
おおさかパルコープ京橋本部5階

自分たちが希望する条件などを相談
し、墓地を決めることから始まります。
墓地決定後、デザイン性のあるお墓や
和風タイプのお墓のカタチ、石種を打
ち合わせし、お墓の完成となります。

お引越しにかかる費用としては、基本的な大きさの
墓石の場合、40万円ほどとなっています。この中に
はお墓一基を移設する移設工事費、移設に必要な
公的手続きのお手伝いなどが含まれます。この他、
お墓のお引越しに関することで気になることなど
ございましたら、お気軽にご相談下さい。

最近では遠い故郷にあるお墓を守っていくことが
できず、やむなく墓地を返還し、お骨を近くの納骨
堂などに納める「お墓じまい」に伴なう永代供養も
増えています。

昔からお墓の継承は長兄が行うと考えられてきました。ですが、近年では生活環境の変化に
伴って、継承できる者が行うように変わってきました。特に最近多い事例をご紹介します。

お墓を建てる

お墓の引越し

墓
地
を
決
め
る

お
墓
を
決
め
る

お
墓
が
完
成
す
る

ご希望にそった
墓地を探します。

お墓のカタチ・色・彫刻な
どを決めていきます。

お墓が出来上がり、お骨を納め
る魂を入れるなどの式をします。

お墓の手直し（リフォーム）
●ご家族皆でお墓に入れるように〇〇家之墓という彫刻を削り、違う彫刻を入れ直す。
●娘様が継承した際嫁ぎ先の家名も彫刻し両家墓（２世帯墓）にする。

愛 媛 大 阪
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お位牌をしつらえて、ご遺骨と共に、
個別にお祀りします。

観音様のもとで、他の方と一緒にご
供養します。

シンボルとなる樹木の下などにご遺
骨を埋葬し大地へ還す方法です。

お参りする人がいなくなっても、永
代に供養され、無縁墓になりません。

納骨堂 合  祀 樹木葬 永代供養墓

※「お骨のみ引越」も
　承っております。

お墓参りの際の
チェックポイント

□お墓や卒塔婆立て・墓誌・灯篭の傾き、グラつきやズレがないか
□ヒビやカケ、目地が切れていないか
□花立て・線香立て・ろうそく立てが壊れている
□銘記の薄れ　　□隣との境界　　□玉砂利の量が少なくなっている
□雑草の手入れが大変　　□苔や汚れが手入れしても取れない
傾きやグラつきがあると地震の際に倒壊の恐れがあります。
気になるところがあれば、ぱるむ案内センターまでお電話ください。

お墓じまい

永代
供養

移設工事費
参考総費用 約44万円～（税込）

移設工事費
参考総費用 約16.5万円～（税込）

お墓の大きさと移動距離によって費用が異なります。お墓の大きさと移動距離によって費用が異なります。

2022年9月3回 22.9/5～9/9配布

大阪石材工業株式会社
久松です。

株式会社中山石渠
加藤です。



霊園紹介（新しくお墓を建てる方やお墓の引越先に）

…ペット可能…樹木葬…引越し受け入れ可…利便性重視…永代供養マークの説明

■電車・バスでお越しの場合
地下鉄谷町線「喜連瓜破駅」出口より徒歩10分

「出戸駅」徒歩10分、「出戸駅」より霊園行バスあり

無料送迎
バス

大阪市平野区

【バリアフリー】【霊園事務所あり】
【永代使用料80万円～】
【駐車場あり】【旨宗派不問】

大阪市設 瓜破霊園
公営霊園

大阪市内最大の公園式墓地
広々とした敷地のなかでゆったりとお参りが可能です。
近隣に地下鉄やバスも通っており利便性は良好。
希望にあった広さの区画を選べます。
※募集期間令和4年10月4日～令和4年10月11日迄
※募集区画数217区画
※申し込み条件ありの為詳しくはお問い合わせください

