
セレモニーホール開設のご提案



 地域の皆様の

充実した生活のために。

ファミリーライフを支援する、
サン・ライフ

人の一生とともにある様々なシーン。
儀式、文化、教育、生活…
サン・ライフは長年培ってきた信頼と実績をもと
に、過去・現在・未来へとつながっていく思いを
大切にしながら、ライフステージにおけるあらゆ
る場面でお手伝いをしております。

私たちは質の高いサービス・商品を提供し、
お客様満足度で地域一番を目指します。

私たちは多数を占める一般市民を対象に地域に密着した
活動を行いメンバーシステムの整備・拡充を図るととも
に、グループの総合力を最大限活用します。

私たちは職員に対する教育を重視し、
そのサービスレベル・品格・誠実さにおいても地域一番
を目指します。
同時に各々の職員は個人として尊重され、
その待遇は構成かつ適正であるものとします。

これらの実現により私たちは、上場企業として収益の成
長において同業他社を上回る永続可能な優良企業をめざ
します。

事業目的



ファミリーライフを
ご支援する、
サン・ライフ

■在宅介護
ケアプラン
訪問介護
訪問入浴
訪問看護
福祉用具レンタル
デイサービス
ショートステイ

■介護付き有料老人ホーム
■住宅型有料老人ホーム

■ 終活支援
生前・事前相談
生前整理
相続相談

■ ご葬儀全般のお手伝い
様々なご葬儀スタイル
（一般葬、家族葬、社葬、
福祉葬、無宗教葬など）
エンバーミング
ケータリング

■ アフターフォロー
ご葬儀後の諸手続き
法事・法要・お別れ会
仏壇・仏具
自然葬（海や山への散骨）
墓地墓石のご紹介
遺品整理・ハウスクリーニング
相続相談

■ ご葬儀・ブライダル・福祉の専門学校

■ペット葬
■譲渡型保護ねこカフェ
■メモリアルグッズ専門店
　（ペット用仏壇販売）

■ホテル事業
□宿泊サービス
□レストラン
各種ご宴会
忘新年会
歓送迎会
懇親会
会議・研修
創立記念パーティー
謝恩会
納涼祭
同窓会
法事・偲ぶ会
ケータリング
長寿のお祝い
記念パーティー
お別れ会

□通過儀礼
（節目のセレモニー）
お宮参り
七五三祝い
入学式・卒業式
成人式

□イベント
ディナーショー
コンサート
感謝祭

■ ブライダル（婚礼）
結婚式（挙式、披露宴）
フォトウエディング
衣装レンタル
顔合わせ・結納式

人の一生とともにある様々なシーン。
儀式、文化、教育、生活…
サン・ライフは永年培ってきた信頼と実績をもとに、
過去・現在・未来へとつながっていく想いを大切にしながら、
ライフステージにおけるあらゆる場面でお手伝いさせてい
ただきます。



