直営斎場
東京都

神奈川県

埼玉県

蒲 田 総 合 斎 場

大田区西蒲田 8-11-7

新横浜総合斎場

横浜市港北区新横浜 1-7-5

雪ヶ谷総合式場

大田区石川町 2-5-2

鶴 見 総 合 斎 場

横浜市鶴見区鶴見中央 3-8-33

羽 田 総 合 斎 場

大田区萩中 3-22-12

反

横浜市神奈川区泉町 14-1

桜 新 町 式 場

世田谷区桜新町 2-19-16

みなと総合斎場

アダージョ世田谷代田

世田谷区代田 5-10-8

蒔 田 総 合 斎 場

横浜市南区宿町 2-45-7

堀 切 総 合 斎 場

葛飾区堀切 3-32-1

西 谷 総 合 斎 場

横浜市保土ケ谷区東川島町 27-11

八王子総合斎場

八王子市子安町 4-6-2

東戸塚総合斎場

横浜市戸塚区品濃町 514-12

南大沢総合式場

八王子市南大沢 4-2-2

港南台総合斎場

横浜市港南区港南台 4-24-10

町

式

場

新狭山総合式場

狭山市新狭山 2-1-7
栃木県

くらしの友総合斎場

足利市南町 4251-2

横浜市中区吉浜町 2-2

八王子北野セレモニーホーム

八王子市北野町 538-21

いずみ総合斎場

横浜市泉区和泉中央北 4-13-5

立 川 総 合 斎 場

立川市柴崎町 3-13-23

津田山総合斎場

川崎市高津区下作延 6-17-10

国 領 総 合 斎 場

調布市八雲台 2-4-3

鷺 沼 総 合 斎 場

川崎市宮前区有馬 1-24-16

調 布 総 合 斎 場

調布市布田 6-23-1

淵野辺総合斎場

相模原市中央区鹿沼台 2-6-16

町 田 総 合 斎 場

町田市金森東 1-4-16

相武台総合斎場

相模原市南区相武台 1-17-13

鶴 川 総 合 斎 場

町田市金井町 1820-1

藤沢橋総合斎場

藤沢市本町 1-1-4

直営結婚式場

貸衣裳

新横浜グレイスホテル

神奈川県横浜市港北区
新横浜 3-6-15

東京・蒲田プラザ・アペア

東京都大田区西蒲田
8-3-5

パトリック・キソ・ガーデン

東京都町田市木曽東
3-35-33

シャルム ドゥ グレイス
新横浜店

神奈川県横浜市港北区
新横浜 3-5-1
新横浜 KT ビル 4F

シャルム ドゥ グレイス
蒲田店

東京都大田区西蒲田 8-4-12
ユザワヤ蒲田11号館1F

ア・ ペ ア 横 浜

神奈川県横浜市港北区
大豆戸町 1193-1

※6月移転予定

仏壇店

宿泊施設／会員専用保養施設

きずなテラス 蒲田店

東 京 都 大 田 区 西 蒲 田 7-49-9 サ ン ラ イ ズ カ マ タ
アーケード街内

奥日光森のホテル

栃木県日光市湯元
もみの木通り

くらとも仏壇 立川店

東京都立川市柴崎町 3-14-6 リムーブル田口 1F

くらとも仏壇 横浜店

神奈川県横浜市港北区新横浜 1-7-5 新横浜総合斎場内

箱 根 仙 石 原 山 荘

神奈川県足柄下郡箱根町
仙石原 1245-383

くらとも仏壇 東戸塚店

神奈川県横浜市戸塚区品濃町 514-12 東戸塚総合斎場内

京 都 嵯 峨 野 山 荘

くらとも仏壇 相模大野店

神奈川県相模原市南区相模大野 8-3-5 コムネット相模大野 1F

京都府京都市右京区
嵯峨亀山町 11-6

営業所
東京都

神奈川県

蒲 田 営 業 所 大田区西蒲田 8-10-15 2F

☎03-3735-3900

横 浜 営 業 所 横浜市港北区篠原町 3014-2 加祥ビル2F ☎045-439-4225

城 南 営 業 所 世田谷区太子堂 4-26-12

☎03-3418-3591