大人気

奈良中央墓園

伊丹東霊園

仏心霊園

箕面ピーステンボス

枚方春日墓苑

平和台霊園

JR線・近鉄線「奈良」駅から約3kmの奈良公園に
ほど近い好立地。

全区画段差のない平坦なバリアフリー設計。
入口からすべてにおいて段差なしの完全バリアフリー
設計です。年配の方でも、安心してお参りができます。

川西市にございます仏心霊園は、隣接する宝塚、伊丹、
箕面、池田、豊中、阪神間は尼崎からと、お参りしやすい
抜群の交通アクセスが人気を集めています。さらに、川
西の自然に恵まれた緑豊かな環境や、前方に見渡す北
摂連山が、故人様と語り合う場所として最適な環境を
演出しています。また、仏心霊園は、その名の通り、仏へ
の感謝の心、故人を偲ぶ心をとても大切にしています。

花と緑と光の中でやすらかに眠るを
コンセプトにした西洋風霊園です。

交通至便！日当たり良好！
しかもお墓参りが楽な平坦墓地。

四季の自然につつまれた
観音様が見守る
子孫繁栄の大規模公園墓地。

■電車・バスでお越しの場合
・JR「奈良」駅・近鉄「奈良」駅より無料送迎バス運行（平日は

要予約）
・近鉄奈良駅④番バス乗場より、奈良春日病院前行き・下水

間行き乗車、「尾上町」バス停下車すぐ
・近鉄「奈良」駅④番バス乗場より、山村町行き・藤原台行き・

奈良佐保短期大学行き、「萩ヶ丘町」バス停下車 徒歩8分
※近畿圏内からでも、お気軽にお参りいただけます。

■電車・バスでお越しの場合
・阪急宝塚線「曽根駅」阪急バス（パン屋さん前）「クリー

ンランド前行き」より約10分→「クリーンランド前下
車」→徒歩すぐ

・阪急伊丹線「伊丹駅」伊丹市バス（6番のりば）「岩屋循
環クリーンランド前廻り」より約15分→「クリーンラ
ンド前」下車→徒歩すぐ

■電車・バスでお越しの場合
阪急電鉄宝塚線「川西能勢口」駅よりバス乗車　清和台
営業所バス停で下車、徒歩15分

■電車・バスでお越しの場合
阪急「箕面」駅、北大阪急行電鉄「千里中央」駅、大阪高速
鉄道大阪モノレール線「千里中央」駅より無料送迎バス
を運行予定。
■車でお越しの場合
新御堂筋を北へ直進、「白島交差点」の信号を左折後、

