
098-923-4258

でのお問合せ・ご予約も可能です。
※海洋散骨を行った際のお写真も送る事も出来ます。

ID：okinawasankotsu
電話番号：070-6596-9691

LINEをご利用の方は
ぜひ、こちらから
お気軽にお問合わせ下さい！ QRコード、もしくは

【ID/電話番号】で登録
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当社では、９時、12時、15時、期間限定ではあります
がサンセットもあり便数が豊富な為ほぼお客様のご
希望日で行うことができます。
※ご遺骨をご自宅などで供養されている（当社にて洗骨、乾燥がない）
場合はご希望日の10日前までであればご予約可能です。
※粉骨を事前に行っている際は、5日前までであればご予約可能です。

当社のチャーター散骨はココが違います！ 当社の委託代行散骨はココが違います！

① １日3便開催のためお客様のご希望日で行える。

当社では、合同海洋散骨は行っておりません。
ご家族様、ご友人様だけのお時間を過ごしていただ
きたい為個人海洋散骨貸切で行っております。
ご料金も他社の合同海洋散骨料金と変わらない料
金で貸切海洋散骨が行えます。

② チャーター便の為各便1組様限定で海洋散骨を行えます。

故人様が好きだった海への散骨。
雄大な残波岬の絶景を堪能できる恩納村西海岸。伊
計島、宮城島などの島々を見渡せる宜野座村東海岸。

③ 沖縄本島の西海岸恩納村（おんなそん）、
　東海岸宜野座村（ぎのざそん）２つの海域から選べます。

委託代行散骨で、通常他社では希望日に行うことが
できない業者さんがほとんどです。当社では、お客様
からご希望日をお伺いしてその日に海洋散骨を行わ
せていただきます。
※海況不良の際は、希望日に行えない場合もございます。 ご了
承くださいませ。

① 希望日で行える。

委託代行散骨で、通常他社では、何組か揃ってから
海洋散骨行うことが、ほとんどです。ですので、タイミ
ングが合わないとすぐに行うことができません。
当社では、専属の船長がいますので迅速に1組様か
ら行うことが可能です。

② 1組様から代行散骨を行えます!!

委託代行散骨のデメリットである、海洋散骨に立ち会
えない部分をテレビ電話でのリアルタイムで海洋散
骨を行っている映像をご覧いただけます。
勿論、お電話でスタッフと直接やり取りが可能ですの
でお客様のご要望をその場で対応できます。

③ テレビ電話でのリアルタイムで海洋散骨!!
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散骨プランのご案内

個人チャーター散骨プラン

130,000円 (税込)

所要時間　約２時間

海洋散骨を行い、帰りは残波岬の絶
景をクルージングしながら港に戻り
ます。

(税込)

海洋散骨を行い、帰りは残波岬の絶
景をクルージングしながら港に戻り
ます。

130,000円

55,000円

55,000円

130,000円

詳細はP5に記載

委託代行散骨プラン

沖縄まで来れない、費用を抑えたい
、船酔いが心配というお客様に最適
なプランです。
全国対応可能ですので、お気軽にお
問い合わせお待ちしております。

詳細はP7に記載

(税込)

沖縄本島東海岸
　個人チャーター散骨プラン

所要時間　約２時間

海洋散骨を行い、帰りは東海岸の海
をクルージングしながら港に戻りま
す。

詳細はP6に記載

(税込)

メモリアルクルーズ
　　　　チャータープラン

所要時間　約２時間

前回海洋散骨で行ったポイントで故人
様を想うプランとなっております。

詳細はP11に記載

(税込)

所要時間　約２時間

海洋散骨を行い、西海岸の綺麗で雄
大な夕日そして残波岬の絶景を鑑賞
しながら港に戻ります。

詳細はP10に記載

ペット委託代行散骨プラン

(税込)

沖縄まで来れない、費用を抑えたい
、船酔いが心配というお客様に最適
なプランです。
全国対応可能ですので、お気軽にお
問い合わせお待ちしております。

詳細はP9に記載

ペットチャーター散骨プラン

(税込)

所要時間　約２時間

詳細はP8に記載

沖縄本島ご遺骨引取サービス

沖縄本島にご遺骨がある方は、
当社にてお引き取りにお伺いも出
来ます。

詳細はP12に記載

【期間限定】サンセット
　　　チャーター散骨プラン

※沖縄本島のみとなっておりますご了承
くださいませ。
※お引き取りご料金は、現金ご精算とな
っております。

55,000円

70,000円

160,000円
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□上記料金に含まれるもの
・粉骨料金　・船舶チャーター料　・水溶性袋　・ドリンク代　・散骨証明書　・写真　・献花 
・ご遺骨発送代　・骨壷処分費用

