■ 結婚式場
デザインとおもてなしを追求した隈研吾氏による芸術空間。
名古屋で一番あたたかい結婚式を。

ホテルでの盛大なパーティからアットホームなパーティまで、様々なウェディングスタイルをプロデュース。
また、ご結納・お顔合せから結婚式当日、ハネムーンまでトータルにサポートさせていただきます。

■ MIRAIE LEXT HOUSE NAGOYA
名古屋市中区富士見町 10
TEL052(323)1122

■ ホテルグランドティアラ南名古屋
安城市三河安城南町 1-8-11
TEL0566(72)1122

■ ザ・グランドティアラ Senju
四日市市十七軒町 2-7
TEL059(351)1010

■ パルティール・プラス
中津川市駒場 464-1
TEL0573(67)8888

■ 葬儀式場 ［年中無休・24時間営業］

愛昇殿本部

ご葬儀

豊かさが受け継がれる人生を

■ ザ シーズンズランドマーク名古屋//白壁
名古屋市東区白壁4-37
TEL052(325)7890

三 六 五 日

御 用

0120-3652-54

事前相談室

0120-442-469

葬儀式場 愛昇殿は個人葬・家族葬から社葬・団体葬まで常に厳粛さを保ち、十分な配慮をもった葬儀をお世話いたします。

■ 愛昇殿本部
名古屋市西区那古野 2-7-3
TEL052(551)0004
愛昇殿 LEXT-杜-太閤通
愛昇殿 LEXT-杜-那古野
浄心愛昇殿
高畑愛昇殿
愛昇殿 LEXT-杜-太平通
みなと愛昇殿
愛昇殿 LEXT-杜-南陽茶屋
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-若葉通
愛昇殿 LEXT-杜-福徳
愛昇殿 LEXT-杜-吹上
自由ヶ丘愛昇殿
東山愛昇殿
愛昇殿 LEXT-杜-藤が丘
愛昇殿 LEXT-杜-本郷貴船
愛昇殿 LEXT-杜-小幡
愛昇殿平和クリスタルホール
愛昇殿 LEXT-杜-堀田通
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-六番町
愛昇殿 LEXT-杜-道徳
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-鳴海
愛昇殿 LEXT-杜-徳重平手
愛昇殿 LEXT-杜-野並
愛昇殿 LEXT-杜-鳴子北
愛昇殿 LEXT-杜-天白焼山
原愛昇殿 了庵
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-一宮奥町
一宮松降愛昇殿
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-一宮朝日
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-尾西
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-一宮森本
愛昇殿 LEXT-杜-犬山
江南愛昇殿
小牧愛昇殿
小牧駅北愛昇殿
愛昇殿 LEXT-杜-岩倉
愛昇殿 LEXT-杜-師勝
稲沢愛昇殿
愛昇殿 LEXT-杜-津島
海南愛昇殿
愛昇殿 LEXT-杜-蟹江
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-甚目寺
愛昇殿 LEXT-杜-春日井
春日井第二愛昇殿

■ 愛昇殿直営 お仏壇・お墓の あいしょう 本店
名古屋市西区那古野 2-7-3
TEL052(563)0004

名古屋市中村区竹橋町36-19
名古屋市西区那古野2-11-18
名古屋市西区城西4-6-15
名古屋市中川区荒中町261
名古屋市中川区太平通6-20-1
名古屋市港区砂美町147
名古屋市港区東茶屋2-269
名古屋市北区若葉通3-2-1
名古屋市北区福徳町7-70
名古屋市千種区千種通6-23-1
名古屋市千種区南ヶ丘2-8-29
名古屋市千種区東山通4-2-1
名古屋市名東区朝日が丘131
名古屋市名東区貴船2-704
名古屋市守山区小幡5-1-36
名古屋市中区平和2-2-5
名古屋市瑞穂区堀田通3-2
名古屋市熱田区四番2-1-23
名古屋市南区豊田4-6-26
名古屋市緑区鳴海町京田90
名古屋市緑区平手南1-1601
名古屋市天白区野並3-231
名古屋市天白区相川1-48
名古屋市天白区焼山2-1801
名古屋市天白区原3-203
一宮市奥町字宮東60
一宮市松降1-7-11
一宮市富士4-8-10
一宮市小信中島字郷中3237-1
一宮市森本5-22-4
犬山市犬山字薬師26
江南市古知野町花霞163
小牧市西島町28
小牧市中央2-49
岩倉市大地町西町畑20-2
北名古屋市高田寺西の門17
稲沢市駅前3-1-5
津島市藤里町2-14
弥富市森津16-630-1
海部郡蟹江町城1-547
あま市中萱津燈明先5
春日井市瑞穂通8-25-1
春日井市梅ヶ坪町88-1

