
寝台車・霊柩車配車サービス 
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愛昇殿グループ 



お亡くなりになった故人様を、葬儀式場・斎場・ご自
宅などへ移動します。お棺に入っていなくても、ご利
用可能です。 

●病院でお亡くなりになられた場合に  
  自宅又は斎場や式場の安置室まで移動します。 
●不意にお亡くなりになられた場合に、病院や 
警察に運ばれた際に、自宅又は斎場や式場の安置室
まで移動します。 

お亡くなりになった故人様を、葬儀日の出棺時にお運
びいたします。お棺に入った状態でないと利用できま
せん。 

●火葬のため火葬場まで移動します。 
（出棺の際に利用） 

●洋型霊柩車や普通霊柩車は、納棺の儀を済まされ式
場への移動などで利用いただきます。 

 

  
大切な方の最期の旅立ちに 

寝台車・霊柩車配車サービス 

寝  台  車 霊  柩  車 

1 ２４時間 
３６５日対応 

24時間 365日対応で 愛昇殿での葬儀のお客様だけでなく 
一般消費者様への霊柩寝台車配車サービスを行っております。 
ほぼすべての時間帯で ご利用いただけます。 
※遠距離移動の場合は 時間の相談が必要になります。 

2 葬儀車両 
専門の強み 

専門だからこそ可能なさまざまなサービスがあります。蓄積し
たノウハウと高度な専門知識により、お客様のご要望に対して
も柔軟に対応でき、よりよいサービスの提供に努めています。 
 

3 明確な 
価格体系 

弊社は明確な料金表を作成し、わかりやすくご納得いただける 
 
金額の提示を行っています。 

ご依頼から配車まで 

1 まずはお電話ください 

0120-25-0004 までお電話ください 
24 時間 365 日受付しております 

2 お迎え場所の確認 
お電話でお迎え先の住所・連絡先電話
番号また行先の確認もさせていただき
ます。伺う時間もお知らせします。 

3 お迎え・搬送 
お電話でお伝えした時間にお迎えにあが
り、目的地まで移動しご遺体のご安置 
をさせていただき業務終了となります。 

弊社は 24時間 365日対応の「寝台車・霊柩車配車サービス」を展開しております。 

家族葬などの小規模なものから社葬などの大規模な葬儀まで、参列者人数や形式・規模に 

応じてご希望にあった車両をご用意いたします。 

ご不幸が起きた際に 故人様のご遺体を斎場や式場、ご自宅へと速やかに移動する、寝台

車、また ご自宅からお通夜会場への霊柩車など場面にあった車両を豊富にご用意するこ

とが可能です。 



 

  

霊柩運送事業のさらなる発展をめざして 私たちは法令を遵守し、霊柩運送事業の健全な発展をめざします 

霊柩車を使用して有償でご遺体を搬送する行為にはライセンスが必要です（緑ナンバー車両により営業を行う一般貨

物自動車運送事業者として基準に則ったライセンス）。 

霊柩運送事業は、貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣から許可を受けなければ、この業務を行うことができ

