
葬祭敬語手帳 目次

【第1部　接客敬語例】

３．電話による事前相談対応での言葉 P17～P19

P17 ・事務所の電話が鳴ったとき
・「ちょっとお聞きしたいのですが…」と言われたとき
・家族が余命宣告を受けた、と告げられたとき
・お葬式はいくら掛かるのか、という質問について確認
　するとき
・「もしものとき」の対応について聞かれたとき

２．遺体搬送依頼電話での言葉 P15～P16

P15 ・ご遺族から身内の死亡を聞いたとき
・お葬式をお願いしたいと言われたとき
・こちらからご遺族に複数の質問をするとき
・故人様の名前をたずねるとき
・連絡者の名前と連絡先をたずねるとき

P16 ・連絡者の名前と連絡先を復唱して確認するとき
・故人様のお迎え場所をたずねるとき
・故人様の搬送先をたずねるとき
・故人様の処置の時間をたずねるとき
・病院到着予定時刻を伝えるとき

１．一般的な電話応対での言葉 P12～P14
・事務所の電話が鳴ったとき
・取引先からの電話を受けるとき
・「〇〇さんはいますか？」と聞かれ、電話を取り次ぐとき
・名指しされた社員が不在のとき
・代わりに用件を聞くとき

P13 ・折り返し連絡をする旨を伝えるとき
・先方の連絡先をたずねるとき
・声が小さくて聞き取れないとき
・電話を切るとき
・喪家様宅に電話をかけるとき

P14 ・喪主様に取次ぎをお願いするとき
・喪主様が電話に出たとき
・用件を切り出すとき
・携帯電話にかけるとき

P12



P18 ・家族葬を頼むと安くできるのか、と聞かれたとき
・こちらからお客様に複数の質問をするとき
・見積書の作成を提案するとき
・お客様の名前と連絡先をたずねるとき

P19 ・お客様の名前と連絡先を復唱して確認するとき
・事前相談での来館を約束したお客様との電話を切るとき

４．面談による事前相談対応での言葉 P20～P23

P20 ・お客様を出迎えるとき
・自己紹介をするとき
・応接室へご案内するとき
・応接室に入るとき
・お客様を席にご案内するとき

P22・家族葬のデメリットを説明するとき
・「もしものとき」の対応について聞かれたとき
・手元の資料を見ていただくとき
・葬儀日程の決め方について説明するとき

P21・相談内容をたずねるとき
・メモを取ってもよいか確認をするとき
・ご家族が病院で余命宣告を受けたことを告げられたとき
・家族葬の概要を説明するとき
・家族葬のメリットを説明するとき

P23・分からないことをお客様から聞かれたとき
・事前相談対応を終了するとき
・お客様を玄関まで送るとき
・病気のご家族へ気遣いの言葉をかけるとき
・お客様を玄関で見送るとき

５．遺体搬送及び遺体安置の際の言葉 P24～P28

P24・ナースステーションで挨拶をするとき
・病室のご遺族に挨拶をするとき
・故人様の搬送準備を始めるとき
・ご遺族に廊下などでお待ちいただくとき

P25・搬送準備が整ったことをご遺族に伝えるとき
・故人様とご遺族の移動を開始するとき



６．葬儀受注打ち合わせ業務での言葉
P29・訪問したお宅が喪家様宅であることを確認するとき

・喪家様宅の玄関で自己紹介をするとき
・訪問の用件を伝えるとき
・玄関でお悔やみの言葉を述べるとき
・打ち合わせ前に、故人様にお線香をあげさせていただくとき

P32・家族葬の概要について説明するとき
・一般葬の概要について説明するとき
・家族葬のメリットを説明するとき

P28・枕飾りの準備をするとき
・神棚の有無を確認するとき
・神棚封じをするとき
・枕飾りの準備が整い、ご遺族にお焼香のご案内をするとき

P30・故人様のドライアイスの状態を確認するとき
・打ち合わせの前に喪主様を確認するとき
・喪主様に名刺を差し出すとき
・打ち合わせ前に、ご遺族やご親族にご挨拶をするとき