TEL052(453)0004
TEL052(541)0004
TEL052(522)0004
TEL052(362)0004
TEL052(354)0004
TEL052(655)0004
TEL052(303)0004
TEL052(917)0004
TEL052(919)0004
TEL052(734)0004
TEL052(723)0004
TEL052(789)0004
TEL052(771)0004
TEL052(709)0004
TEL052(797)0004
TEL052(322)0004
TEL052(889)0004
TEL052(653)0004
TEL052(692)0004
TEL052(624)0004
TEL052(879)0004
TEL052(896)0004
TEL052(895)0004
TEL052(848)0004
TEL052(803)0004
TEL0586(64)0004
TEL0586(25)0004
TEL0586(73)0004
TEL0586(61)0004
TEL0586(24)0004
TEL0568(62)0004
TEL0587(53)0004
TEL0568(43)0004
TEL0568(75)0004
TEL0587(50)0004
TEL0568(25)0004
TEL0587(33)0004
TEL0567(27)0004
TEL0567(66)1196
TEL0567(95)0004
TEL052(445)0004
TEL0568(83)0004
TEL0568(81)0042

■ 愛昇殿 八事無料休憩所
名古屋市昭和区八事富士見 1617
TEL052(834)0004

愛昇殿 LEXT-杜-春日井出川
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-勝川
尾張旭愛昇殿
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-名和
東海愛昇殿
愛昇殿 LEXT-杜-大府
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-米野木
愛昇殿 LEXT-杜-東郷
愛昇殿 ＬＥＸＴ-杜-豊明
豊明三崎愛昇殿
刈谷愛昇殿
知立愛昇殿
愛昇殿 LEXT-杜-安城

春日井市出川町8-9-1
春日井市柏井町5-228
尾張旭市旭前町1-9-11
東海市名和町三番割中43-1
東海市加木屋町大清水202
大府市桃山町1-151
日進市米野木台3-910
愛知郡東郷町春木新池3922-801
豊明市栄町南舘3-2
豊明市三崎町高鴨5-1
刈谷市熊野町7-2-2
知立市南新地1-6-1
安城市三河安城南町1-1-16

TEL0568(37)0004
TEL0568(85)0004
TEL0561(53)0004
TEL052(604)0004
TEL0562(35)0004
TEL0562(45)0004
TEL0561(75)0004
TEL0561(56)0000
TEL0562(97)0004
TEL0562(92)0004
TEL0566(62)0004
TEL0566(82)0004
TEL0566(79)0004

岡崎洞愛昇殿
岡崎錦愛昇殿
岡崎上和田愛昇殿
豊田大林愛昇殿
豊田若林愛昇殿

岡崎市洞町上荒田25-1
岡崎市錦町1-1
岡崎市上和田町森崎13
豊田市大林町8-53
豊田市若林東町棚田92-1

TEL0564(24)0004
TEL0564(65)0004
TEL0564(58)0004
TEL0565(29)0004
TEL0565(52)0004

半田愛昇殿
常滑愛昇殿
青山愛昇殿
東浦愛昇殿
武豊愛昇殿

半田市南本町2-7
常滑市大和町5-65
半田市宮本町6-215-1
知多郡東浦町石浜御保田14-1
知多郡武豊町前田39-1

TEL0569(26)0004
TEL0569(36)0004
TEL0569(23)0004
TEL0562(57)0004
TEL0569(71)0004

豊格院多治見斎場
豊格院土岐南斎場
豊格院ファミール多治見中央
豊格院ファミール土岐
豊格院ファミール土岐口
豊格院ファミール多治見西
豊格院 家族のお葬式 瑞浪
豊格院ファミール だち

多治見市光ケ丘5-9-26
土岐市下石町2080
多治見市錦町3-13
土岐市泉仲森町1-8-3
土岐市土岐津町土岐口1782-9
多治見市高根町2-115-1
瑞浪市北小田町2-119
土岐市駄知町2313-1

TEL0572(21)0004
TEL0572(58)0004
TEL0572(23)0004
TEL0572(54)0004
TEL0572(55)0004
TEL0572(20)0004
TEL0572(67)4004
TEL0572(59)4400

絆 中津川斎苑
絆 愛ホール
愛ホール 別館
家族葬ホール 絆【中津川】
絆 恵那ホール
家族葬ホール 絆【恵那】
絆 岩村ホール
絆 明智ホール

中津川市中津川1220-6
中津川市千旦林480
中津川市千旦林480
中津川市中津川1144-3
恵那市長島町正家516-16
恵那市長島町中野1-10-8
恵那市岩村町定京2551-3
恵那市明智町839-26

TEL0573(62)0004
TEL0573(68)8484
TEL0573(68)8484
TEL0573(62)4040
TEL0573(25)0004
TEL0573(26)0404
TEL0573(43)0004
TEL0573(55)0404