(個人チャーター散骨プラン,ペットチャーター散骨プラン)は、9時便、12時便、15時便の３便ご用意しております。
※集合から解散まで約２時間となります。

沖縄本島東海岸個人チャーター散骨プラン

ご準備いただくもの

プラン内容
当社スタッフとお客様が一緒に乗船し、海洋散骨を行い、帰りは残波岬の絶景
をクルージングしながら港に戻ります。散骨した場所の緯度、経度を表示した
散骨証明書を後日お客様のご自宅に郵送させていただきます。
※残波岬クルージングは、希望制となっております。海況などによりクルージングがない場合もございますのでご了承下
さいませ。

写真サービス
当日にお撮りした写真は散骨証明書と散骨
を行っているところや風景をフォトフレー
ムとお写真にして郵送させていただきます

カジュアルな格好。船酔いが不安な方は、
酔い止め薬もお持ち下さい。

料金

※この他に追加料金は一切かかりません。
※ご両親、二柱様行いたいというご予約が増えております。

※この他に追加料金は一切かかりません。
※ご遺骨が複数ある場合１柱様ごとに追加３万円となります。

￥130,000（税込）
■個人チャーター散骨プラン ■個人チャーター散骨二柱様プラン

￥160,000（税込）

開催コース時間

港に集合。船での説明、諸注意
出港
散骨ポイント到着
海上にて散骨、黙祷
沖縄の海、景色を見ながらクルージング
帰港。終了、解散

個人チャーター散骨プラン

□上記料金に含まれるもの
・粉骨料金　・船舶チャーター料　・水溶性袋　・ドリンク代　・散骨証明書　・写真　・献花 
・ご遺骨発送代　・骨壷処分費用

(個人チャーター散骨プラン,ペットチャーター散骨プラン)は、9時便、12時便、15時便の３便ご用意しております。
※集合から解散まで約２時間となります。

ご準備いただくもの

プラン内容
当社スタッフとお客様が一緒に乗船し、海洋散骨を行い、帰りは東海岸の海を
クルージングしながら港に戻ります。
散骨した場所の緯度、経度を表示した散骨証明書を後日お客様のご自宅に郵送
させていただきます。
※希望制となっております。海況などによりクルージングがない場合もございますのでご了承下さいませ。

写真サービス
当日にお撮りした写真は散骨証明書と散骨
を行っているところや風景をフォトフレー
ムとお写真にして郵送させていただきます

カジュアルな格好。船酔いが不安な方は、
酔い止め薬もお持ち下さい。

料金

※この他に追加料金は一切かかりません。
※ご両親、二柱様行いたいというご予約が増えております。

※この他に追加料金は一切かかりません。
※ご遺骨が複数ある場合１柱様ごとに追加３万円となります。

￥130,000（税込）
■個人チャーター散骨プラン ■個人チャーター散骨二柱様プラン

￥160,000（税込）

開催コース時間

港に集合。船での説明、諸注意
出港
散骨ポイント到着
海上にて散骨、黙祷
沖縄の海、景色を見ながらクルージング
帰港。終了、解散
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□上記料金に含まれるもの
・粉骨料金　　・水溶性袋　・散骨証明書　・写真　・献花 ・ご遺骨発送料　・骨壷処分費用

ペットチャーター散骨プラン

散骨証明書

プラン内容
沖縄まで来れない、費用を抑えたい、船酔いが心配というお客様へ最適なプラ
ンです。全国対応可能ですので、お気軽にお問合わせください。当社スタッフ
にて、責任をもって海に散骨致します。

写真サービス
散骨を行っているところや風景をフォトフ
レームとお写真にして、お客様のご自宅へ
郵送させて頂きます。

散骨した場所の緯度、経度を表示した散骨
証明書を後日お客様のご自宅へ郵送させて
頂きます。

料金

※この他に追加料金は一切かかりません。
※ご遺骨が複数ある場合1柱様ごとに追加３万円となります。

￥55,000（税込）■委託代行散骨プラン

委託代行散骨プラン

□上記料金に含まれるもの
・粉骨料金　・船舶チャーター料　・水溶性袋　・ドリンク代　・散骨証明書　・写真　・献花 
・ご遺骨発送代　・骨壷処分費用

(個人チャーター散骨プラン,ペットチャーター散骨プラン)は、9時便、12時便、15時便の３便ご用意しております。
※集合から解散まで約２時間となります。

ご準備いただくもの

プラン内容
当社スタッフとお客様が一緒に乗船し、海洋散骨を行い、帰りは残波岬の絶景
をクルージングしながら港に戻ります。散骨した場所の緯度、経度を表示した
散骨証明書を後日お客様のご自宅に郵送させていただきます。
※残波岬クルージングは、希望制となっております。海況などによりクルージングがない場合もございますのでご了承下
さいませ。