P26・搬送車内のご遺族にシートベルトの装着を確認するとき
・搬送車を出発させるとき（搬送先が自宅の場合）
・車内の空調温度を確認するとき
・故人様出迎え準備の連絡を、ご遺族に依頼するとき
・搬送目的地である、ご自宅に到着したとき

P27・故人様が休まれる布団の準備を確認するとき
・安置場所を確認するとき
・北の方角を確認するとき
・故人様を安置場所に移動する手伝いを依頼するとき
・故人様にドライアイスの処置をするとき

P31・喪主様に死亡診断書の確認をするとき
・死亡届の書き方を説明するとき
・疲れた様子の喪主様を気遣うとき
・葬儀の打ち合わせを開始するとき
・葬儀に対しての喪主様やご遺族の希望をたずねるとき

P29～P35

P25・ご遺族に搬送車への同乗を依頼するとき
・見送りにきた病院スタッフに挨拶をするとき



P33・家族葬のデメリットを説明するとき
・通夜、葬儀の希望日をたずねるとき
・菩提寺への連絡の有無をたずねるとき
・菩提寺への連絡を依頼するとき
・菩提寺の名前をたずねるとき

P35・喪主様に不明な点がないかを確認するとき
・葬儀の打ち合わせが終了したとき

P40・故人様の愛用品をお棺の中へ入れるとき
・お棺の中に入れられない物について説明するとき
・お棺のフタを閉めるとき

P41・フタを閉めたお棺に向かって合掌するとき
・合掌を終えるとき
・納棺の儀、終了の挨拶をするとき

P38・故人様に手甲を着けるとき
・頭陀袋に六文銭を入れるとき
・旅支度セットの数珠を、故人様の手に掛けるとき

P37・ご遺族やご親族を、故人様の近くにご案内するとき
・故人様への旅支度を開始するとき
・故人様に足袋を着けるとき
・故人様に脚絆を着けるとき

P39・故人様をお棺に安置するとき
・故人様の利き腕側に杖を入れるとき
・編み笠と草鞋（草履）をお棺の中に入れるとき
・故人様に経帷子を掛けるとき

P34・火葬場の空き状況を確認するとき
・会葬者の予想人数をたずねるとき
・通夜、葬儀の場所について聞きたい旨を伝えるとき
・葬儀の内容を決めていただくとき
・生花祭壇をご案内するとき

７．旅支度の口上における言葉
P36・納棺の儀の開始をご遺族やご親族に伝えるとき

・ご遺族やご親族がお揃いになったかを確認するとき
・故人様を部屋の中央に移動するとき
・男性の方に故人様移動のお手伝いを依頼するとき
・納棺の儀、開始のご挨拶をするとき

P36～P41～納棺の儀～



８．故人様の葬祭ホールへの移動、
　 及び葬祭ホールでのご遺族に対する言葉
P42・故人様をお部屋から搬送車に移動するとき

・見送りにこられた方々に、搬送車出発のご挨拶をするとき
・搬送車が、葬祭ホール玄関に到着したとき
・葬祭ホール車寄せから式場へ、故人様をお連れするとき

P42～P43

P43・故人様の安置が終わったことを喪主様に告げるとき
・喪主様から順に、お焼香をご案内するとき
・ご遺族ご親族を控室へご案内するとき
・控室に入っていただくとき
・控室について案内し、退室するとき

9．お寺様へのお出迎え挨拶と
　　　　　　　　　導師控室での言葉 P44～P45

P44・お寺様が葬祭ホール玄関に到着したとき
・お寺様を式場へご案内するとき
・お寺様をご案内して式場に着いたとき
・祭壇などについて、気づいた点をたずねるとき
・導師控室へお寺様をご案内するとき