サン・ライフグループ一覧

サカエヤ・ホール
平塚市明石町25-1

☎0463（21）0194

伊勢原総合ホール
伊勢原市串橋290-1

☎0463（96）4440

ファミリーホール小田原
小田原市本町2-5-5

☎0465（21）5300

☎0463（37）4446
平塚市根坂間239

平塚西セレモニーホール

☎042（767）5244
相模原市南区古淵3-33-21
相模ファミリーホール

大和総合ホール
大和市西鶴間6-1-5

☎046（277）4444

横浜町田ファミリーホール
町田市成瀬7-11-2

☎042（710）1077 

座間ホール
座間市ひばりが丘5-2-15

☎046（259）1056

ファミリーホール大和
大和市大和南1-5-15

☎046（200）5151

ファミリーホール橋本
相模原市緑区西橋本4-14-8

☎042（700）5155

ファミリーホール厚木
厚木市水引2-11-38

☎046（297）4001

ファミリーホール高尾
八王子市高尾町1599-56

☎042（668）7220

相模原会館
相模原市中央区清新3-7-15

☎042（758）6110

海老名セレモニーホール
海老名市中央２-1-14

☎046（292）4333

平塚斎場
平塚市田村9-12-8

☎0463（54）0444

しぶさわホール
秦野市平沢1　

☎0463（85）4423

橋本総合ホール
相模原市中央区南橋本1-20-21

☎042（775）6344

八王子総合ホール
八王子市緑町283-1

☎042（621）2345

湘南大磯ホール
中郡大磯町大磯1225

☎0463（60）2300

ファミリーホール二宮
中郡二宮町二宮1152

☎0463（70）1009

ファミリーホール綾瀬
綾瀬市寺尾西3-11-21

☎0467（77）3950

ファミリーホール湘南海岸
茅ヶ崎市常盤町6-29

☎0467（88）3313

小田原式典総合ホール
小田原市扇町1-5-6　

☎0465（32）5544

式典事業

ファミリーホール藤沢大庭
藤沢市大庭5403-15

☎0466（88）0099

ファミリーホール大井松田
足柄上郡大井町上大井112-1

☎0465（85）1533

西湘ホール
足柄下郡真鶴町真鶴1902-12

☎0465（69）1444

相模原市南区南台5-12-10

サン・ライフ小田急相模原駅前
ファミリーホール

☎042（765）8155

相模斎場
相模原市南区古淵3-33-21

☎042（746）1114



サカエヤ仏壇 相模原店
相模原市中央区清新3-7-15

☎042（701）3199

サカエヤ仏壇 平塚本店
平塚市明石町25-1

☎0463（21）0150

メモリアルサロン サカエヤ
(旧 サカエヤ仏壇海老名店)
海老名市中央2-1-8

☎046（292）4321

八王子北口ファミリーホール
仏壇ショールーム

八王子市明神町3-15-3

☎042（643）6144

惠伸会 保育事業

仏壇店

あんしんサロン

ペットセレモニーウェイビー
平塚市田村9-9-16  2F

☎0463（54）7900

ペットのお葬式 ハウスクリーニング

東京霊園
八王子市元八王子町2-1623-1

☎042（661）6734

ご葬儀・法要相談センター
（コールセンター）

☎0463（20）5061

譲渡型保護ねこカフェ

認可保育園

サン・キッズ湘南
平塚市中堂8-10

☎0463（25）1019

認可保育園

サンキッズ大磯
中郡大磯町東町1-13-33
☎0463（61）2641

認可保育園

サン・キッズ平塚ステーション
平塚市八重咲町1-30

☎0463（20）5240

認可保育園

サンキッズ金田ほいくえん
平塚市寺田縄1058-1
☎0463（59）9525

認定こども園

サンキッズ国府
中郡大磯町国府新宿152
☎0463（71）0549

認可保育園

サンキッズ荏田西保育園
横浜市青葉区荏田西4-5-2
☎045（911）3623

認定こども園

サンキッズ南が丘こどもえん
秦野市南が丘2-1

☎0463（81）9511

 にじのはし
平塚市明石町24-13

☎0463（25）5007

ダスキン スキル
平塚市根坂間262-1

☎0463（32）7276

セレイエ厚木

☎046（294）0180
厚木市恩名1-13-75

社会福祉法人 相模福祉会
清新斎場 

相模原市中央区清新8-3-19
☎042（756）2514

ファミリーホール聖蹟桜ヶ丘

☎042（311）7757
多摩市関戸5-7-7

終活・あんしんサロン  藤沢
藤沢市大庭5061-2  2階

☎0466（52）7303

終活・あんしんサロン  湘南平塚
平塚市代官町33-1OSC湘南シティB棟1階

☎0463（72）7867

終活・あんしんサロン  八王子
八王子市椚田町1208

☎042（673）5607

八王子南口総合ホール
八王子市万町12-1

☎042（620）4555

八王子北口ファミリーホール
八王子市明神町3-15-3

☎042（646）4455

南多摩総合ホール
八王子市南大沢2-226-4

☎042（677）4949

