。

・死亡届の提出期限は遺族等が死亡の事実を知った日から７日以内とされています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※国外での死亡は３ヶ月以内）

・死亡診断書と死亡届は、保険の手続き等で必要になるため、提出する前にコピーをとって喪主様に渡

　すか、コピーをとっておくように喪主様にアドバイスします。

「病院でお受け取りになった死亡診断書の片方が死亡届になっております」

「記入方法をご説明いたしますので、ご記入をお願いいたします」

死亡診断書と死亡届について

参考 死亡診断書と死体検案書の違いについて

死亡診断書：
診療を継続中に亡くなった患者に対して医師が発行する書類のこと。医師の管理下において診療

が行われ、患者の死因が明らかな場合のみ発行されます。

死体検案書：
死因が明確でない不審死や自殺、殺人などの場合において、監察医が死体を検案したうえで発行

する書類を指します。

喪主様に筆記具を渡す際は、ペン先を自分のほうに向けて両手で渡します。「もしよろし

ければ、こちらのペンをお使いください」 などの言葉を添えて丁寧に渡すようにします。

【筆記具を渡すとき】

喪主様から死亡診断書を受け取る際は、両手で丁寧に受け取ります。なお、軽く頭を

下げながら受け取ると印象が良くなります。

【死亡診断書を受け取るとき】

記入方法などを説明する際は、手のひらを上に向け、上から下に向かって順序正しく行

います。

【記入方法を説明するとき】

（※死亡診断書と死亡届がコピーで可能な保険会社と、コピー不可である保険会社、または専用の用紙を使って
　　　手続きをする保険会社などがあります）
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２ 喪主様への基本情報の聞き取り

①故人様の氏名や性別、年齢等を確認する
故人様の氏名や、氏名の漢字の読み方（フリガナをつける）及び書き方（高橋・髙橋　渡辺・渡邉　大沢・大

澤等に注意）、年齢、性別、生年月日、死亡年月日などを確認します。なお、死亡年月日は 「お亡くなりにな

った日」 に言い換えます。

「故人様のお名前の読み方など、こちらでお間違いはないでしょうか」

言葉の例

「大変失礼ですが、喪主様のお勤め先をお聞かせいただけますか」

言葉の例

※

②喪主様の氏名や故人様との続柄等を確認する
喪主様の氏名や漢字の読み方（フリガナをつける）及び書き方（高橋・髙橋　渡辺・渡邉　大沢・大澤等に注

意）、故人様との続柄、住所、電話番号、勤務先、役職などを確認します。なお、喪主様の勤務先や役職は、

葬儀の参列者数に大きな影響を与えることが多いのできちんと確認します。特に喪主様の役職が高い場合

は、会社関係の参列者が多くなることが予想されますので、しっかりとした確認が必要です。

※続柄…本人から見た関係のこと（喪主様から見た故人様／父や母など）

「ご家族の皆様についておたずねしてもよろしいでしょうか」

言葉の例

③喪主様の家族構成や家族の職業等を確認する
喪主様と同居しているご家族の人数や、それぞれの年齢、職業、役職などを確認します。特に就職している

子供の役職は、会葬者数を予測する際に重要になります。

「故人様や喪主様のご親族についておたずねいたします」

「故人様にご兄弟はいらっしゃいますか」

言葉の例

④故人様や喪主様のご親族関係を確認する
故人様や喪主様の兄弟などご親族関係を確認します。また、お通夜やご葬儀へ参列されるご親族の人数や

到着時刻、宿泊場所などを確認します。さらに、このときに必要な寝具の数なども併せて確認します。

６ 葬儀受注打ち合わせ業務の進め方
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「社葬」の受注打ち合わせ業務の進め方

社葬とは

７

会社などの企業が主催する葬儀
社葬とは、会社などの企業が主催し、主催した企業が葬儀関連の費用を負担する形態の葬儀をいいます。社葬

を行うケースとしては、その企業の創業者や経営者、役員などが亡くなった場合です。社葬にはランクがあり、創

業者や経営者とそれ以外の役員では、会社が負担する葬儀費用の比率が異なるのが一般的です。

なお、故人様のご遺族と会社が合同で行う場合や、故人様が複数の企業に関わっていた場合などは、合同葬と

呼んで通常の社葬と区別します。

社葬打ち合わせ業務の流れ

２ 実行委員の役割分担や式場レイアウトなどの決定

実行委員の役割分担を決定

遺影用写真の決定 式場レイアウトの決定 社葬会場の全体図と客導線図の作成

案内状の作成及び死亡広告の手配 祭壇デザインの決定

１ 日程や場所などの決定
社葬の規模や形態、名称等の決定 日程や場所の決定 式場や控室などの確保

３ 式次第と主要場所別タイムテーブルの作成
式次第の作成 主要場所別タイムテーブルの作成

５ 会葬返礼品や会葬礼状、看板の発注
会葬返礼品の決定 会葬礼状の手配 立て看板の手配

６ 予備の駐車場と関係スタッフの食事の手配

予備の駐車場の手配 関係スタッフの食事の手配

７ 最終ミーティングの実施

主催会社のスタッフと最終ミーティングの実施 チェックリストで確認

４ 参列者リストの作成や受付区分の決定
ＶＩＰリストや来賓リストの作成 受付区分の決定
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「誠に申し訳ございませんが、予定されるご参列者数ですと、わたくしどもの葬祭ホールで受け
　賜ることができません」