桑名愛昇殿
堀木愛昇殿

桑名市中央町4-27
四日市市堀木2-1-3

TEL0594(24)5940
TEL059(356)0004

レクストの互助会

入会のご案内

株式会社 レクスト
経済産業大臣許可 互第4001号
監 修 番 号 4-03819
監修年月日 2022年5月10日
適用年月日 2022年6月1日

互助会ご入会をはじめ、結婚式・ご葬儀のご用命についても上記にご一報ください。係員がお伺いし、ご相談をお受けいたします。

一般社団法人

全日本冠婚葬祭互助協会加盟

本部：名古屋市西区那古野2-7-20

TEL.052（583）5041
2022.06.5,000

出 生

生涯の幸せを願うレクストの会員様サポート
互助会は、
いつか訪れる冠婚葬祭儀礼に備えた、安心のシステムです。
毎月、少しずつ積み立てていくことによって、

七五三

人生の節目や記念日、大切なご家族との時間をリーズナブルに思い出深く彩ります。
ご入学
ご進学

Life is Peaceful

あなたらしい一生に寄り添い、
ライフステージをより豊かに彩ります。
かけがえのない日々を笑顔で過ごしたい。

ご卒業

経済産業大臣に許可された事業

加入者のご家族どなたでも利用可能

契約内容は一生補償

加盟互助会※

207 社

成人式
景気や物価に
左右されない役務内容

出逢い

全国（全互協加盟店）
どこでも利用可能

（2022年4月現在／日本全国）

※一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会〈全互協〉

信頼と実績で愛され、
「 互助会」の加入数は全国で約2,430万件。
（平成27年度 経済産業省調べ）

子どもや孫に豊かな時間を贈りたい。
希望ある未来に安心して向かいたい。

ご結婚

互助会は経済産業大臣の許可事業
として「割賦販売法」に基づき審査・
監督を受けています。

あなたは、
どんな暮らしや生き方を大切にしたいと考えていますか？
人生100年時代へと社会が歩む今、
互助会がサポートするのは
「あなたらしい人生」
です。

ご結婚
周年記念日

● ご家族の方どなたでもご利用いただけます。
●

ライフスタイルや価値観が多様化しても変わらないのは、人が人を想う心。
そのまごころを忘れず、
あなたのライフステージに新しい感動や幸せを届けます。

長寿の
お祝い

契約後、物価の変動により役務内容
や契約金が途中で変わることはあり
ません。

一 般 社 団 法 人 全日本 冠 婚 葬 祭 互
助協会の施行支援機構制度に加盟
しているため、万一の際にも会員様の
権利は保護されます。

営業地域から他府県へ転居されても他の互助会に移籍が可能な場合、
どこでも利用できます。
（移籍先地域により契約内容が異なります）

安心と信頼の「互助会」の特典
割引額

冠婚葬祭のセレモニーやさまざまなお祝いごとなどを
充実のサポートのもと、
リーズナブルに実現。
あなたやご家族の日々により多くの笑顔を咲かせます。

ゆとりの
余暇

ご葬儀

ご供養

非会員
一 度 にか かる金 額 が
多いので負担が大きく、
金額やスケジュールの
予測がつかない。

冠婚葬祭
節目・記念日の
費用

月々の積立金
一度にかかる

費 用

残

金

会 員
一 度 にか かる金 額 が
減るだけでなく、
割引や
様々な会員特典があり
ます。

「互助会ドットコム」
レクストの互助会紹介サイトもご覧ください。

http s : / / w w w .gojoka i.com/
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お二人を祝福する、幸せの笑顔。
Brilliant Wedding
大切な人々の笑顔に包まれて、
お二人が踏み出す新たな一歩。
お二人らしい心遣いが行き渡った、上質な空間やおもてなしの数々。
互助会だからこそ実現できる安心プライスでご希望をかなえます。
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結婚式は人生で最も輝く日といわれる、幸せに満ちたセレモニーです。

B

W

多彩なスタイルから挙式形式をお選びいただけます。

様々な結婚準備のご相談に応じます。

インテリア、食器、
カトラリーなど細部までこだわる空間づくり。

お二人らしい演出をまごころ込めてプロデュース。

フレンチと和食が融合したオリジナルの婚礼料理。

LEXT WEDDING
10万組以上の門出に立ち会う、
レクストのウェディング事業。
1956年、株式会社愛知冠婚葬祭互助会としてスタートしたレクスト。
日本の婚礼文化を大切にするとともに、時代ごとに柔軟に変化し、
結婚を誓い合ったお二人やご家族の想いに応えて
一生に一度の晴れやかなセレモニーをサポートしています。

結婚に対する考え方が多様になり、
それぞれの幸せの形を自由に描く時代。
それでも多く

レクストでは60年以上の実績のもと、
これまでに10万組以上の

結婚式に華を添えるお料理には、お二人がフルコースを組み立

カップルの新たな門出をお手伝いしてまいりました。
日本や各地

てる
「プリフィックススタイル」
を採用。
ゲストの顔を思い浮かべな

域の伝統・文化を受け継ぎながら、お客様それぞれの想いや結

がらオリジナルコースメニューを自由に組み合わせることができ

婚式に対するイメージを丁寧に汲み取り、新しいセレモニーのあ

ます。
また、
お二人の個性が光る演出や衣装、
引き出物、
さらには

り方を創造し続けています。
その会場となる教会は、材質・建築

ハネムーンまで、経験豊かなウェディングプランナーがトータルに

技法ともに、職人たちの手で建設。式場の一施設ではなく、文化

サポートしています。冠婚葬祭のプロフェッショナルとしての実績、

財としても高い評価をいただいております。

スタッフの専門性の高さとまごころを活かし、
お客様と信頼を積み
重ねて最良のセレモニーを形にします。

のカップルは、
ご家族やご親族、
ご友人、
お世話になったさまざまな方々に感謝の気持ちや
誓いの言葉を直接伝えたいと考え、
「結婚式を挙げる」
という選択をしています。人生をとも
に歩み始めたお二人がつくるセレモニーは、祝福する皆様にあたたかな感動を届けます。

