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納骨壇のご案内



◆富丘浄苑納骨堂

◆納骨堂とは？
納骨壇というのは、室内にある比較的新しいタイプのお墓のことで、北

海道と九州、そして首都圏に多く存在します。

納骨壇が安置されている場所を納骨堂と言います。

雪国である北海道では、1年中お参りのできる納骨堂の人気は高く、屋

外の霊園から改葬（お骨のお引っ越し）される方も多いです。

◆富丘浄苑納骨堂
富丘浄苑本館・新館は、宗教法人医王山浄苑寺が運営している納骨堂で、

約 2,000 基の納骨壇がございます。

昭和 49年に宗派不問の納骨堂として富丘浄苑本館が建立されました。

その後、平成 17年には富丘浄苑新館を建立し、今に至ります。

◆立地・利便性
JRやバス等の公共交通機関に加え、高速 IC も近く車での来苑も容易です。

高台通りシャトルバスの運用開始によって利便性がさらに増しました。

◆その他
・新館納骨堂には斎場が併設されており、法要・家族葬を行うことがで

きます。

・葬儀、法要の際には、富丘浄苑内だけではなく、札幌近郊の葬儀斎場・

会館等への僧侶の出張も行います。

１．天候に左右されません。

　日差しが強い日も、雨の日も、雪の日も、天候に関

　係なくゆったりとした気持ちでお参りが出来ます。

　ご家族だけではなく、お招きした参列者も安心です。

２．草むしりや墓石の清掃等、維持管理の手間がほと

　んどかかりません。

３．申し込み後すぐに使いはじめられます。

◆屋外霊園との比較

　石のお墓と違い、字彫りの必要はありません。ご葬儀の後の申込でも

　49日に間に合います。ご契約後すぐにお使いいただけます。

４．辞める時も簡単です。

　何十年も経って今とは状況が変わった時もすぐに辞める事が出来ます。

　石のお墓だと原状回復のために 20～ 30 万円程度の費用がかかります。

５．書いてある文字をすぐに変えられます。

　石のお墓の場合は、彫り直しに時間と費用がかかります。

　「南無○○○○」→改宗時に彫り直しが必要になります

　「○○家之墓」→義父母を納骨することになったので表示を変えたいな

　ど、納骨する家族が増えた時に彫り直しが必要になることがあります。

６．僧侶が常駐しており、手厚い供養を受けられます。

　お盆と彼岸期間中はご予約無しで、それ以外は事前にお電話でお申し

　込みください。



◇付属品
・地花立（4.0 寸）×2

・東京ダルマ火立（4.0 寸）×2

・机上香炉（4.0 寸）×1

・高月（4.0 寸）×2

・リン（3.5 寸）×1

・リン棒（5.0 寸）×1

・リン布団（3.5 寸）×1

・湯呑（2.0 寸）×1

・茶台（2.5 寸）×1

・マッチ消し（小）×1

◇初期費用

・納骨壇冥加金

◇毎年かかる費用

・管理費

◇ご依頼いただいた時にかかる費用

・読経料

・納骨事務手数料

・名義変更事務手数料

・33 回忌を迎えた遺骨の合葬料

宗教法人
医王山浄苑寺

〒006-0014　札幌市手稲区富丘 4条 4丁目 5-2
TEL 011-682-7521 / FAX 011-681-2539

※読経時の御布施については僧侶にお渡し下さい。
　浄苑寺でも読経のご依頼を受け付けております。
※納骨可能数は７寸骨箱の場合の数です。
※納骨壇冥加金には別途消費税は必要ありません。
※管理費は共用部分の清掃・管理費用として年に１度お支払いいただきます。
　初年度分は月割計算となり、申込時にお支払いいただきます。
※管理費のお支払いには自動振替をご利用ください。

◆富丘浄苑納骨壇　大型壇

250 万円

20,000 円

3,000 円位～

一体 1万円

1万円

3万円

納骨可能数　15体



◇付属品
・地花立（3.5 寸）×2

・東京ダルマ火立（3.5 寸）×2

・机上香炉（3.5 寸）×1

・高月（3.5 寸）×2

・リン（3.0 寸）×1

・リン棒（5.0 寸）×1

・リン布団（3.0 寸）×1

・湯呑（1.6 寸）×1

・茶台（2.0 寸）×1

・マッチ消し（小）×1

◇初期費用

・納骨壇冥加金

◇毎年かかる費用

・管理費

◇ご依頼いただいた時にかかる費用

・読経料

・納骨事務手数料

・名義変更事務手数料

・33 回忌を迎えた遺骨の合葬料

※読経時の御布施については僧侶にお渡し下さい。
　浄苑寺でも読経のご依頼を受け付けております。
※納骨可能数は７寸骨箱の場合の数です。
※納骨壇冥加金には別途消費税は必要ありません。
※管理費は共用部分の清掃・管理費用として年に１度お支払いいただきます。
　初年度分は月割計算となり、申込時にお支払いいただきます。
※管理費のお支払いには自動振替をご利用ください。

◆富丘浄苑納骨壇　中型壇

180 万円

15,000 円

3,000 円位～

一体 1万円

1万円

3万円

納骨可能数　8体

宗教法人
医王山浄苑寺

〒006-0014　札幌市手稲区富丘 4条 4丁目 5-2
TEL 011-682-7521 / FAX 011-681-2539

受付終了



◇付属品
・地花立×1

・東京ダルマ火立×1

・机上香炉×1

・高月×2

・リン×1

・リン棒×1

・リン布団×1

・湯呑×1

・茶台×1

・マッチ消し×1

◇初期費用

・納骨壇冥加金

◇毎年かかる費用

・管理費

◇ご依頼いただいた時にかかる費用

・読経料

・納骨事務手数料

・名義変更事務手数料

・33 回忌を迎えた遺骨の合葬料

※読経時の御布施については僧侶にお渡し下さい。
　浄苑寺でも読経のご依頼を受け付けております。
※納骨可能数は７寸骨箱の場合の数です。
※納骨壇冥加金には別途消費税は必要ありません。
※管理費は共用部分の清掃・管理費用として年に１度お支払いいただきます。
　初年度分は月割計算となり、申込時にお支払いいただきます。
※管理費のお支払いには自動振替をご利用ください。

