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会員証 

会員証 

全国の「はせがわ」店舗でご利用になれます。

会員と登録家族
初回来店時に「ぱる新宿」の会員であることを告げて
お申し込みください。

 コールセンター　　0120（11）7676（通話無料）
〈受付時間〉10：00～18：00（不定休）

問合せ先

 お墓の購入、移転、墓じまいなどお墓のお悩みは、
上記問合せ先「お墓の窓口」に相談できます。（無料）

そ の 他

利用方法
利用対象

はせがわ
https://www.hasegawa.jp

小さなお葬式

【全国対応】お葬式を行う為に必要な全ての設備・場所・サービスを含んだ安心・明瞭なお葬式。
  詳細は、WEB　小さなお葬式　で　検索　してください。

会員と登録家族

下記申込・問合せ先に「ぱる新宿」の会員であることを告げてお申し込みください。

「小さなお葬式」　
株式会社ユニクエスト　
　 0120（968）297（24時間365日受付）
〈所 在 地〉大阪府大阪市西区勒本町1－6－3
　　　　　　

申込・問合せ先

利用方法

割引案内

利用対象

サービスエリア 全国

仏壇
墓石

葬祭

内容 会員料金 一般料金 備考

小さな火葬式 168,000 193,000 式を行わず火葬のみ

小さな一日葬 323,000 343,000 通夜式を行いません。

小さな家族葬 478,000 493,000 通夜式、告別式を行います。

小さな一般葬 628,000 643,000 一般的なお葬式を行います。

＊東京都・埼玉県・神奈川県の一部の地域や、ご希望の日程・葬儀場によってプラン料金以外に費用
がかかる場合があります。

＊寺院手配も定額のお布施（葬儀費用とは別途／ 55,000 円～ 160,000 円）でご案内可能です。

（円／税込）

品名 割引内容
仏　壇 10% 引

神仏具 5% 引

墓　石 ５% 引

＊一部対象外あり

冠　婚　葬　祭

冠
婚
葬
祭
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会員証 

会員証 

＊永代使用料、管理費等は除く
＊堂内陵墓は3万円割引
＊お料理、返礼品、斎場使用料、斎場火葬料、お布施は除く

ご予算に応じて承ります。お気軽にお見積もり・資料請求をどうぞ。

会員と登録家族
下記申込・問合せ先に「ぱる新宿」の会員であることを告げてお申し込みください。
都内・神奈川県・埼玉県・千葉県 ほか

株式会社ニチリョク
   0120（8214）26（お客様相談室）
 〔24時間受付、年中無休〕
〈所在地〉
　杉並区上井草1-33-5

申込・問合せ先
対象霊園
利用方法
利用対象

安心と信頼のブランド

会員と登録家族

電話または施設で「ぱる新宿」の会員で
あることを告げてお申し込みください。

東京都全域・神奈川県・埼玉県　
・千葉県・山梨県　

セレモア
　0120（60）1121
☎03（5379）0111
 〔24時間受付・年中無休〕
〈所在地〉新宿区四谷4－19－7

申込・問合せ先

サービスエリア

利用方法

利用対象

セレモア
https://www.ceremore.co.jp

葬祭

株式会社ニチリョク
http://www.nichiryoku.co.jp

【割引内容】
葬儀に関しては愛彩花会員価格にて承ります。
（例）会員価格700,000円（一般865,000円）（税別）
☆ニチリョク取扱霊園の墓石、石工事代金の
　10％引　多摩聖地霊園・石浜霊園・新所沢
　メモリアルパーク・横浜三保浄苑・八千代
　悠久の郷霊園・高島平霊園・赤坂一ツ木陵
　苑（堂内陵墓）・セレハウス谷原