P45・導師控室に入るとき
・お寺様に自己紹介をするとき
・お寺様と葬儀の打ち合わせを開始するとき
・導師控室を退室するとき

P48・席の間隔を空けずに座っていただくとき
・式中の携帯電話についてご案内するとき

10．葬儀開式前のご遺族と会葬者への言葉
P46・親族控室内のご遺族ご親族を式場へご案内するとき

・ご遺族ご親族に忘れ物がないかを確認するとき
・式場内で喪主様が座る席をご案内するとき
・ご遺族ご親族が座る席をご案内するとき
・会葬者に記帳台をご案内するとき

P46～P48

P47・記帳が済んだ会葬者を受付へご案内するとき
・会葬者に葬儀開式のご案内をするとき
・会葬者に前方の席から座っていただくようにご案内するとき
・前方の席に座りたがらない会葬者を前方へ促すとき



11.葬儀、告別式及びお別れの儀における
　 司会進行等の言葉 P49～P55

P49・ご導師の入場をご案内するとき
・ご導師を合掌で迎えるよう、参列者にご案内するとき
・合掌から元の姿勢に戻るよう、ご案内するとき
・葬儀、告別式の開式をご案内するとき
・参列者にご導師の紹介をするとき

P50・弔辞を述べる方をご案内するとき
・弔電を読み上げるとき
・ご遺族ご親族のお焼香をご案内するとき
・喪主様にお焼香をお願いするとき
・ご遺族ご親族にお焼香をお願いするとき

P53・ご遺族ご親族にお花を配るとき
・全ての花をお棺の中に入れるようにご案内するとき
・喪主様にお棺のフタを閉めることの承諾をいただくとき
・出棺の時間がきたことをご案内するとき
・お棺のフタ閉めをご案内するとき

P54・担当スタッフがお棺のフタを運んでくるとき
・お棺のフタに手を添えていただくよう、ご案内するとき
・出棺をご案内するとき
・男性の参列者にお棺を持っていただくとき
・お棺が霊柩車に安置されたとき

P55・霊柩車に向かって合掌をしていただくとき
・喪主様を霊柩車にご案内するとき
・火葬場へ行かれる方をマイクロバスにご案内するとき
・霊柩車を見送る会葬者に出棺をご案内するとき
・会葬者にお礼のご挨拶をするとき

P51・会葬者のお焼香をご案内するとき
・ご導師の退場と合掌でのお見送りをご案内するとき
・喪主挨拶をご案内するとき
・葬儀、告別式の閉式をご案内するとき

P52・お別れの儀の準備をご案内するとき
・お別れの儀の開始をご案内するとき
・喪主様を故人様のお顔の近くにご案内するとき
・花入れを開始するとき



12.火葬場での喪家様サポートと
　　　　　　　　　初七日法要での言葉 P56～P58
P56・マイクロバスを火葬場の車寄せで出迎えるとき

・ご遺族ご親族を火葬炉の前から控室へご案内するとき
・収骨の時間になったら迎えに来ることを告げるとき
・ご遺族ご親族を収骨室へご案内するとき

P58・初七日法要で献杯の発声をご案内するとき
・お料理を提供するとき
・熱いお料理（吸い物等）を提供するとき
・法要終了時に会場の出口で参列者を見送るとき

P57・葬祭ホールへ向かうマイクロバスにご遺族をご案内する
　とき
・葬祭ホールに到着したご遺族に、お位牌等をお預かりする
　旨を伝えるとき
・葬祭ホール玄関などでご遺族ご親族にオシボリを渡すとき
・初七日法要の会食会場をご案内するとき

13.葬儀後の喪家様宅へ
　　　　　　　　請求書持参の際の言葉 P59～P62

P59・葬儀後の喪家様宅に電話をかけるとき
・請求書を持参したい旨を告げるとき
・請求書を持参する際、喪家様の都合をたずねるとき
・請求書持参の日時を喪家様と約束するとき