◆富丘浄苑納骨壇　五型壇

100 万円

10,000 円

3,000 円位～

一体 1万円

1万円

3万円

納骨可能数　4体

宗教法人
医王山浄苑寺

〒006-0014　札幌市手稲区富丘 4条 4丁目 5-2
TEL 011-682-7521 / FAX 011-681-2539

高さ 1900mm

幅 500mm 幅 500mm 奥行 400mm

限定５基



◇付属品
・地花立×1

・東京ダルマ火立×1

・机上香炉×1

・高月×2

・リン×1

・リン棒×1

・リン布団×1

・湯呑×1

・茶台×1

・マッチ消し×1

◇初期費用

・納骨壇冥加金

◇毎年かかる費用

・管理費

◇ご依頼いただいた時にかかる費用

・読経料

・納骨事務手数料

・名義変更事務手数料

・33 回忌を迎えた遺骨の合葬料

※読経時の御布施については僧侶にお渡し下さい。
　浄苑寺でも読経のご依頼を受け付けております。
※納骨可能数は７寸骨箱の場合の数です。
※納骨壇冥加金には別途消費税は必要ありません。
※管理費は共用部分の清掃・管理費用として年に１度お支払いいただきます。
　初年度分は月割計算となり、申込時にお支払いいただきます。
※管理費のお支払いには自動振替をご利用ください。

◆富丘浄苑納骨壇　三型壇

65 万円

7,000 円

3,000 円位～

一体 1万円

1万円

3万円

納骨可能数　3体

宗教法人
医王山浄苑寺

〒006-0014　札幌市手稲区富丘 4条 4丁目 5-2
TEL 011-682-7521 / FAX 011-681-2539

高さ 190mm

幅 333mm 奥行 400mm幅 333mm幅 333mm

受付終了



◇合葬墓「沙羅双樹」について
少子化や高齢化、核家族の時代を迎え、納骨

壇の後継者不在でお困りの方が増えています。

合葬墓とは墓の使用者が宗教法人浄苑寺であ

り、不特定多数の人々が一緒に安置される（単

一家族以外の人の遺骨を複数納める）お墓の

ことです。

継承者のいない方や、お墓をお持ちでない方

等におすすめする、心安らぐ悠久の住処です。

お釈迦様が入滅（死去）した際にお釈迦様を

優しく包み込んだ聖木「沙羅双樹（さらそう

じゅ）」から名前をいただきました。

◇初期費用

・永代供養墓冥加金

　13回忌迄　20 万円   /  25 万円（特別供養）

　33回忌迄　40 万円   /  50 万円（特別供養）
※特別供養は合同供養時に戒名（または俗名）をお読みいたします。

◇毎年かかる費用

・申込内容によって管理費が異なります

　遺骨申込

　生前申込（納骨後はかかりません）

　生前申込（葬儀も同時申込の場合）

◇ご依頼いただいた時にかかる費用

・読経料

・納骨事務手数料

・使用期限終了後の遺骨の合葬料

宗教法人
医王山浄苑寺

〒006-0014　札幌市手稲区富丘 4条 4丁目 5-2
TEL 011-682-7521 / FAX 011-681-2539

※生前申込の場合は納骨するまで管理費がかかります。自動振替をご利用下
さい。（葬儀もあわせてお申込いただければ生前申込でも管理費は不要です）
※管理費の自動振替は、毎年 11 月 20 日に翌年分を口座引落いたします。
※読経時の御布施については僧侶にお渡し下さい。
　浄苑寺でも読経のご依頼を受け付けております。
※8寸以上の骨箱をご利用の場合は 7寸の骨箱に移し替えていただきます。
※納骨壇冥加金には別途消費税は必要ありません。
※納骨後 13 回忌迄（12 年間）または 33 回忌（32 年間）ご使用いただけます。
　使用期限終了後は合葬墓「沙羅双樹」に合葬いたします。
※供養料、納骨事務手数料、合葬料は初期費用に含まれています。
※お申込時に、印鑑登録した印鑑と、 印鑑登録証明書をご持参ください。

◆富丘浄苑永代供養墓　菩提樹

0 円

5,000 円

0 円

3,000 円位～

0円

0円納骨可能数　1体

ぼ  だいじゅ
◇永代供養について

・合同供養

富丘浄苑新館 1階本堂にて、毎日富丘浄苑に納骨されている方への

全体供養を行っています。

読むお経：開経偈　懺悔文　般若心経　観音経二十五偈

・合同特別供養

合同供養に加えて、春彼岸・お盆・秋彼岸に執り行う法要にて、故

人の戒名を読み上げて供養いたします。

読むお経：開経偈　懺悔文　般若心経　般若理趣経　舎利礼文

観音経　嘆仏偈　讃仏偈　回向

 さ    ら  そうじゅ



札幌市許可第６号　宗教法人 医王山浄苑寺

TEL 011-682-7521
＜受付時間＞9:00 ～ 17:00 ※葬儀の受付は 24 時間承ります。

［ホームページ］http://www.jouen.net/

〒006-0014　札幌市手稲区富丘 4条 4丁目 5-2
ご見学の際には送迎いたします。
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	新館中型壇パンフレット3（受付終了）