「心当たりを何箇所か当ってみますので、少々お時間をいただけますでしょうか」

言葉の例

【自社の葬祭ホールでの対応が不可能な場合】

（別会場を葬儀社が手配する場合）

④式場や控室などを確保する
確保した施設を貸し切り状態で行う場合は問題ありませんが、貸切状態で使えない施設の場合は、式場と併

せて控室も確保しなければなりません。確保が必要な控室の内訳は、来賓控室、導師控室、親族控室、本

部事務局、救護室などです。これらの控室は、使用する目的によって押さえる時間帯が異なりますので、必要

な時間をきちんと算出することが大事です。

２ 実行委員の役割分担や式場レイアウトなどの決定

①実行委員の役割分担を決める
社葬の実施にともない葬儀委員長が決まったら、その会社の中に社葬実行委員会が設置されるのが一般的で

す。社葬実行委員会は、実行委員長の管理下で、社葬の運営を担当する機関となり、各係にはその会社のス

タッフが所属して、それぞれの役割が分担されます。

言葉の例

「こちらが役割分担表でございます」

「恐れ入りますが、こちらの表をご参考に、スタッフの方々の役割分担をお願いできますでしょ
　うか」

＜社葬の役割分担表＞

№ 係　　　名 役　　　　　　　　　　　　　　割

委員会本部 本部長の指示のもと、すべての部署に指揮命令を行う中枢の部署

会　計　係 社葬の実行に関するすべての経費を管理

進　行　係 式次第やタイムスケジュールに従って、社葬の進行を管理

受　付　係 社葬の受付を担当。受付の各区分において滞りのない受付業務を遂行する

案　内　係 ご導師やご来賓などの出迎え、及び控室までの案内などを担当

参列者の手荷物やコート、傘などの一時預かりを担当

駐車場・配車係 駐車場の誘導や誘導員の管理・監督を行い、併せて車の呼び出しやタクシー等の配車を担当

接　遇　係 ご導師やご来賓などに対し控室内での接遇などを担当

会葬返礼品係 会葬返礼品の準備、管理、お渡しなどを担当

連　絡　係 各部署の連絡及び補助を担当

クローク係

記　録　係 写真撮影やビデオ撮影を担当

供花などについて、記録帳の作成及び管理を担当

救　護　係 急病人の救護を担当

供　花　係

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

７ 「社葬」の受注打ち合わせ業務の進め方
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「社葬の式次第につきましては、こちらにございますように、開式の辞にはじまり、ご導師の入場、