P60・喪家様宅に請求書を持参したとき
・喪家様宅玄関を上がるとき
・故人様にお線香をあげさせていただくとき
・喪主様に請求書を渡すとき

P61・喪主様に葬儀後の困りごとなどをお聞きするとき
・喪主様から葬儀代金値引きの打診をされたとき

P62・喪主様から再度値引きを要求されたとき
・約束の日に振込がない喪主様に電話をかけるとき
・振込のない喪主様と集金日の約束をするとき

P63・お客様にクレームの内容をたずねるとき
・クレームの内容をお客様から聞いたとき

14．クレーム対応における状況別の言葉 P63～P66



P63・クレームのお客様に限定的な謝罪をするとき
・こちら側の落ち度が確定しているときの謝罪
・クレームのお客様に名前と連絡先をたずねるとき

P64・クレームのお客様との電話を終了するとき
・ホールのロビーでお客様が大声で怒鳴っているとき
・クレームのお客様宅を訪問したとき
・クレームのお客様への取次ぎを依頼するとき
・アポイントを取らずにクレームのお客様宅を訪問したとき

会う/あさって/足/あした/明日以降/足元/預かります/暑い
ところを/熱いので/あっち

P68

集まっていますか/あとで/雨の中（雪の中）/ありましたら/
歩いてください/あわただしいとき/安置/案内/いいかと/
いいですか/（お客様が）言う

P69

（私が）言う/言うのが遅れる/遺影/家にいる/生きていたとき/
生きていたときの姿/行きます/遺骨/忙しい/忙しいとは思い
ますが

P70

遺族/遺体を寝かせる/言っておきます/言ってください/位牌/
依頼してください/受け取っている/受け取ってください/選ん
でください/お客さん/おととし

P71

P65・クレームのお客様に持参した手土産を渡すとき
・全面的な過失がこちら側にある場合の返事
・クレームのお客様に何かを質問するとき
・葬儀費用の値引きをクレームのお客様に提案するとき
・クレームのお客様からの非常識な要求を断るとき

P66・クレームのお客様からの要求を会社に持ち帰って検討
　するとき
・クレームのお客様宅を辞去するとき

【第２部　言い換え丁寧敬語】
～お客様に好印象を与える、接客に適した言葉への言い換え～
あ行

会葬/確認/風邪をひく/かまわないなら/変わりはないですか/
聞いてください/着替え/聞く/来てください/来てもらい

P72

きのう/きのうの夜/起立/着る物/具合はどうですか/苦情/
供養/繰り返します/香典/ご苦労様です

P73

故人様をストレッチャーに移す/こちらの会社/こっちに/困っ
たこと/これは

P74

か行



寒いところを/寒くないですか/参列/参列客P74

そうですか/そっちへP77

静かに聞く/下見/知っています/失礼します/死亡年月日/主
人/出棺/出席/順番に/焼香/職業

P75

処置/親族/すぐに/すみません/すみませんが/座ってください/
請求書/席に戻ってください/葬儀/相談客/相談内容

P76

さ行

何の用ですか/入場/眠れましたかP79
な行

見積書/見てください/（私が）見る/迎えに行く/命日/もう一
度/もうすぐ/喪主/持つ/（合掌の姿勢から）元に戻ってください

P81

前へ/身内/見送りP80
ま行

入ってください/花入れ/搬送先/控室/棺/人柄P80
は行

（値段が）安い/やめてもらう/よければP82
や行

わが社/分からないこと/分かりました/分かりません/わたし/
われわれ

P82
わ行

町内/弔問/都合/詰めてください/通夜/できません/寺/電話
がよく聞こえないのですが/電話している人/トイレ

P78

どうでしょうか/遠く/どこから来ますか/どこに住んでいます
か/どんな質問ですか

P79

退場/（値段が）高い/立ってください/誰が/小さい頃/着席/
弔辞/弔電

P77
た行

【巻末　葬祭重要用語 一覧】 P84～P88