03

＊ザ・グランドティアラ公式サイト

＊MIRAIE LEXT HOUSE NAGOYA公式サイト

http s : / / w w w .gra nd tia ra .com/

http s : / / w w w .mira i e -n agoya. jp/
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レクストの多彩な施設が、
お二人らしいセレモニーをかなえます。
MIRAIE LEXT HOUSE NAGOYA
隈研吾氏が設計した、木のぬくもりを感じる芸術空間。
感動の時間をゲストの皆様と共有します。

Wedding［ご結婚］
一口

契約金額

通常価格

594,000円（消費税込）
会員価格

月々3,000円（80回完納）／月々5,000円（48回完納）
※ご利用時に消費税を別途頂戴いたします。
※消費税相当額を含む総支払額は24万コース264,000円になります。

結婚式のコースをご利用の場合、4つのうち1つのサービスを受けることができます。
新 婦 様

隈研吾氏による芸術空間

240,000円

例：家族婚の場合

264,000円（消費税込）

330,000円
お得!

豊富な衣裳の中から、
ドレスはもちろん和装もお選びいただくことができます。
■ 婚礼〈新婦様〉ご利用の場合 ※1

MIRAIE Wedding

新婦貸衣裳※2 ： 洋装1点もしくは和装1点
●ウェディングドレス
（ドレス本体、
ペチコート、
シューズ）
●カクテルドレス
（ドレス本体、
ペチコート、
シューズ）
●白無垢（和装本体、
白掛下、帯、長襦袢、帯揚、帯〆、箱迫、末広、抱帯、懐剣、笄、綿帽子、
角隠し）／鬘もしくはジゲ結
●色打掛（和装本体、
白掛下、帯、長襦袢、帯揚、帯〆、箱迫、末広、抱帯、懐剣、笄）／鬘もしくはジゲ結
●振袖（ 和装本体、帯、長襦袢、帯揚、帯〆、箱迫、末広、抱帯、懐剣、笄）／鬘もしくはジゲ結
衣裳小物
新婦洋装小物（ブライダルレンタルインナー）／新婦和装着付小物（肌着、伊達巻、帯山、帯板大、帯板小、腰紐、着物ベルト、
かつら下ネット、足袋）
新婦着付・ヘアメイク
ヘアメイク
（指定の美容師）： 新婦着付(1着分)、

ミライエウエディング

The Chapel

装 花： 会場生花 ※会場生花代の合計金額が上限額を超えた場合、追加料金が掛かります。
[特

新 郎 様
The Banquet Room

Photo©J.C.Carbonne

1954年横浜生まれ。1979年東京大学建築学科
大学院修了。
コロンビア大学客員研究員を経て、
2001年より慶應義塾大学教授。
2009年より東京
大学教授。1997年「森舞台／登米町伝統芸能
伝承館」
で日本建築学会賞受賞、
同年
「水／ガラス」
でアメリカ建築家協会ベネディクタス賞受賞。
2002年にスピリット・オブ・ネイチャー・ウッド賞
（フィンランド）受賞など多数。近作にサントリー
美術館、
根津美術館。
著書に
「自然な建築」
（岩波新書）
「負ける建築」
（岩波書店）
など

典 ] ご新婦様親族貸衣裳 : 50％の割引
（モーニング、黒留袖、色留袖、振袖、訪問着、子供用ドレス、子供用タキシード）

挙式・衣装・記念写真まで、
ご満足いただける結婚式をお世話させていただきます。
■ 婚礼〈新郎様〉ご利用の場合 ※1
挙式式典費： いずれかの式典より1式典

名古屋で一番あたたかい結婚式を

（指定会場）

●人前式（司会者、奏者、
アテンド）
●教会式（牧師、聖歌隊、
オルガン奏者、
アテンド）
※挙式式典費が上限額を超えた場合、追加料金が掛かります。

新郎貸衣裳※3： 洋装1点もしくは和装1点
●タキシード
（上着、
ズボン、
白シャツ、
ベスト、
カフスボタン、
ネクタイ、靴）
●紋付（黒または色紋付、羽織、袴、長襦袢、
角帯、羽織紐、末広、草履）
／新郎和装着付小物（ 肌着上下、腰紐、
足袋）
新郎着付・ヘアメイク
ヘアメイク
： 新郎着付(1着分）、
（指定の美容師）

ミライエ レクスト ハウス ナゴヤ
〒460-0014 名古屋市中区富士見町10
お問い合わせ・ご予約はこちらまで

TEL.052-323-1122
（代）

写
[特

MIRAIE Dining

家 族 婚
ホテルグランドティアラ

真： 写真費用 ※写真費用の合計金額が上限額を超えた場合、追加料金が掛かります。

（モーニング、黒留袖、色留袖、振袖、訪問着、子供用ドレス、子供用タキシード）
典 ] ご新郎様親族貸衣裳 : 50％の割引

大切な家族とあたたかい結婚式を挙げたいお二人に、
お得な家族婚プランをご用意しています。
■ 婚礼〈家族婚〉ご利用の場合 ※1
挙式式典費： 人前式（司会者、奏者、
アテンド）