日野会館高倉総合ホール
八王子市高倉町21-5

☎042（643）4666 

セレモニーホール多摩
多摩市落合2-1-19

☎042（355）7100

八王子滝山ファミリーホール
八王子市左入町920-1

☎042（696）0567

ファミリーホール日野
日野市多摩平6-17-11

☎0120-41-3140



惠伸会 介護事業

惠伸会 学童保育

ザ・ウィングス海老名
海老名市中央1-17-10

☎046（234）1233

ホテルサンライフガーデン
平塚市榎木町9-41

☎0463（21）7111

八王子ホテルニューグランド
八王子市大和田町6-1-6

☎042（645）0015

ホテル・ブライダル事業

湘南ウェディング専門学校
平塚市代官町4-3

☎0463（23）2001

日本ヒューマンセレモニー
専門学校

平塚市八重咲町7-30
☎0463（27）2002

神奈川社会福祉専門学校
平塚市立野町1-1

☎0463（30）3231

教育事業

住宅型有料老人ホーム

クローバーライフ平塚
平塚市東八幡2-4-8

☎0463（71）6416

住宅型有料老人ホーム

クローバーライフ富士
富士市久沢247-1

☎0545（30）7631

住宅型有料老人ホーム

クローバーライフ厚木
厚木市水引2-6-29

☎046（223）5101

デイサービス・ショートステイ

エミーズ鴨宮
小田原市鴨宮771-1

☎0465（46）1165

デイサービス・ショートステイ

エミーズ東間門
沼津市東間門625-6

☎055（962）1285

デイサービス

エミーズ原
沼津市大塚1134

☎055（967）1285

介護事業

介護付有料老人ホーム

サンガーデン湘南
平塚市中堂18-4

☎0463（21）2110

住宅型有料老人ホーム

クローバーライフ沼津
沼津市大岡3317

☎055（924）0715

特別養護老人ホーム

サンレジデンス湘南
平塚市田村2-11-5

☎0463（54）7007

ケアハウス＆デイサービス

サンステージ湘南
平塚市中堂8-1

☎0463（20）5301

サン・ライフ福祉サービスセンター
湘南事業所

平塚市馬入本町13-2-1

☎0463（22）2943

サン・ライフ福祉サービスセンター
八王子事業所
八王子市大和田町6-2-9

☎042（646）5667

サン・ライフ福祉サービスセンター
富士事業所
富士市柚木165-1

☎0545（65）5661

サン・キッズ湘南
第1学童保育室
平塚市中堂8-10

☎0463（23）7784

サンキッズ国府
学童保育１・２
大磯町月京18-26

☎0463（72）3274

サン・キッズ松が丘
学童ほいくしつ
平塚市東中原1-12-2

☎0463（53）1693

サン・キッズ湘南
第2学童保育室
平塚市天沼6-32-102

☎0463（20）5970

サン・キッズ南原
学童保育室
平塚市南原1-18-1

☎0463（34）2415

平塚市地域包括支援センター
サンレジデンス湘南
平塚市田村2-11-5

☎0463（54）7009

平塚市地域包括支援センター
ふじみ

平塚市中里11-17　SSビル1F

☎0463（30）5010

サン・ライフ福祉サービスセンター
伊勢原事業所
伊勢原市桜台4-18-5

☎0463（97）4701

サン・ライフ福祉サービスセンター
厚木事業所

厚木市戸室4-21-26-101

☎046（297）2943

サン・ライフ
訪問看護ステーション
平塚市中堂18-4サンガーデン湘南

アネックス棟1Ｆ
☎0463（25）1443

ホーマ在宅ケア
相模原市緑区二本松1-1-12
インサイドビル2-A号

☎042（850）6755

※掲載内容は2021年9月1日現在のものです。



斎場建設のコンセプト

サン・ライフのセレモニーホールは
地域との調和をはかり、
地域にとってなくてはならない存在に
なることを目標にしています。　



斎場開設に関する

よくあるご質問

Q近隣住民の方からの建設反対があった場合の対応

Q

Q騒音や臭いなどの心配は大丈夫ですか？

Q車両の出入りなど安全面の対応は大丈夫ですか？

Q斎場を建設することによる問題は何かありますか？

新規の建物建設に関し、斎場に限らずさまざまなご意見をお持ちになる場合はよくあることです。
セレモニーホールに関しても、建設反対のご意見をお持ちになられる方が少なくないのも事実です。
弊社の既存施設におきましても、過去には建設反対に対応してきた事例はございます。
ですが、ご理解いただく努力を惜しまず、誠意をもった対応を行ってきたことにより、神奈川・西
東京に 36 もの施設を開設してまいりました。
開設後は地域住民の方々に繰り返しご利用いただくなど、その地域になくてはならない存在となっ
ています。
◇霊柩車の使用について
　主に洋型やワゴン型霊柩車を使用し、宮型の霊柩車の使用を控えております。
◇花環やお見送り等について
　外部から式の様子等が見えないように配慮しております。また花環などを外部に装飾することは
　ございません。
◇建物のデザインについて
　地域の景観に配慮した違和感のない明るいデザインを心がけております。