横浜南営業所 横浜市戸塚区品濃町 514-12 東戸塚総合斎場内3F ☎045-826-4981

城 東 営 業 所 葛飾区堀切 2-65-17 金井ビル2F

☎03-5671-1261

川 崎 営 業 所 川崎市高津区溝口 3-11-15 岩崎ビル3AB号室 ☎044-829-0816

八王子営業所 八王子市北野町 538-21 八王子北野セレモニーホーム2F ☎042-645-5730

町 田 営 業 所 相模原市中央区鹿沼台 2-5-14 くらしの友相模原店内 ☎042-768-8451

立 川 営 業 所 立川市柴崎町 3-13-20 静フェバレット2F くらしの友立川店内 ☎042-548-6411

横浜東出張所 横浜市鶴見区鶴見中央 3-8-33 鶴見総合斎場内 ☎045-500-6931

調 布 営 業 所 調布市八雲台 2-5-1 リヴェール国領A1F

☎042-487-8765

埼玉県・栃木県
埼 玉 営 業 所 狭山市新狭山 2-1-7 新狭山総合式場内

☎04-2900-2100

とちぎ営業所 足利市南町 4251-2 くらしの友総合斎場内 ☎0284-73-3761

※本誌ご案内の利用システム及び役務内容は令和2年（2020年）5月1日現在の内容です。※利用システムは変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。※施行施設は都合により用途変更または廃止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・お申し込みは

8-2-12

https://www.kurashinotomo.jp/
3-05245

適用日 令和2年（2020年）5月1日

Gojokai_ichibu-riyou_200421.indd 1-2

202005-AM165.2 ①

2020/04/21 15:47

互助会会員様限定「役務サ ービス一部利用」のご案内
くらしの友では、互 助 会 会員様の快適な暮らしをサポートできるよう、「役務サービス

一 部 利用」を開 始しました。人 生の節目となるさまざまなシーンでご活用ください。

役務サービス一部利用とは

ご利用にあたって

互助会契約の役務は、当社の全コースで、ご婚礼やご葬儀の際にセットでのご利用をいただいておりましたが、

「役務サービス一部利用」は、契約金額の半額に相当する金額を残し、それ以上の範囲でご利用いただくことが可能

「役務サービス一部利用」は、所定の条件を満たされた場合に、ご婚礼やご葬儀に利用するまでの間、月掛金の一

です。ご使用された金額分の積立残高は減少し、ご使用額に応じて支払い期間（回数）は延長され、ご契約コースが

部を使用し、当社で提供する商品を利用することができるというサービスです。

完納するまで積立てを継続していただきます。

ご利用金額を超えての月掛金の利用はできません。

月掛金が単位となり、それを超える端数は現金で

役務サービス一部利用を
ご利用いただくための条件

お支払いいただきます。

一部利用の上限

●利用する方が、当社互助会加入者およ
び、加入者により登録された同一世帯
のご家族であること

●

役務サービス一部利用1回につき1名義1口
のみのご利用となります。

●積立て済みの掛金が契約金額の半額
以上を満たしていること

●

利用回数

利用条件を満たせば、何度でもご利用いた
だけます。

万葉のこころくばり15・30・60・120、紅あ
けぼの以外の契約コースの方は、サービス
ご利用前にコース変更のお手続きが必要と
なる場合がございます。サービス提供施設
までお問い合わせの上、ご確認ください。