ません。 私たちは、霊柩運送事業のさらなる信頼獲得と 故人様を送る大切な役割を担うものとして、法令を遵守した

上で安全に搬送を行います。 

レクスト・アイ愛昇殿グループのお約束 

●24時間、年中無休でお応えいたします 

株式会社 レクスト・アイ愛昇殿グループではご遺体搬送業務を 24 時間、年中無休でお応えしてまいりま

す、急なご不幸でご遺体の搬送が必要となった時はご連絡ください。 

※遠距離の実際の運行は、深夜の場合翌朝よりの運行になります。（受付は 24時間） 

●短距離・長距離を問わず、全国どこへでも搬送します。 

株式会社 レクスト・アイのご遺体搬送サービスは、長野を拠点に全国をカバー。遠方で亡くなられた方や、

故郷でのご葬儀を希望される方など、短距離、長距離を問わず、ご指定の場所まで搬送いたします。 

特に長距離の場合は、ドライバー2名体制で搬送しますので、高い安全性を保ったまま迅速に目的地への 

到着が可能になります。搬送距離にかかわらず、ご利用ください。ご家族の同乗についてご家族など付き添

いの方の同乗は 1 名様まで（ドライバー2 名のため）。その場合の料金はかかりません。ご依頼時にお申し

出ください。 

ご注意ください！遺体搬送車両は、国土交通大臣の許可を受けた「緑ナンバー」の許可業者をご指定くださ

い。「白ナンバー」の無許可違法業者を使用されますと、貨物自動車運送業務法第３条に違反となり、依頼

者も勧告を受けることになりますのでご注意ください！ 

株式会社 レクスト・アイは、許可番号（新自貨第 195号）を受けた安心・安全な搬送サービスです。 

●安心していただける明瞭な料金システムです。 

突然のご不幸に見舞われた時、誰でも平常心をなかなか保てないもの。 

しかし、遺体を搬送して「後から法外な請求を受けた」などという事態は避けなければなりません。 

株式会社 レクスト・アイでは、ご遺族に安心していただけるよう、明瞭な料金システムとなっております 

株式会社 レクスト・アイ愛昇殿本部 
〒386-0025 上田市天神 2-2-2 

TEL 0268-25-0004  FAX0268-25-0949 

新潟陸運許可（新自貨第 195 号） 

霊柩・寝台部門拠点  

本社営業所 （上田愛昇殿内）        

上田市上田 2552-1    TEL 0268-26-0004 

東御営業所 （東御愛昇殿内）        

東御市本海野 1641-2  TEL 0268-61-0004 

小諸営業所 （小諸愛昇殿内）        

小諸市八幡町 3-1-11   TEL0267-25-0004 

 