バンケットルームやゲストクラブなど、
ご希望の会場で
笑顔があふれる最高の一日をプロデュースします。

会 場： 会場使用料 ※会場費の合計金額が上限額を超えた場合、追加料金が掛かります。
料 理： 婚礼料理 (66,000円（消費税込）充当）※料理代の合計金額が上限額を超えた場合、追加料金が掛かります。
新郎貸衣裳： 洋装1点
※貸衣裳代の合計金額が上限額を超えた場合、追加料金が掛かります。
タキシード
（上着、
ズボン、
白シャツ、
ベスト、
カフスボタン、
ネクタイ、靴）
新郎着付・ヘアメイク
ヘアメイク
： 新郎着付(1着分）、
（指定の美容師）

新婦貸衣裳※2： 洋装1点
●ウェディングドレス
（ドレス本体、
ペチコート、
シューズ）／新婦洋装小物（ ブライダルレンタルインナー）
●カクテルドレス
（ドレス本体、
ペチコート、
シューズ）／新婦洋装小物（ ブライダルレンタルインナー）
新婦着付・ヘアメイク
：
ヘアメイク
（指定の美容師） 新婦着付(1着分)、
※利用条件

海外挙式

大人20名以下の場合に限ります。

ハワイでの挙式が叶うパッケージが登場しました。
憧れのウェディングスタイルをサポートいたします。
■ 婚礼〈海外挙式〉ご利用の場合 ※1

新幹線「三河安城駅」直結
愛され続けるランドマークホテル

ハワイにおける挙式： 会場使用料（互助会 指定教会）／コーディネーター／会場祭壇・ベンチ装花（造花）
／音楽演奏者
結婚証明書／リングピロー／式場間新郎新婦リムジン送迎 ※会場使用料等上限額を超えた場合、追加料金が掛かります。
貸衣裳※4： タキシード・ウェディングドレス
基本ブーケ＆ブートニア ※ブーケ及びブートニアをグレードアップされた場合追加料金が掛かります。

ホテルグランドティアラ南名古屋

※現地での対応・施行につきましては、
ＫＵＲＡＵＤＩＡ ＵＳＡ.ＬＴＤ他、互助会指定の専属スタッフが承ります。
※上記内容について、互助会の都合または指定の式場の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ご了承ください。

〒446-0058 安城市三河安城南町1-8-11
お問い合わせ・ご予約はこちらまで

TEL.0566-72-1122
（代）
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※1：役務内容以外にご依頼いただいた場合は、
追加料金が掛かります。
※2：貸衣裳代の合計金額が上限額を超えた場合、
追加料金が掛かります。
ティアラ・イヤリング・ネックレス・ベール・ヘッドドレス・手袋・レンタルブーケは無料でドレスに付属するものもあります。
※3：貸衣裳代の合計金額が上限額を超えた場合、
追加料金が掛かります。
※4：貸衣裳代の合計金額が上限額を超えた場合、
追加料金が掛かります。
ベール
（無地のショート）
、
ネックレス
（一連パール）
、
手袋
（オーガンジーのショート）
、
パニエ、
靴はドレスに付随するものもあります。

06

もしもの時は、
お電話ください。24時間・365日対応いたします。

在りし日の姿を偲ぶメモリアルコーナー。

まごころを込めた“ゆったり葬儀”を大切にしています。

ゆったりとした会食ホール。

おもてなし料理をご提供します。

LEXT FUNERAL
60年以上の実績を積み重ねる、
レクストのフューネラル事業。

大切な人へ、最高のフィナーレを。

l
u
f
t
r
ea

Heartful Ceremony
遺していく家族に迷惑をかけたくない。
自分らしい葬儀をしたい。
人生を締めくくるセレモニーのあり方も多様化している現代、
故人様の遺志を尊重し、
ご遺族や会葬者の皆様が「良いお葬式だった」
と
心から思っていただけるご葬儀をサポートしています。

H

y
n
o
rem

Ce

冠婚葬祭業において半世紀以上の歴史を重ねてきたレクスト。
人から人へと受け継がれる冠婚葬祭の文化、
その心を大切にして、
故人様やご遺族に寄り添うご葬儀を執り行っています。