当社でご用意しているプランの商品から、
必要なもののみを利用することができます。

利用口数

例えば

万葉のこころくばり30
に加入の方

（月々のお支払い2,500円×120回／掛金中）

ご利用の手順

七五三セット
（35,000円）

当パンフレット
よりサービス
内容を選択

ご利用を希望す
るサービスを
提供している
当社施設へ
お申し込み

ご利用条件の
確認

ご希望の日に
ご利用
※商品により条件
があります。

ご利用時に
当社より
ご加入者に
利用明細書を
お渡し

に一部利用する場合
後日、当社より
ご加入者に
利用履歴を郵送

例えば

万葉のこころくばり60
に加入の方

（月々のお支払い5,000円×120回／掛金終了）

ご注意事項
※月掛金の継続が中断もしくは保留された加入者は、月掛金の支払いを再開された後ご利用可能となります。
※加入者により登録された家族のご利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。また、利用者の本人確認書類のご提示を
いただく場合がございます。
※P.4より掲載している役務の提供期間は、令和2年4月1日〜令和3年3月31日です。期間を経過しても新しいパンフレットが届かない
場合は、当社ホームページをご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。
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法要料理

（12名分／84,000円）

に一部利用する場合

3

商品の
ご案内

宴席料理
お祝いの席で皆様をおもてなしする、
華やかな料理に舌鼓を。

パーティー料理
お一人様

4,180円〜7,700円（＋税）

お申し込み先
（提供施設）

東京･蒲田プラザ･アペア

※8名様以上でのご利用となります。
※東京･蒲田プラザ･アペアでの利用のみ提供可能です。

パーティー料理
お一人様
お申し込み先
（提供施設）

6,637円〜11,000円（＋税）
新横浜グレイスホテル

※8名様以上でのご利用となります。
※新横浜グレイスホテルでの利用のみ提供可能です。

お祝いプラン
お一人様

6,000円〜12,000円（＋税）

お申し込み先
（提供施設）

日本料理 ぎん

各種ケーキ

4,320円（＋税）

4,700円〜（ビュッフェ・卓盛りの場合）
6,100円〜（コースの場合）

※8名様以上でのご利用となります。
※日本料理 ぎんでの利用のみ提供可能です。

お申し込み先 新横浜グレイスホテル
（提供施設） 東京･蒲田プラザ･アペア
※当該施設での利用のみ提供可能です。

記念日プラン
各種記念日を祝う多彩なプラン
をご用意しております。

結納・顔合わせ

結納・顔合わせ

お一人様

9,500円〜15,000円（＋税）

お一人様

10,000円〜16,000円（＋税）

お申し込み先
（提供施設）

日本料理 ぎん

お申し込み先
（提供施設）

東京･蒲田プラザ･アペア

※日本料理 ぎんでの利用のみ提供可能です。

お一人様

5,500円〜9,546円（＋税）

プラン例

◎ 長寿お祝いプラン
◎ お子様成長お祝いプラン
◎ 結婚記念日プラン

お申し込み先
（提供施設）

新横浜グレイスホテル
東京･蒲田プラザ･アペア

※8名様以上でのご利用となります。
※当該施設での利用のみ提供可能です。

※東京･蒲田プラザ･アペアでの利用のみ提供可能です。
※画像はいずれもイメージです

お申し込み先（提供施設）
お申し込み期限

4

各商品の注意事項欄に申し込み期限の記載がないもの
は、ご利用の10日前までにお申し込みください。
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新横浜グレイスホテル

☎ 045-474-5111
営業時間 9：00 〜 19：00

日本料理 ぎん

東京･蒲田プラザ･アペア

☎ 03-3732-4122
営業時間 9：00 〜 18：30

☎ 045-474-5861
営業時間 9：00 〜 17：30

※2019年12月より、改装工事中のため営業を停止しております。
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商品の
ご案内