「箕面浄水場前」の信号を右折。

■電車・バスでお越しの場合
・京阪枚方市駅より、京阪交野線「交野市」駅下車、京阪

バス西倉治より徒歩5分
・JR学研都市線「津田」駅より徒歩約15分

■電車・バスでお越しの場合
・JR学研都市線「星田」駅より徒歩8分
・京阪「寝屋川市」駅より京阪バス約20分「南旭町」バス停

下車、徒歩4分

徒歩8分

交通至便

奈良公園
の近く

バリアフリー

ロケーション良

大阪府枚方市

奈良県奈良市

兵庫県伊丹市

兵庫県川西市

大阪府箕面市

大阪府交野市

【永代使用料 32万円～】【バリアフリー】【宗教自由】
【安心の管理体制】【駐車場完備】【休憩所有り】
【送迎バス有り】【選べる区画面積】【事務所有り】

【永代使用料 80万円～】【バリアフリー】
【安心の管理体制】【駐車場完備】【選べる区画面積】

【永代使用料 20万円～】【宗教自由】
【安心の管理体制】【駐車場完備】【休憩所有り】
【送迎バス有り】【選べる区画面積】【事務所有り】

【永代使用料 28万円～】【バリアフリー】【宗教自由】
【安心の管理体制】【駐車場完備】【休憩所有り】
【送迎バス有り】【選べる区画面積】【事務所有り】

【永代使用料 35万円～】【バリアフリー】
【宗教自由】【安心の管理体制】【駐車場完備】
【選べる区画面積】【事務所有り】

【永代使用料 25万円～】【宗教自由】
【安心の管理体制】【駐車場完備】【休憩所有り】
【選べる区画面積】【事務所有り】

やすらぎの丘霊苑
学研都市に隣接、緑につつまれた
やすらぎの聖地。

■電車・バスでお越しの場合
・大阪方面よりJR学研都市線「長尾」

駅下車、送迎バスで約20分
・京都方面より近鉄京都線「新田辺」

駅下車、送迎バスで約15分
・大阪方面より京阪本線「枚方市」駅

下車、送迎バスで約30分

学研都市
に隣接

大阪府枚方市

【永代使用料 18万円～】【宗教自由】
【安心の管理体制】【駐車場完備】【休憩所有り】
【送迎バス有り】【選べる区画面積】【事務所有り】

一押し

ロケーション良

野崎観音墓苑
「のざきまいり」で有名なお寺です。
美しい自然に囲まれた、
年中行事でいつも賑わいのあるお寺です。
永代供養各種（納骨堂・樹木葬）ご用意しています。

■電車・バスでお越しの場合
・JR学研都市線「野崎」駅下車、徒歩10分
・近鉄バス「野崎観音前」下車、徒歩5分
■車でお越しの場合
旧外環状線（国道170号線）「野崎」交差点を東へ

徒歩10分 大阪府大東市

大阪府茨木市

【永代使用料 50万円～】【永代供養 5万円～】
【宗教自由】【駐車場完備】

一押し

■電車・バスでお越しの場合
阪急「茨木市」駅からバス６分  来来亭寺田店からすぐ。

■電車・バスでお越しの場合
・阪急千里線「関大前」駅より徒歩7分
・北大阪急行電鉄「江坂」駅より徒歩10分

■電車・バスでお越しの場合
・JR「新大阪」駅より徒歩10分
・地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅より徒歩1分

街中墓地

ロケーション良

徒歩1分

【永代使用料 20万円～】【バリアフリー】
【宗教自由】【選べる区画面積】

【永代使用料 40万円～】【選べる区画面積】
【宗教自由】【駅近】

【永代使用料50万円～】【宗教自由】【駅近】
【バリアフリー】

五十鈴墓地

北之町公園墓地

南方霊園

閑静な住宅街の中にある墓地になっています。
日当たりがよく参道も整備されておりお参りしやすい
墓地となります。

吹田市江坂にある公園墓地
新御堂筋にも隣接しており交通環境もよく
車でのお参りも可能。
墓地内も綺麗に区画整備されゆったりと
お参りをして頂けます。

大阪の公共交通機関の要の駅「新大阪」駅よりすぐ
家族まとまってお参りする際に
待ち合わせてすぐに行ける人気の墓地

太平寺境内墓地
谷町線沿線（守口市、都島区、中央区、天王寺区、東住吉区、
平野区）の方におすすめの寺院墓地です。
また、非常に美しく整備された新区画の造成が
完了しました。
0.52～1.77㎡と、様々なサイズの区画があります。

■電車・バスでお越しの場合
・地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅1・2番出口から

徒歩1分
・大阪シティバス「天王寺警察署前」北へ100m

徒歩1分 大阪市天王寺区

【永代使用料 78万円～】【宗教自由】

大阪府吹田市

大阪市淀川区

公営霊園
大阪市設 服部霊園

■電車・バスでお越しの場合
阪急宝塚線「曽根」駅、北大阪急行「緑地公園」駅それぞれ
から無料送迎バスあり

無料送迎
バス

大阪府豊中市

【永代使用料85万円～　使用料・管理料含む】
【バリアフリー】【宗教自由】【駐車場完備】
【選べる区画面積】【送迎バス有】

明るい雰囲気で緑に囲まれた公園式墓地
静寂で美しい緑をはじめ、四季の自然を楽しめます。無料送迎
バスもあり、遠方からでも気軽にお参りしていただけます。
※募集期間令和4年10月4日～令和4年10月11日迄
※募集区画数94区画
※申し込み条件ありの為詳しくはお問い合わせください