ご葬儀は、一生をまっとうされた故人様を、遺された方々で偲び、

まごころを尽くす“ゆったり葬儀”を執り行っています。訃報から

ご冥福を祈る儀式です。
レクストが運営する葬儀式場「愛昇殿」

ご葬儀までの限られた時間の中、
お別れのときを迎えたご遺族の

では、淡々と滞りなく式を終えるのではなく、故人様やご遺族、

皆様を支え、
故人様が安らかに旅立つことができるよう万全の準備

ご親 族 、ご友 人など多くの方々の気 持ちに寄り添い、想いの

をあらゆる側面からお手伝いします。また、冠婚葬祭のパート

こもったセレモニーをお届けしています。

ナーとして、
レクストはアフターサポートも重視しています。愛昇

創業以来60年以上にわたり、人から人へと受け継がれる冠婚

殿では、相続や遺品整理、仏壇、霊苑、法要などのあらゆるご相談

この世を去った後に遺されるご家族や大切な人のため、
ご自身の

人生の最期に対する考え方が柔軟に広がっている今、
ご葬儀の

葬祭の文化を大切にしながら、お客様の多様なニーズと丁寧に

に対応。必要に応じて税理士や弁護士など連携専門家の紹介も

人生と向き合うため、
「 終活」
に取り組む方が増えています。突如

あり方も変化しています。
そうした変わりゆく時代においても変わ

向き合ってきた愛昇殿。東海エリアを中心とした各地域に根ざし、

行い、
ご納得いただけるサポートを心がけています。

訪れる別れのときに備えることは、一日一日をより意義ある時間

らないのが、大切な人とのお別れに直面する人々の想いです。
そ

にするきっかけとなり、未来にまなざしを向ける充実した時間を

の人らしいフィナーレを飾り、旅立ちをまごころ込めて見送るご

もたらします。

葬儀は、人と人の絆を未来につないでいきます。

＊愛昇殿 公式サイト
http s : / / w w w .a is hod en.jp /
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家族葬から一般葬、社葬まで、
ご希望に応じてサポートします。
愛昇殿の会館にはさまざまな施設があり、
あらゆる形式に対応。

一口

規模やご予算にかかわらず、故人様の遺志やご遺族の想いを伝え、

葬儀ホール

会食ホール

寝

室

契約金額

240,000円

通常価格

437,800円（消費税込）
会員価格

月々3,000円（80回完納）／月々5,000円（48回完納）
※ご利用時に消費税を別途頂戴いたします。
※消費税相当額を含む総支払額は24万コース264,000円になります。

264,000円（消費税込）

173,800円 お得!

このコースをご利用の場合、下記のサービスを受けることができます。

「良いお葬式だった」
と思っていただけるご葬儀を形にします。

葬儀式場

Ceremony［ご葬儀］

例：ご葬儀の場合

さらに

会場費 割引
親族控室料 割引

親族控室

法要ホール

［内 容］
①白木格子祭壇4段
愛昇殿で執り行われるご葬儀は、少人数の家族葬から、一般葬、

お寛ぎいただける和室やベッドルームを備えた控え室などもご

規模の大きな社葬まで年間約8,000件です。
あらゆるスタイルに

利用いただけます。
ご年配の方、お子様連れの方が出席される

対応できる大ホール、
アットホームな空間の家族葬ホール、
ご自宅

場合にも安心の施設・設備を整え、皆様の心に残るあたたかな

のリビングのようなハウスセレモニーなどをご提供しています。

ご葬儀をサポートしています。

②祭壇両脇 生花装飾1対4段
③平蓋棺（プリント）／④仏衣
③平蓋棺（プリント）

⑤小位牌

⑥白壷（2.3寸）

⑦焼香用具一式

⑦焼香用具一式（香・ローソク・火種）
⑧会場案内看板（式場看板）

大切な人とのお別れのときを迎えたご遺族の想いと真摯に向き

⑨祭壇供物（二種）／⑩帳面セット

合い、親身に寄り添うパートナーとして、故人様を偲ぶかけがえの

⑪会葬礼状（50枚）

ない時間を支えています。
また、各葬儀式場はお集りいただきやすい交通アクセスのよい

⑤小位牌／⑥白壷（2.3寸）

⑫御骨安置用後飾祭壇
⑧会場案内看板

⑨祭壇供物

場所に立地し、駐車スペースも確保しています。式場によっては

⑫御骨安置用後飾祭壇

⑬霊柩車（ご出棺場所から最寄りの火葬場まで）
※市外は別途料金が掛かります
※ 斎場により洋型車に変更となります。

⑭搬送用寝台車（同一市内）
※市外は別途料金が掛かります

法要ホールのほかに、大人数でのお食事に対応した会食ホール、

⑮搬送用布団／⑯設営運営費
⑰司会進行／⑱保冷剤（1回分10ｋｇ）
⑲御肖像4切写真／⑳枕飾り
⑬霊柩車
⑭搬送用寝台車
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火葬場アテンダント
⑲御肖像4切写真

※ 上記役務内容の各項目において上限額を超えた場合は、
追加料金が掛かります。
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心を込めたご葬儀。そのために互助会があります。
ご葬儀は、人生を全力で生きた人を、心から弔う儀式です。
互助会なら突然訪れる別れの日にも、故人様の人生を讃え、
その生き方に恥じないご葬儀を執り行うことができます。

絆花

お別れ想花

大切な人と絆を結ぶ「絆花」

故人様への想いを花束に込めて

〈ばんか〉

ご葬儀後のアフターサポートも万全。
お仏壇やお墓のご相談にきめ細かく応じます。
愛昇殿直営の「あいしょう」は安心品質とお値打ち価格をモットーに、名古屋を中
心に5店舗を展開しています。宗旨・宗派や地域に合わせた仏壇・仏具を取り扱い、
個別相談会、お仏壇展示会、お墓相談会も随時開催。仏壇に関するプライベート
なお悩みやお寺には聞きにくい疑問、
ご供養のことなど、お気軽にご相談ください。
愛昇殿と連携しながら末永くサポートします。