衣裳レンタル
年代を問わず、各種通過儀礼に合わせた
衣裳を取り揃えております。

各種
記念宿泊

箱根仙石原山荘

祝宴などを伴う
記念宿泊にも
ご利用いただけます。

紋

服

55,000円〜150,000円（＋税）
25,000円〜45,000円（＋税）

お申し込み先
（提供施設）

くらしの友 トラベル

お宮参り（初着）

10,000円〜15,000円（＋税）

セット内容
中振袖 着物・長襦袢・帯・帯揚げ・帯締め・衿芯・伊
達衿・草履・バッグ・ショール・小物セット・
着付ヘアメイク
紋 服 着物・長襦袢・羽織・袴・角帯・羽織紐・衿芯・
雪駄・白扇子・小物セット・着付
お申し込み先
（提供施設）

14,000円〜
31,500円（＋税）

※上記は1泊2食付きでのご利用料金です。
※飲物代は除きます。

成人式
中振袖

大人1名

セット内容
お掛け・スタイ・帽子・お守り
お申し込み先
（提供施設）

ア・ペア横浜
シャルム ドゥ グレイス 蒲田店

ア・ペア横浜
シャルム ドゥ グレイス 蒲田店

※ご利用の7日前までにお申し込みください。

※ご利用の7日前までにお申し込みください。

奥日光森のホテル
2名様1室
お申し込み先
（提供施設）

新横浜グレイスホテル

17,000円〜
27,000円（＋税）

2名様1室

奥日光森のホテル

お申し込み先
（提供施設）

※上記は1泊2食付きでのご利用料金です。
※飲物代は除きます。

七五三セット（男の子）

45,000円〜
55,000円（＋税）
セット内容
着付・写真（六つ切り2ポーズ）
・着物・長
襦袢・羽織・袴・角帯・羽織紐・懐刀・お守
り・雪駄・白扇子・腰紐・タオル
お申し込み先 ア・ペア横浜
（提供施設） シャルム ドゥ グレイス 蒲田店
※ご利用の7日前までにお申し込みください。

七五三セット（女の子）
3歳
7歳

35,000円〜51,000円（＋税）
55,000円〜68,000円（＋税）

セット内容
3歳 着付・ヘアメイク・写真（六つ切り2ポー
ズ）
・着物・長襦袢・被布・三尺帯・草
履・巾着・腰紐・タオル
7歳 着付・ヘアメイク・写真（六つ切り2ポー
ズ）
・着物・長襦袢・帯・帯揚げ・帯締め・
箱迫・しごき・草履・バッグ・小物セット
お申し込み先 ア・ペア横浜
（提供施設） シャルム ドゥ グレイス 蒲田店

モーニング

お申し込み先 ア・ペア横浜
（提供施設） シャルム ドゥ グレイス 蒲田店
※ご利用の7日前までにお申し込みください。

新横浜グレイスホテル

※上記は1泊2食付きでのご利用料金です。
※飲物代は除きます。

大人1名

12,000円〜
25,000円（＋税）

お申し込み先
（提供施設）

くらしの友 トラベル

※上記は1泊2食付きでのご利用料金です。
※飲物代は除きます。

留袖

20,000円〜
25,000円（＋税）
セット内容
Yシャツ・上着・ベスト・ズボン・ネクタ
イ・サスペンダー・グローブ・ポケット
チーフ・カフスボタン・アームバンド

21,819円〜
40,000円（＋税）

京都嵯峨野山荘
※改修工事のため、5月31日（予定）まで休業しております。

20,000円〜
120,000円（＋税）
セット内容
着物・長襦袢・帯・帯揚げ・帯締め・衿芯・
末広
お申し込み先 ア・ペア横浜
（提供施設） シャルム ドゥ グレイス 蒲田店

お祝いギフト
大切なご友人・ご家族への
お祝いに。

※ご利用の7日前までにお申し込みください。

ギフトカタログ

ミディ胡蝶蘭

2,850円〜9,600円（＋税）

8,000円〜10,000円（＋税）

お申し込み先
（提供施設）

くらしの友 商事本部

お申し込み先
（提供施設）

くらしの友 商事本部

※ご利用の7日前までにお申し込みください。
※画像はいずれもイメージです

お申し込み先（提供施設）
お申し込み期限
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各商品の注意事項欄に申し込み期限の記載がないもの
は、ご利用の10日前までにお申し込みください。
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ア・ペア横浜