葬祭
墓石

☆P126 広告ページもご覧ください。

品目 割引
内容 品目 割引

内容
葬儀基本価格
（白木祭壇） 30％引

仏壇
（特価品を除く）

5％〜

20％引

葬儀基本価格
（生花祭壇） 10％引

現代デザイン仏壇 10％引

創作骨壺 20％引

御寝棺 30％引

患者移送サービス
（ケアチャージ） 30％引神棚 10％引

介護用品
（レンタルは除く）10％引

生花・花輪
サービスエリア 10％引

サービスエリア以外 ５％引

冠
婚
葬
祭
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会員証 

会員証 

電話または施設で「ぱる新宿」の会員であることを告げてお申し込みください。

会員と登録家族

電話または施設で「ぱる新宿」の会員であることを告げてお申し込みください。

東京都23区・三多摩地区近郊

株式会社 公営社

   0120（556）847

〔24時間受付・年中無休〕

〈所在地〉

　新宿区百人町2－21－1

申込・問合せ先

サービスエリア

利用方法

会員と登録家族

都内全域・神奈川県・埼玉県・千葉県の一部地域

・道灌山会館（文京区千駄木3－52－1）

・江古田斎場（練馬区小竹町1－61－1）

・ホール多摩国立（国立市谷保892－1）

・聖恩山霊園（練馬区小竹町1－61－1）

社会福祉法人 東京福祉会
   0120（62）1192
〔24時間受付・年中無休〕

申込・問合せ先

直営斎場・納骨堂

サービスエリア

利用方法
利用対象

公 営 社
https://www.koueisha.co.jp

葬祭

社会福祉法人 東京福祉会葬祭

例 仏式祭壇　杏（あんず）

http://www.fukushikai.com

利用対象

おかげさまで創立100周年

家族葬斎場：ソアホール（新宿区百人町 2-21-29）
JR「大久保駅」「新大久保駅」徒歩 3 分

種　　別 会員料金 一般料金

仏式ー A 259,200 324,000

仏式ー B 345,600 432,000

仏式ー C 518,400 648,000

○基本葬儀料（祭壇・棺）　20％引

＊ただし、生花祭壇は 　10％引

○『家族葬』『個人葬』『無宗教葬』『社葬』『散骨』まで

（円 / 税込）

種　別 会員料金 一般料金 備　考
杏（あんず） 388,800 486,000

＊一般料金の 20％引にて承り
　ます）。仏式の他、神式、キ
　リスト式、無宗教式、家族葬
　など承ります。

霞（かすみ） 648,000 810,000
茜（あかね） 1,036,800 1,296,000

牡丹（ぼたん） 1,555,200 1,944,000
桔梗（ききょう） 2,073,600 2,592,000
琥珀（こはく） 2,592,000 3,240,000

（円 / 税込）（仏式祭壇）

冠
婚
葬
祭
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会員と登録家族

下記申込先に「ぱる新宿」の会員であることを告げてお申し込みください。

新宿店 　 0120（255）681（10：00～19：00）元旦のみ休業
上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
＊特別割引のため、店頭での承りはできません。

申  込  先

利用方法

●カタログ掲載商品を最大5～24%割引
●寝具・タオルの特別推奨品は、30%割引（送料無料）
●小田急特選「選べるカタログ」は14.5%割引（送料無料）
●全国送料無料商品多数・挨拶状無料　＊一部対象外の場合があります。
●名簿整理のお手伝いをいたします。（東京・神奈川・千葉・埼玉）

割引内容

利用対象

小田急百貨店 新宿店香典返し
好適品

会員証 

「タカシマヤギフトコレクションカタログ」掲載商品を購入の際、特別割引料金でご利用になれます。

会員と登録家族

下記カタログ請求先・申込先に「ぱる新宿」の会員であることを告げてお申し込みくだ
さい。

日本橋髙島屋

販売第5部ギフトサロン

☎03（3246）4476

カタログ請求先・申込先

利用方法

利用対象

日本橋髙島屋

【対象商品】

＊各種割引券並びにタカシマヤカードでのポイン
　トは対象外になります。

香典返し・内祝い
好適品

タカシマヤギフトコレクションカタロ
グ掲載商品をお選びいただいた場合、
5％～20％の特別割引料金があります。
（一部除外品もあります。）

冠
婚
葬
祭
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会員証 

会員と登録家族

こちらからでも内容の確認や　
お申し込みができます。

①下記申込先に「ライフサポート倶楽部」の会員であること、ライフサポート倶楽部の会
　員番号（詳しくはP12をご覧ください）を告げてカタログをお取り寄せください。
②ギフトコンサルタントがお伺いすることも可能です。ご都合のよい日時・ご住所をお申
　し付けください。名簿の整理からお手伝いいたします。
　(対応エリア：東京・神奈川・千葉・埼玉)

①「ご返礼品カタログ（弔事）」掲載商品（対象商品♭マーク記載商品）より5～15％割引
②エムアイカードのご利用にて、さらにポイント特典
③商品により全国無料配送（対象：送料無料マーク、または★マーク）
④ご挨拶状無料サービス

三越：日本橋本店　ギフト担当　メール：nh-gifuto@isetanmitsukoshi.co.jp
　  0120-03-3254（通話料無料ダイヤル）　FAX：03-6262-5629
伊勢丹：新宿店　ギフト担当　メール：shojigiftbu@isetanmitsukoshi.co.jp
　  0120-123-691（フリーダイヤル）　FAX：0120-246-268
〈受付時間〉10：00～18：00（三越・伊勢丹とも)

申  込  先

ホームページ

利用方法

三越日本橋本店・伊勢丹新宿店弔事返礼品

割引内容

＊直接ギフトサロンでのご用命につきましては、上記のサービスは利用できません。
＊上記の特典はカタログ掲載商品に限ります。他の割引との併用はできません。

（三越　日本橋本店）（伊勢丹　新宿店）

・http://www.mistore.jp/onlinestore/benefit/

・QR    

利用対象

冠
婚
葬
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