写真サービス
当日にお撮りした写真は散骨証明書と散骨
を行っているところや風景をフォトフレー
ムとお写真にして郵送させていただきます

カジュアルな格好。船酔いが不安な方は、
酔い止め薬もお持ち下さい。

料金

※この他に追加料金は一切かかりません。

￥130,000（税込）■ペットチャーター散骨プラン

開催コース時間

港に集合。船での説明、諸注意
出港
散骨ポイント到着
海上にて散骨、黙祷
沖縄の海、景色を見ながらクルージング
帰港。終了、解散
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□上記料金に含まれるもの
・粉骨料金　　・水溶性袋　・散骨証明書　・写真　・献花 ・ご遺骨発送料　・骨壷処分費用

サンセットチャーター散骨プラン
プラン内容

沖縄まで来れない、費用を抑えたい、船酔いが心配というお客様へ最適なプラ
ンです。全国対応可能ですので、お気軽にお問合わせください。当社スタッフ
にて、責任をもって海に散骨致します。

写真サービス
散骨を行っているところや風景をフォトフ
レームとお写真にして、お客様のご自宅に
郵送させていただきます。

料金

※この他に追加料金は一切かかりません。

￥55,000（税込）■ペット代行散骨プラン

※委託代行散骨は、お手続きが整い次第迅速に対応いたします。

サンセットチャーター散骨プラン

散骨証明書
散骨した場所の緯度、経度を表示した散骨
証明書を後日お客様のご自宅へ郵送させて
頂きます。

□上記料金に含まれるもの
・粉骨料金　・船舶チャーター料　・水溶性袋　・ドリンク代　・散骨証明書　・写真　・献花 
・ご遺骨発送代　・骨壷処分費用

開催する月によって（日の入りの関係上）時間が多少ずれますのでご了承くださいませ。
※集合から解散まで約２時間となります。
※お問合せ、ご相談はお気軽にお電話お待ちしております。

ご準備いただくもの

プラン内容
沖縄本島西海岸のキレイな夕日、残波岬の絶景を見ながらのプランです。
当社スタッフとお客様が一緒に乗船し海洋散骨を行い、西海岸の綺麗で雄大な
夕日そして残波岬の絶景を鑑賞しながら港に戻ります。散骨した場所の緯度、
経度を表示した散骨証明書を後日お客様のご自宅に郵送させていただきます。

写真サービス
当日にお撮りした写真は散骨証明書と散骨を
行っているところや風景をフォトフレームと
お写真にして郵送させていただきます。

カジュアルな格好。船酔いが不安な方は、
酔い止め薬もお持ち下さい。

料金

開催コース時間

※この他に追加料金は一切かかりません。
※ご遺骨が複数ある場合１柱様ごとに追加３万円となります。

ペット代行散骨プラン
【7月〜9月 期間限定プラン】

￥160,000（税込）■サンセットチャーター散骨プラン
【7月〜9月 期間限定プラン】
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□上記料金に含まれるもの
・船舶チャーター料　・ドリンク代　・写真　・献花

沖縄本島ご遺骨引取サービス
プラン内容

当社スタッフとお客様が一緒に乗船し、前回海洋散骨で行ったポイントで故人
様を想うプランとなっております。チャータープランの為気兼ねするご心配も
ございません。
※当社で行ったお客様は散骨証明書に記載されている座標のポイントにて行うことができます。
　他社様で行ったお客様は一度お問い合わせくださいませ。

写真サービス
当日に撮影した写真は、お客様のご自宅に
郵送させていただきます。

料金

※この他に追加料金は一切かかりません。

￥70,000（税込）■メモリアルクルーズ
　　　　　チャータープラン

ご準備いただくもの
カジュアルな格好。船酔いが不安な方は、
酔い止め薬もお持ち下さい。

メモリアルクルーズチャータープランでは、9時・12時・15時の3便をご用意しております。
※集合から解散まで約2時間となります。
※お問合わせ、ご相談はお気軽に！ご連絡お待ちしております。