☎ 045-401-1331

営業時間 9：00 〜 19：00

シャルム ドゥ グレイス 蒲田店

定休日 水曜 ※年末年始は休業

☎ 03-3735-3591

営業時間 10：00 〜 18：30

くらしの友 商事本部

定休日 水曜 ※年末年始は休業

☎ 03-5480-0571

奥日光森のホテル

くらしの友 トラベル

☎ 03-3735-5293
営業時間 9：00 〜 17：30

定休日 土・日曜・祝日

☎ 0288-62-2338
営業時間 9：00 〜 17：00

営業時間 9：00 〜 17：30

新横浜グレイスホテル

☎ 045-474-5111
営業時間 9：00 〜 19：00
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商品の
ご案内

法事会席
大切な故人を偲ぶ場にふさわしい
お料理をご提供いたします。
法要会食

法要料理（コース）

お一人様

4,950円〜7,700円（＋税）

お一人様

5,500円〜12,000円（＋税）

お申し込み先
（提供施設）

東京･蒲田プラザ･アペア

お申し込み先
（提供施設）

日本料理 ぎん

※3名様以上でのご利用となります。
※東京･蒲田プラザ･アペアでの法要会食のみ提供可能です。

会席料理（ゆうぎり）
お一人様
お申し込み先
（提供施設）

会席料理（こころ御膳）

6,000円（＋税）
くらしの友 商事本部

※8名様以上でのご利用となります。

※3名様以上でのご利用となります。
※日本料理 ぎんでの法要会食のみ提供可能です。

お一人様

5,500円〜（＋税）

お申し込み先
（提供施設）

くらしの友 商事本部

※8名様以上でのご利用となります。
※当社直営斎場をご利用の場合のみ
提供可能です。

宅配
対応可

陰膳

宅配
対応可

3,000円（＋税）
お申し込み先
（提供施設）

東京･蒲田プラザ･アペア
くらしの友 商事本部
日本料理 ぎん

※東京･蒲田プラザ･アペアにお申し込みの場合は、当施設で
の法要会食のみ提供可能です。

会席料理（むらさき）

会席料理（くもい）
お一人様

お一人様

4,200円〜（＋税）

お申し込み先
くらしの友 商事本部
（提供施設）

お申し込み先
くらしの友 商事本部
（提供施設）
※8名様以上でのご利用となります。

7,000円〜（＋税）

※8名様以上でのご利用となります。
※当社直営斎場をご利用の場合のみ
提供可能です。

宅配
対応可

宅配
対応可

会席料理（あすか）
お一人様

会席料理（あおい）

7,500円（＋税）

お一人様

お申し込み先
くらしの友 商事本部
（提供施設）
※8名様以上でのご利用となります。
※当社直営斎場をご利用の場合のみ
提供可能です。

8,000円（＋税）

お申し込み先
くらしの友 商事本部
（提供施設）

宅配
対応可

※8名様以上でのご利用となります。
※当社直営斎場をご利用の場合のみ
提供可能です。

宅配
対応可

各種子ども用メニュー
お一人様

1,500円〜2,600円（＋税）

お申し込み先
くらしの友 商事本部
（提供施設）

宅配
対応可
※画像はいずれもイメージです

お申し込み先（提供施設）
お申し込み期限
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各商品の注意事項欄に申し込み期限の記載がないもの
は、ご利用の7日前までにお申し込みください。
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東京･蒲田プラザ･アペア

☎ 03-3732-4122
営業時間 9：00 〜 18：30

日本料理 ぎん

くらしの友 商事本部

☎ 03-5480-0571
営業時間 9：00 〜 17：30

☎ 045-474-5861
営業時間 9：00 〜 17：30

※2019年12月より、改装工事中のため営業を停止しております。
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供物