　ご弔辞、弔電奉読、葬儀委員長のご挨拶、ご親族並びにご来賓のお焼香、ご会葬の方のお焼

　香、関係スタッフのお焼香、喪主様のご挨拶、ご導師の退場、閉式の辞という流れが一般的で

　ございます」

「こちらをご参考に、式次第をお決めいただければと思います」

「よろしくお願いいたします」

言葉の例

３ 式次第と主要場所別タイムテーブルの作成

①式次第を決定する
社葬の式次第を考える場合は、社葬特有の定型的な式次第を参考にして、喪家様や会社側の意向を聞き

ながら内容を修正します。一般的な社葬の式次第は、開式の辞にはじまり、導師入場や弔辞、弔電奉読、葬

儀委員長挨拶、親族並びに来賓焼香、会葬者焼香、関係スタッフ焼香、喪主挨拶、導師退場、閉式の辞と

いった流れが多いようです。なお、仏式の場合は焼香が、無宗教のお別れ会形式の場合は献花が行われる

ことが多いと思われます。

②主要場所別タイムテーブルを作成する
式次第の作成が済んだら、主要場所別のタイムテーブルを作ります。主要場所別のタイムテーブルは、社葬

会場における主要な場所別に作られた時間割で、主要場所別タイムテーブルを関係スタッフが持ち合うこ

とで、それぞれのスタッフが全体の流れを把握できます。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

No 項　　　　　目 内　　　　　　　　　　　　容

開 式 の 辞

導 師 入 場

弔　　　　辞

弔 電 奉 読

葬儀委員長挨拶

親族並びに来賓焼香

会 葬 者 焼 香

関係スタッフ焼香

喪 主 挨 拶

導 師 退 場

閉 式 の 辞

司会者が開式の挨拶をする

司会者が閉式の挨拶をする

参列者全員起立をする

参列者全員起立をする

葬儀委員長他○名、弔辞を述べる

全文奉読○通、○通以外は会社名、肩書き、氏名を奉読する

葬儀委員長が祭壇横で挨拶をする

葬儀委員長、親族、来賓による焼香が行われる

司会者より会葬者の焼香が案内され、会葬者焼香が行われる

会葬者の焼香が終わり次第、関係スタッフが順次焼香を行う

喪主様が祭壇横でご挨拶をする

＜社葬　式次第の例＞

７ 「社葬」の受注打ち合わせ業務の進め方
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葬祭ホールで行う 「お別れ会」 の
               受注打ち合わせ業務の進め方

お別れ会とは

８

家族葬後に友人や仕事関係の人たちが参列して行われる
一般に葬祭ホールで行うお別れ会は、ご遺族やご親族を中心に家族葬を行った後で、家族葬とは別に故人様

の友人や仕事関係の人たちが参列して行われるものが多く、会費制をとる場合もあります。そして、お別れ会に

は、ご遺族が主催する場合と、発起人会が主催する場合があります。いずれの場合でも、葬儀は済ませています

ので、宗教的な儀礼を行わない自由な形式で行われるのが大部分です。

家族葬を希望される喪家様に提案する
家族葬を希望される喪家様の中には、ご遺族やご親族だけで葬儀を行うことに不安を感じている方がいます。こ

うした喪家様に対して、お別れ会の開催を提案します。経済的に余裕のある喪家様であれば、ある程度の費用

負担は許容できますし、参列者のお香典でまかなうことも可能です。

故人様がお世話になった方々に感謝を伝えることができる
ご遺族やご親族を中心に家族葬をすることは、故人様との別れをゆっくりと行える反面、故人様が生前お世話に

なった方々への感謝を伝えるのが困難になります。故人様との悔いのない別れを家族葬で実現し、故人様がお

世話になった方への感謝は、その後に行うお別れ会で、というのが、ご遺族にとっての大きなメリットといえます。

会費制で行った場合は経済的な負担も少ない
会費制でお別れ会を行った場合には、ご遺族の経済的負担も少なくなるため、大きなデメリットはほとんど無いと

いえます。

同じ日に通夜の施行が可能
お別れ会の場合は葬儀式場を使用しないことが多いので、時間によっては、同じ日に通夜を施行することも可能

になります。

お別れ会を行うことのメリット

お別れ会のセールス方法

【ご遺族にとってのメリット】

【葬儀社にとってのメリット】

生花祭壇や料理、引き物などの売上が見込める
家族葬の増加により葬儀規模の縮小や、施行単価の下落が業界全体の課題となっていますが、こうした状況が

近い将来、劇的に好転するとは考えにくいものがあります。そうした状況下で、家族葬後の喪家様を対象にした

新タイプのお別れ会を施行することにより、生花祭壇や卓上装花、料理、飲み物、引き物、印刷物などの売上が

見込めます。
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１ 開催日時の決定
お寺様の都合確認（法要を行う場合） 参列者が集まりやすい日時を選択

６ お別れ会進行の決定
ご遺族が主催する場合の進行の説明 発起人会が主催する場合の進行の説明

８ 受付区分の決定
部門別の受付区分を決定

３ 会場レイアウトの決定
一般的な会場レイアウト （「流しスタイル」、「円卓スタイル」、「立食スタイル」）の
メリットとデメリットを説明

お別れ会打ち合わせ業務の流れ

２ 案内状の作成
案内状送付先リストの作成 お別れ会主催者の確認

４ 料理や飲み物の決定
料理の種類と数の決定 飲み物の種類の決定

５ 祭壇や献花、装花の決定 （献花を行う場合）

祭壇の決定
卓上装花の決定（着席形式の場合） 料理卓装花の決定（立食形式の場合）

献花の種類と本数の決定 献花方法の説明

７ 着席形式の場合の席次や看板原稿、引き物の決定
席次の決定（着席形式の場合）
引き物の種類と数を決定

立て看板の原稿を決定

四十九日などの法事に合わせて行う
ここでは四十九日などの法事に合わせて、お別れ会を行うことを提案します。ひとつの例としては、お別れ会当

日の朝に、ご遺族ご親族は菩提寺で法要を済ませ、午後にお別れ会を行います。こうすることで、宗教儀礼を確

実に済ませることが可能になり、菩提寺との関係も良好な状態を保てます。また、法要を菩提寺で済ませていま

すので、自社のホールを使用する時間の短縮が図れます。
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「お別れ会は、四十九日のご法要に合わせて行われますでしょうか」