開催コース時間

サービス内容
当社にて海洋散骨プランをご予約いただきましたお客様で、沖縄本島にご遺骨
がある方は、当社にてお引き取りにお伺いも出来ます。

対応地域・料金

直線距離 料金 引取対応地域

２０㎞圏内 無料 読谷村・嘉手納町・北谷町・恩納村・宜野湾市
沖縄市・うるま市（石川地域のみ）

３０㎞圏内 2,000円 金武町、宜野座村、浦添市、那覇市、北中城村
中城村、う るま市（石川地域以外）

5０㎞圏内 3,000円 名護市、豊見城市、糸満市、八重瀬町、南城市
与那原町、西原町

6０㎞圏内 5,000円 今帰仁村・本部町

7０㎞圏内 8,000円 東村・大宜味村

8０㎞圏内 10,000円 国頭村

メモリアルクルーズチャータープラン

□引取対応は沖縄本島内のみとなっております。ご了承ください。
□お引き取りのご料金は、現金でのご精算のみとなっております。

引取サービスについて
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お申込みの流れ・スタッフ

〒904−0417 沖縄県国頭郡恩納村字真栄田1398-6
オキナワケンクニガミグンオンナソンアザマエダ

※ナビで入力の際は住所でご入力ください。
※「真栄田漁港」でナビが出ない場合「すや売店」でナビ検索お願いいたします。すや売店の向かい側が真栄田漁港となっております。

オキナワケンクニガミグンギノザソンカンナ
※ナビで入力の際は住所でご入力ください。

１：すや売店の向かい側が
港入口になります。

２：そのまま道なりお越し
くださいませ。

３：赤瓦の建物はお手洗い
となっています。

４：道なりにお越しいただけ
れば砂利道のところが駐車場と
なっております。

駐車場にスタッフが
待機しております。

〒904-1304 沖縄県国頭郡宜野座村漢那１７０３−４

１：３２９号線からまっす
ぐ入ってくると十字路があ
り、そのまま直進。

２：入口を入り、１つ目を
右に曲がり突き当たりを左
に曲がってください。

３：駐車場があります。 ４：近くにスタッフが待機し
ております。見当たらない際に
はご連絡下さい。

駐車場にスタッフが
待機しております。

漢那漁港(かんなぎょこう)

【スマートフォン・タブレットなどをお持ちの際は、弊社ウェブサイト内「アクセス」ページをご覧ください。そのままナビ設定が可能です。】

STEP1 ご予約・お問合わせ

お電話もしくは弊社ウェブサイト内の予約フォームか
らご予約・お問合わせくださいませ。

STEP5 後日、証明書とアルバムをご発送

STEP4 海洋散骨当日

STEP3 必要書類・各種手続き

STEP2 お支払・決済
予約フォームからクレジットカードにてお支払いいただくか、
指定の口座にご予約完了後10日以内（土日祝を除く）にご入金お願いいたします。
恐れ入りますが、振込手数料はご負担お願い致します。
※10日を過ぎる際は、前もってご連絡いただけると幸いです。
※カード決済については、弊社ウェブサイト内にてご確認ください。

下記クレジット決済及び銀行振込ご利用可能です。

ご入金・決済が完了しましたら、ご遺骨、各種証明書の発送をお願い致します。
ご遺骨の証明書　・・・火・埋葬許可証、死亡届出書、除籍謄本のいずれかのコピー
ご依頼者の証明書・・・健康保険証、運転免許証、住民票、戸籍謄本のいずれかのコピー
※以上の2点の証明書が必要となります。ご用意できない際はご依頼をお受けすることができません。
発送先・・・904-0314 沖縄県中頭郡読谷村古堅551-2　沖縄海洋散骨サービスセンター

海洋散骨当日港に集合していただき、乗船、海洋散骨を行います。
献花、献酒につきましては、故人様が好きだったお花やお酒をお持ち込み
頂いても結構ですが、海に還らない例えば献花のラッピングやゴムは外し
ていただくことになりますのでご了承くださいませ。

緯度、経度を表示した証明書、散骨を行っているところや風景を写真フレームと厳選した 
３０枚ほどを、後日、アルバムにして郵送させていただきます。
※ご希望の方はその日御撮りした写真のデータＣＤ－RもしくはＬＩＮＥで送ることも可能ですのです。大体
７０枚～１５０枚になります。お気軽にお申し付けくださいませ。