施設の防音・防臭対策は、慎重に行っております。設備面における対策に加えて、運用面でも配慮
を行うことにより大きなトラブルに至ったケースはござません。

施設の形状や接道の交通量、通行者への安全確保等あらゆる場面を想定して、建築計画の段階から
配慮しております。また、開業以降につきましても誘導員の配置や保安設備の導入などを行い、万
全の態勢で対応をしております。

2021年までに施設の開業は 36ヶ所を超えます。その中で様々な問題に対面し、解決してきました。
その中で得た知見から、あらゆる事態を想定し問題が生じないよう現地調査を徹底し、施設が開設
するまで対応をいたします。ただし、市区町村（行政）により斎場開設の条例や指導基準が異なっ
ております。場合によっては開設が困難な地域があります。建築基準法上の用途地域によっても
建設が出来ない用途地域もあります。



情報提供から

斎場開設までの流れ

現地視察

法令調査・建築指導確認

建築プランの作成

事前協議

不動産契約協議

契約締結

建築準備・住民説明

工事・着工

斎場開設

情報提供

地域になくてなならない施設として、誠心誠意取り組
んでまいります。

周辺の地域の方々に充分配慮して建築工事を進めてま
いります。

近隣住民の方々へご挨拶やご説明をして、ご理解をい
ただいたうえで着工をさせていただきます。

不動産契約形態に関しましては、所有者様のご意向を
考慮して柔軟に対応させていただきます。

所轄の役所協議は所有者様とのご意向をふまえ、計画
をすすめてまいります。

各種関連法令、条例の調査とともに、行政等の指導内容
等を確認し、開設に支障がないことの確認をとります。

開設に際して、ご利用者様や近隣住民の方々の視点で
土地、建物、周辺環境、その他調査を実施します。

ご所有の土地、建物の所在、諸条件やご希望の契約形
態等をお知らせください。

周辺環境との調和や地域の方々への配慮のもと建築計
画を立案します。

契約内容や経済条件等を事前に協議させていただき、
契約締結へと進ませていただきます。



お問い合わせ

住所

電話

FAX

メール

担当

〒254-0024　神奈川県平塚市馬入本町 13-11

0463-22-0851

0463-21-7269

store_deve@sunlife.jp

森・菊地

HP https://www.sunlife.jp/development/

株式会社サン・ライフホールディング　店舗開発課



事業の系統図

▶式典事業（葬祭・法要事業）　▶介護事業
▶有料老人ホーム事業（シニアレジデンス）
(株 ) サン・ライフ

〇連結子会社（(株 ) サン・ライフホールディング 100％）

〇連結子会社（(株 ) サン・ライフホールディング 100％）

〇連結子会社（(株 ) サン・ライフホールディング 100％）

〇連結子会社（(株 ) サン・ライフ 100％）

ファイナンシャル
サポートサービス

互助会会員募集・管理

ホテルサービス

経営管理

冠婚葬祭の斡旋

冠婚葬祭
有料老人ホーム

〇連結子会社（(株 ) サン・ライフ 100％）

〇連結子会社（(株 ) サン・ライフ 100％）

〇連結子会社（(株 ) サン・ライフ 100％）

〇連結子会社（(株 ) サン・ライフ 100％）

〇連結子会社（(株 ) トータルライフサポート研究所 100％）

〇連結子会社（(株 ) サン・ライフ 100％）

▶連結子会社（(株 ) サン・ライフ 99.9％）

▶ホテル事業（ホテル・ブライダル事業）
(株 ) サン・ライフサービス

▶その他の事業（少額短期保険）
(株 ) サン・ライフ・ファミリー

▶メンバーズシステム（互助会）事業
(株 ) サン・ライフメンバーズ
(株 ) サン・セレモニー

▶その他事業
(株 ) エス・エルよこはま

▶介護事業
(株 ) ザ・サンパワー　
(株 ) クローバー
(有 ) ホーマ

▶式典事業（エンバーミング）
(株 )SEC

▶式典事業（ペットのご葬儀）
(株 ) ペットセレモニーウェイビー

▶式典事業
（霊園の管理・運営、霊園の墓地造成）
高尾山観光開発 (株 )

▶その他の事業
（不動産の管理、冠婚葬祭事業における
調査および研究）
(株 ) トータルライフサポート研究所

▶その他の事業（清掃）
( 株 ) スキル

▷グループ会社の経営管理
(株 ) サン・ライフホールディング

お客様
一般（個人、法人、団体） 互助会会員
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