透き通るような白い花は「弔い」
の色。絆花は、ご遺族様の心に
そっと優しく寄り添います。

お供えのカードにご芳名や、
メッセージを記入できます。

仏式から神式、
キリスト教式まで、
あらゆるご葬儀に対応した祭壇を準備します。
会社が執り行う社葬では近年、
従来の
スタイルにとらわれない演出が増え、
プロジェクションマッピングを用いたオリジナルの祭壇もご好評いただいています。

祭壇から料理、供物まで、
すべてお任せください。
故人様をお祀りする祭壇は、在りし日を偲び、
ご冥福を祈る心を形にす
る大切なものです。だからこそ愛昇殿では、バリエーション豊かな祭壇
をご用意しています。白木祭壇、花祭壇、アレンジ祭壇、モダン祭壇の

あいしょう本店

さまざまなプランから、故人様やご遺族様のスタイルに合わせてお選び

店舗のご案内

ください。
また、葬儀形式やご要望に合わせて、出来立てのおもてなし
料理をご提供。会席料理を召し上がり、ゆっくりと語り合っていただける
お時間を大切にします。

おもてなし

料理

●本

故人様の枕元に飾り、哀悼の意を伝える枕花。
ご遺族のお気持ちに寄り添う花々を
ご用意します。
ご要望に応じて送り主を明記した立札もお付けします。

店ショールーム TEL.052-563-0004
●春日井店ショールーム TEL.0568-81-0042
●一宮店ショールーム TEL.0586-73-0449

●江南店ショールーム

TEL.0587-53-4450
●半田店ショールーム TEL.0569-26-0441

■佐屋愛昇霊苑（愛西市）
■正林寺緑地霊苑（豊田市）
■静岡霊苑（静岡市）

様々な商品のご案内

お料理は、忙しい中、
ご参列くださった方々に感謝を伝えるためのものです。
だからこそ、館内で調理し出来立てのお料理をお出ししています。
※一部店舗を除く

セルフポートフォリオ

季節ごとの厳選食材を使用した会席料理をはじめ、通夜料理、
おもてなし料理、
出立料理をご提供します。
お子様用のメニューもご用意可能です。

（愛昇殿オリジナルエンディングノート）

故人様を偲ぶ大切なひととき、美味しいお料理によってセレモニーに彩りを添えます。

いつか訪れるその日のために、
ご葬儀に対しての思い、望みを
まとめておくノートです。家族を慌てさせない為にも、事前に
様々な準備をしておくことができます。

エターナルフォト
おもてなし料理

ご葬儀の際、祭壇に飾られる写真だからこそ、
あなたらしくあってほしい。
その願いを込めて遺影写真を撮影させていただいています。
お写真は愛昇殿が保管いたします。

※お料理の内容は、
季節により多少変更する場合もございますのでご了承ください。 ※会館によってお料理の内容が異なります。

ご供物・お料理はご葬儀プランに含まれておりませんので、
ご利用の際には別途料金が必要となります。
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Rite of Passage

成人式

［節目の儀礼］
例：七五三 3万円コースの場合
通常価格

56,210円（消費税込）

会員価格

33,000円（消費税込）

※消費税相当額を含む総支払額は33,000円になります。

凛々しく、そして頼もしくご成長された姿を記念に。
女

性

成人の日

■ 9万円コース／12万円コース
衣
写
美
小

23,210円

お得!

成人の日は、1948年に「1月15日は、おとなになったことを自覚
し、
自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日」
と法律で定められま
した。現在は、2000年に制定されたハッピーマンデー法に基づき
1月の第2月曜日に改正されています。

裳：振 袖
真：4切 1Ｐ 1枚、焼増キャビネ2枚
容：ヘアアップ・メイク・着付、
当日・前撮影2回分
物：着付小物セット・草履バックセット・ヘア飾り

※12万円コースは振袖がグレードアップします。

男 性

出産・誕生

新しい命の誕生と成長の日々を記録に。
■ 3万円コース
衣
裳：初 着
写
真：4切 1Ｐ 1枚／焼増キャビネ2枚
内 祝 品：ギフトカタログより11,000円（消費税込）分選択

■ 3万円コース
衣
小

■ 6万円コース
衣
写

裳：紋 付
物：小物セット

裳：初 着
真：シンプルアルバム5P仕上げ／データ４カット

歩みの思い出を記念に。
■ 3万円コース
衣
写
美
小

お子様の誕生への感謝と健やかなる成長を願って。
■ 3万円コース

衣
裳：初 着
写
真：4切 1Ｐ 1枚／焼増キャビネ2枚
内 祝 品：ギフトカタログより11,000円（消費税込）分選択

裳：紋 付
付：着 付
物：小物セット
真：4切 2Ｐ 各1枚／焼増キャビネ各1枚（額付）

[通常含まれている写真料金をシンプルアルバムに充当]

内 祝 品：ギフトカタログより11,000円（消費税込）分選択

卒業式〈女性〉

宮参り

■ 6万円コース

衣
着
小
写

■ 6万円コース
衣
写
内 祝
①写

裳：振袖・女袴
真：4切 1Ｐ 1枚、焼増キャビネ2枚
容：ヘアアップ・メイク・着付
物：着付小物セット

裳：初 着
真：4切 2Ｐ 各1枚／焼増キャビネ各1枚（額付）
品：ギフトカタログより22,000円（消費税込）分選択
真：シンプルアルバム5P仕上げ／データ４カット