ご用命・ご相談は 
(株)レクスト・アイ愛昇殿本部までお願いします 



霊柩寝台車運賃表（消費税10％込み）

車輌
期間

13,000 1,300 16,100 1,610 15,600 1,560 19,400 1,940

15,400 1,540 18,500 1,850 18,500 1,850 22,200 2,220

18,900 1,890 22,000 2,200 22,600 2,260 26,400 2,640

22,300 2,230 25,500 2,550 26,800 2,680 30,600 3,060

25,800 2,580 28,900 2,890 30,900 3,090 34,700 3,470

31,300 3,130 34,400 3,440 37,500 3,750 41,300 4,130

36,800 3,680 39,900 3,990 44,200 4,420 47,900 4,790

42,300 4,230 45,500 4,550 50,800 5,080 54,600 5,460

47,800 4,780 51,000 5,100 57,400 5,740 61,200 6,120

53,400 5,340 56,500 5,650 64,000 6,400 67,800 6,780

62,400 6,240 65,500 6,550 74,800 7,480 78,600 7,860

71,400 7,140 74,500 7,450 85,600 8,560 89,400 8,940

80,400 8,040 83,500 8,350 96,400 9,640 100,200 10,020

89,400 8,940 92,500 9,250 107,200 10,720 111,000 11,100

98,400 9,840 101,500 10,150 118,000 11,800 121,800 12,180

107,400 10,740 110,500 11,050 128,800 12,880 132,600 13,260

116,400 11,640 119,500 11,950 139,600 13,960 143,400 14,340

以下の加算額

＜別途料金＞

＊有料道路の費用は往復分実費

＜遠距離基本額＞

※冬季は割増料金となります。

＊ドライアイス ￥7,700  ＊ポリマーシーツ ￥9,900  ＊遠距離搬送は柩  ￥55,000

＊150KM越え 200KMまでは ￥27,500    600KMまで ￥38,500  600KM以上（経費、人件費実費）

360KMまで
¥128,040 ¥131,450 ¥153,560 ¥157,740

510KMまでは30KM毎に\9,900   以上は 50KM毎に ￥17,490

300KMまで
¥108,240 ¥111,650 ¥129,800 ¥133,980

330KMまで
¥118,140 ¥121,550 ¥141,680 ¥145,860

240KMまで
¥88,440 ¥91,850 ¥106,040 ¥110,220

270KMまで
¥98,340 ¥101,750 ¥117,920 ¥122,100

180KMまで
¥68,640 ¥72,050 ¥82,280 ¥86,460

210KMまで
¥78,540 ¥81,950 ¥94,160 ¥98,340

130KMまで
¥52,580 ¥56,100 ¥63,140 ¥67,320

150KMまで
¥58,740 ¥62,150 ¥70,400 ¥74,580

90KMまで
¥40,480 ¥43,890 ¥48,620 ¥52,690

110KMまで
¥46,530 ¥50,050 ¥55,880 ¥60,060

50KMまで
¥28,380 ¥31,790 ¥33,990 ¥38,170

70KMまで
¥34,430 ¥37,840 ¥41,250 ¥45,430

30KMまで
¥20,790 ¥24,200 ¥24,860 ¥29,040

40KMまで
¥24,530 ¥28,050 ¥29,480 ¥33,660

10KMまで
¥14,300 ¥17,710 ¥17,160 ¥21,340

20KMまで
¥16,940 ¥20,350 ¥20,350 ¥24,420

普通バン型
夏季（4/1～11/30） 冬季（12/1～3/31）

距離
通常時間

深夜・早朝
通常時間

深夜・早朝
（22：00～5：00） （22：00～5：00）

 

  

 

 

 

遺族に安心していただけるよう、(株)レクスト・アイでは、明瞭な料金システムとなっております。 

  



《ご請求例の見かた》 

⑴ 遠距離の場合 ドライバーが２名乗車するのでその分の基本料金が必要です。 

⑵ 搬送料金（別表 届出料金表に準じて ※冬季料金、夜間料金があります） 

⑶ 備品、付帯サービス 

⑷ ご遺体搬送用の抗菌、防水シーツです。 

⑸ 消費税 

⑹ 高速料金（霊柩車は中型に区分されますので、中型料金です。） 

※往復ご請求させていただきます。 

《長距離搬送について》 

長距離搬送の場合は、原則として ドライバーの拘束時間がオーバーするので深夜

の場合は、翌朝の運行日程で搬送させていただきます。 

長距離搬送は、寝台車の運行が立て込んでいる場合には、要相談となります。 

※基本的に高速・有料道路を利用します。 

※付き添いの方の同乗料金はかかりません（1名） 

※冬季・夜間は割増料金となります。 

※運行時間が２時間を超える場合、弊社運行規定により２時間ごとに休憩をいたします。 

※長距離の場合、車両の準備、運行ドライバーの配車などでお時間をいただきます。 

※ご依頼後の取り消しにつきましては、キャンセル料がかかります。 

  

⑴ 遠距離基本料 ￥25,000 200KM まで 

⑵ KM 加算料金（200KM） ￥71,400  

⑶ ドライアイス ￥7,000  

⑷ 搬送シーツ ￥10,000  

小計 ￥107,400  

⑸ 消費税 ￥8,592  

⑹ 高速料金（往復） ￥10,760 上田菅平⇔練馬 

ご請求額 ￥126,752  

長距離搬送（上田愛昇殿→練馬 IC付近）ご請求例  

（夏季料金で昼間搬送） 

ご注意事項 



 

 

 

 

 

  

 

  

霊柩寝台車でご希望の場所までお迎えに参ります。 

葬儀社がお決まりでない場合、ご遺体の搬送のみでも受付しております。 

 

急なご相談もお気軽にお問合せ下さい 

 0120-25-0004  
愛昇殿グループ 

10ＫＭ14,300 円～（税込）



 

 

 

安心で 

安全な 

0120-25-0004   

 

 

 

 

10ＫＭ14,300 円～（税込） 

株式会社 レクスト・アイ愛昇殿グループ 