商品の
ご案内

返礼品

厳選した商品を
パッケージにした
お得な詰め合わせです。

法要にご参列された方への
返礼品としてご利用ください。

各種返礼品
供物セット（果物・缶詰・調味料）

6,000円〜16,000円（＋税）
お申し込み先
（提供施設）

2,000円〜5,000円（＋税）
お申し込み先
（提供施設）

仏壇店

仏壇店

供花

喪服・礼服レンタル

供養品

法要の祭壇に備えるお花。
ご要望に合わせてアレンジいたします。

故人を偲ぶ儀式に。
サイズ、デザインも豊富にご用意。

宗旨・宗派問わず、
幅広く取り揃えております。

おりん

6,000円〜68,200円（＋税）

進物線香

販売店
（提供施設）

1,200円〜30,000円（＋税）
販売店
（提供施設）

仏壇店

※直接販売店にてお買い求めください。

仏壇店

※棒、布団、台の単品を除きます。
※18金のおりんは時価のため除きます。
※直接販売店にてお買い求めください。

具足セット
各種供花（アレンジ）

和服（女性）

フォーマル（女性）

シングル・ダブル（男性）

6,000円〜15,000円（＋税）

10,000円（＋税）

7,000円（＋税）

7,000円（＋税）

お申し込み先
（提供施設）

仏壇店
新横浜グレイスホテル
日本料理 ぎん
東京･蒲田プラザ･アペア

セット内容
着物・長襦袢・帯・帯揚げ・帯締
め・草履・衿芯

ア・ペア横浜
お申し込み先
シャルム
ドゥ グレイス
（提供施設）
蒲田店

※通夜・告別式での利用はできません。

※ご利用の前日までにお申し込みください。

セット内容
ジャケット＋ワンピース または
ジャケット＋スカート

ア・ペア横浜
お申し込み先
シャルム
ドゥ グレイス
（提供施設）
蒲田店
※ご利用の前日までにお申し込みください。

セット内容
ジャケット・ズボン・黒ネクタイ

15,840円〜181,800円（＋税）
販売店
（提供施設）

位牌

仏壇店

15,900円〜
394,400円（＋税）

念珠

※直接販売店にてお買い求めください。

1,000円〜91,000円（＋税）

ア・ペア横浜
お申し込み先
シャルム
ドゥ グレイス
（提供施設）
蒲田店

販売店
（提供施設）

販売店
仏壇店
（提供施設）

※ご利用の2週間前までにお申し込みくだ
さい。
※名入れ代は除きます。

※直接販売店にてお買い求めください。

※ご利用の前日までにお申し込みください。

仏壇店

※画像はいずれもイメージです

お申し込み先（提供施設）
お申し込み期限
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各商品の注意事項欄に申し込み期限の記載がないもの
は、ご利用の10日前までにお申し込みください。
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ア・ペア横浜

☎ 045-401-1331

営業時間 9：00 〜 19：00 定休日 水曜 ※年末年始は休業

日本料理 ぎん

☎ 045-474-5861
営業時間 9：00 〜 17：30

※2019年12月より、改装工事中のため営業を停止しております。

きずなテラス 蒲田店

仏壇店
営業時間 10：00 〜 18：30

くらとも仏壇 立川店
くらとも仏壇 横浜店

☎ 03-3735-8801
☎ 042-540-6222
☎ 045-470-2891

新横浜グレイスホテル

☎ 045-474-5111

シャルム ドゥ グレイス 蒲田店

☎ 03-3735-3591

営業時間 10：00 〜 18：30

定休日 水曜 ※年末年始は休業

定休日 無休 ※年始は休業

くらとも仏壇 東戸塚店

定休日 木曜 ※年始は休業

くらとも仏壇 相模大野店

☎ 045-820-3352
☎ 042-744-5730

定休日 木曜 ※年始は休業
定休日 火曜 ※年始は休業

定休日 無休 ※年始は休業

東京･蒲田プラザ･アペア

☎ 03-3732-4122
営業時間 9：00 〜 18：30
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