「お別れ会のご日程は、四十九日の忌日を過ぎない日を、お選びいただくのがよろしいかと
　存じます」

言葉の例

②忌日（命日）を過ぎない日に行う
お別れ会を四十九日などの法要に合わせて行う場合は、忌日を過ぎない日に行うのが基本です。これは、

この後に行う回忌法要も同じで、忌日（命日）を過ぎて法要を行うことはありません。

（お別れ会を四十九日の法要に合わせて行う場合）

③参列者が集まりやすい日を選ぶ
お別れ会は葬儀と異なり、開催までにある程度時間的な余裕がありますので、事情が許せば参列者が集ま

り易い日の、お昼前後の時間帯を選びます。

「お別れ会の日時は、皆様が集まりやすい土曜日の午後か、日曜のお昼などが多いようです」

言葉の例

２ 案内状の作成

①カテゴリー別に案内状送付先リストを作成する
お別れ会の案内状送付先リストは、生前故人様がお世話になった友人や仕事関係の方などを中心にリスト

アップします。そして、喪主様の仕事関係先やご遺族の仕事関係先もリストに加えます。

１ 開催日時の決定

（法要をお寺で行う場合）

①法要を行う場合は、お寺様の都合を確認する
故人様の忌日（命日）に合わせ、寺院で法要を行う場合は、お寺様の都合を最初に確認します。また、お別れ

会の開催時刻は、法要終了時刻にお別れ会の会場までの移動時間などを足して決定します。

言葉の例

「ご法要は、お寺様で行われるご予定でしょうか」

「はじめに、お寺様のご都合をお聞きいただくのがよろしいかと思います」

打ち合わせ場面別の概要と言葉遣い

②お別れ会の主催者を明確にする
お別れ会の案内状を作成する際は、喪主様が主催するのか、発起人会が主催するのかを明確にします。発起

人会は、故人様と生前関係のあったお友達や会社関係の方が、有志を募って作られ、お別れ会の場所の設

定や内容の打ち合わせ、その他運営全般を担当します。また、会費制でお別れ会を行う場合は、掛かる費用の

全てを会費でまかない、余った会費は喪家様へのお香典という形で渡される場合もあります。

８
葬祭ホールで行う「お別れ会」の
　　　　　受注打ち合わせ業務の進め方
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②料理の数を決める
料理の数の決定は、ある程度日数に余裕をもって行う必要があります。また、お別れ会の何日前までなら人

数減に対応するのかを明確に伝えておく必要があります。なお、当日欠席分の料理を持ち帰りたい、というご

遺族からの希望はよくありますので、あらかじめ料理の持ち帰りについて説明しておくことも必要と思われます。

③飲み物の種類を決める
お別れ会での飲み物は、ビールや日本酒、ソフトドリンクなど、一般的な会食と大きな違いはありません。最近

では、献杯用の飲み物として、ビールや日本酒以外に白ワインや故人様が生前好まれた飲み物が用意され

ることもあります。

「お料理の種類をお決めいただいたら、次はお料理の数をお決めいただけますでしょうか」

「大皿のミックス料理や１人前ずつの会席料理も、基本的にはご参列のご人数分ご用意させ
　ていただきます」

「恐れ入りますが、お料理人数は、お別れ会当日の○日前に締め切らせていただきます」

「それ以降の人数減についてはご請求の対象となることを、あらかじめご了承ください」

「万が一の事故を防止するために、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます」

言葉の例

「もしよろしければ、お飲み物の種類をお決めいただけますでしょうか」

「ご会食中にお召し上がりいただくお飲み物としましては、ビールや日本酒、ノンアルコールビ
　ール、そしてウーロン茶などのソフトドリンクがございます」

「献杯のお飲み物は、日本酒でよろしいでしょうか。最近は、白ワインで献杯される方も多くい
　らっしゃいます」

【料理の数について説明】

「大変申し訳ございませんが、わたくしどもでは、お料理のお持ち帰りにつきましては、いっさい
　お断りをさせていただいております」

【料理の持ち帰りについて説明】

言葉の例

料理の種類について参考

＜日本料理の種類と概要＞

本膳料理
本膳料理の歴史は奈良、平安時代にさかのぼり、幾つかの流れを経て現代の会席料理に受け継がれています。本

膳料理は、一汁三菜を料理の基本として、一汁五菜、三汁七菜などがあり、最初に出されるお膳のことを本膳と呼び

ます。現在、本膳料理は都市部よりも地方で出されることが多く、会席料理が酒の肴であるのに対し、本膳料理は飯

と汁に重きを置いた料理といえます。

会席料理
会席料理は本膳料理が簡略化され、料理を気軽に楽しめるようにアレンジされたものです。したがって会席料理は、

本膳料理や懐石料理のように形式を重んじるのではなく、酒を楽しむための料理といえます。