最初のお問合せから、最後まで心と
想いをこめて精一杯のサポートをさ
せて頂きます。
「やって良かった。来て良かった。」
と感じて頂けるよう、ご案内致します。

出航場所
真栄田漁港(まえだぎょこう)
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よくあるご質問・ご案内
Q.散骨は違法ではないのですか？
A.違法ではありません。 法務省では、散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる
　限り 違法ではない」という見解が認められておりますので厚生省では、 散骨の様な葬　　
　送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず法律の対象外であると表明しました。

Q.遺骨は、全部散骨しないといけないのですか？
A.全部散骨する必要はございません。分骨といって半分は散骨、 半分は残してお墓、もしくは
　ご自宅にて供養される方もいらっしゃいます。

Q.散骨の際の格好は？
A.カジュアルな格好で構いません。堅苦しい感じで行うわけではありませんので夏場だとTシ
　ャツにジーンズなどの動きやすい格好で構いません。船に乗る際、段差などがありこける　
　可能性もありますのでハイヒールなどはご遠慮いただいております。

Q.散骨するまで、どれぐらいの日程がかかりますか？
A.ご遺骨の状態によりますが、出来る限り迅速に対応していきます。お墓に入っている場合骨
　壷の中に水が溜まっているこ　ともある為、乾燥、洗骨させる日数や海の海況にも よります
　が、当社は委託散骨1件からでも行いますので1週間から2週間程度とお考え下さい。
　個人チャーター散骨に関しては、お客様のご都合にできる限り合わせれるように対応して
　いきます。

Q.追加費用は、かかりますか？
A.追加費用は一切かかりません。他社では、粉骨料金は別料金が多いですが 粉骨料金、
　遺骨発送代など全て込みになっております。
　※当社ではご希望人数が乗船人数を超える場合、追加料金が発生致しますので一度当社にご相談くださいませ。　
　　海域によっては船の大きさも変わり、乗船人数が変わりますのでご了承くださいませ。

Q.海洋散骨って、海洋汚染になるのでは？
A.遺骨の主成分は、カルシウムになっておりますので 海洋汚染にはなりません。

A.はい、可能です。ペット１匹につき追加料金２万円となります。故人ですと１柱につき追加料
　金３万円となります。

Q.故人の散骨の時にペットも一緒に散骨は可能ですか？

Q.許可証のコピーは何故必要なのですか？

A.墓埋法第14条「許可証のない埋葬等の禁止」では、 墓地の管理者や納骨堂の管理者に
　対し埋葬許可証、又は火葬許可証を受理しなければ遺骨を埋葬、収蔵してはならないと規
　定しています。 お預かりするご遺骨が事件性がないことを証　明する書類として、
　必ず埋葬・火葬許可証、コピーをいただいております。

個人チャーター散骨プランをご利用のお客様

兵庫県より　Y様

海が苦手で酔うかも…と思っていたのですが、叔父の遺言と思

って頑張ってきました。海に出たら…こんなに気持ち良くすば

らしい体験が。叔父らしい明るくきれいな時となりました。　

ツアーの方々ありがとうございます。連れて来てくれた叔父、

叔母の感謝です。

Ｈappyな気分を本当にありがとうございました。一生忘れられな

い思い出の地となりました！！

夕日がとても綺麗でまたこういう船に乗りたいと思う。
ご親切に対応して下さりありがとうございました。
姉もとても喜んでくれたと思います。
素敵で楽しいプレゼントをありがとう。
初めて見たトビウオはすごく感動した。夕日も見れて良かった。
楽しかったです。最後特別に船長が超スピードで走ってくれたのがすごく
良かったです。夕日も見れたのですごく楽しかったです。
もう一回乗りたいです。

期間限定サンセットチャーター散骨プランをご利用のお客様

海の水も綺麗で、魚がいっぱいいて船に乗ることがあまり
ないから楽しかった。散骨だったのに楽しかった！
綺麗な海でお父さんも幸せだと思います。ありがとうござ
いました。
船に水がかぶってゆれていたからこわかったけど後から穏
やかな波のところでなれて楽しくなりました。
雨が降りそうだったけど良い天気で良かったです。
お父さんも喜んでいると思います。

個人チャーター散骨プランをご利用のお客様

大阪府より　Nさまご家族様

香川県より　Uさまご家族様

まずは、天気が良かった。全員の信心の賜物でした。
感謝！！
とても楽しく散骨できました。母も喜んでいると思います。
天気が良かったので快適にクルージングが出来ました。

個人チャーター散骨プランをご利用のお客様

神奈川県より　Iさまご家族様

ご利用いただいたお客様の声