■ 6万円コース
衣
写
美
小
①写

裳：振袖・女袴
真：4切 2Ｐ 各1枚、焼増キャビネ各1枚（額付）
容：ヘアアップ・メイク・着付
物：着付小物セット
真：シンプルアルバム5Ｐ仕上げ／データ4カット
[通常含まれている写真料金をシンプルアルバムに充当]

②内祝品：ギフトカタログより22,000円（消費税込）分選択
※①または②から１つ選択

[通常含まれている写真料金をシンプルアルバムに充当]

②他衣裳：訪問着・ヘアアップ・着付・小物
※①または②から１つ選択

結婚記念日

おふたりの絆を確かめ、深め合う大切な日に。
■ 3万円コース

バースディ

料
花
写

誰にでも1年に1度やってくる誕生日、特別な日の記念に。
■ 3万円コース

料
理：料理代 42,350円（消費税込）充当
ケ ー キ：バースディケーキ
写
真：4切 1Ｐ 1枚

※料理代の合計金額が充当額を超えた場合、追加金額が掛かります。

理：料理代 16,500円（消費税込）充当
束：お祝い用花束 1束
真：4切 1Ｐ 1枚 焼増キャビネ2枚

※料理代の合計金額が充当額を超えた場合、追加金額が掛かります。

■ 6万円コース

■ 6万円コース

料
理：料理代 42,350円（消費税込）充当
ケ ー キ：バースディケーキ
写
真：4切 1Ｐ 1枚
衣
裳：子供用タキシードまたは子供用ドレス
花
束：お祝い用花束 １束

料
花
写

理：料理代 33,000円（消費税込）充当
束：お祝い用花束 1束
真：4切 2Ｐ 各1枚 焼増キャビネ各1枚（額付）

結婚記念日の名称
1年目：紙婚式

25年目：銀婚式

5年目：木婚式

30年目：真珠婚式

10年目：アルミ婚式・錫婚式

50年目：金婚式

15年目：水晶婚式

60年目：ダイヤモンド婚式

20年目：磁器婚式・陶器婚式

※料理代の合計金額が充当額を超えた場合、追加金額が掛かります。

※料理代の合計金額が充当額を超えた場合、追加金額が掛かります。

七五三

賀

晴れ着で着飾った可愛らしい笑顔を記念に。
■ 3万円コース
衣
美
写

裳：七五三衣裳・和装小物・髪飾り・足袋
容：着付・ヘアセット＆メイク
真：4切 1Ｐ 1枚／焼増キャビネ2枚

寿

■ 6万円コース

衣
裳：デンチ
男性の場合：紋服（袴・長襦袢・草履・扇子）
女性の場合：留袖（長襦袢・帯・帯揚・帯〆）
写
真：4切 2Ｐ 各1枚 焼増キャビネ各1枚
（額付）
料
理：料理代22,000円（消費税込）充当

■ 6万円コース
衣
美
写
①写

ご家族様のさらなる長寿を願って。

裳：七五三衣裳・和装小物・髪飾り・足袋
容：着付・ヘアセット＆メイク
真：4切 2Ｐ 各1枚／焼増キャビネ各1枚（額付）
真：シンプルアルバム5P仕上げ／データ４カット

※料理代の合計金額が充当額を超えた場合、追加金額が掛かります。

[通常含まれている写真料金をシンプルアルバムに充当]

長寿の祝い
1. 還暦〈61歳〉

5. 米寿〈88歳〉

2. 古希〈70歳〉

6. 卒寿〈90歳〉

3. 喜寿〈77歳〉

7. 白寿〈99歳〉

4. 傘寿〈80歳〉

8. 茶寿〈108歳〉

②他衣裳：母親用訪問着・ヘアアップ・着付・小物
③洋 装：ドレスまたはタキシード
※①〜③から１つ選択

新入学

衣
美
写

裳：母親用訪問着
容：ヘアアップ・着付・小物・足袋
真：4切 1Ｐ 1枚／焼増キャビネ2枚

要

大切な人を想い、弔う。
■ 6万円コース

初々しい晴れの姿を成長の記録とともに。
■ 3万円コース

法

■ 6万円コース
衣
美
写

裳：母親用訪問着・和装小物・髪飾り
容：ヘアアップ・着付・小物・足袋
真：シンプルアルバム5Ｐ仕上げ／データ4カット

式場利用：会場利用料／
法要祭壇・御焼香一式・御寺院様接待／
お線香・ローソク／
仏花 お供え花一基
料
理：法要料理33,000円（消費税込）充当

※料理代の合計金額が充当額を超えた場合、追加金額が掛かります。

[通常含まれている写真料金をシンプルアルバムに充当]

法
1. 初七日
2. 四十九日
3. 百か日
4. 一周忌

事

5. 三回忌

9. 二十三回忌

6. 七回忌

10. 二十七回忌

7. 十三回忌

11. 三十三回忌

8. 十七回忌

12. 五十回忌

〈ご注意点〉 ※1 使用する互助会金額の消費税は別途必要です。
※2 上記役務内容の各項目において上限金額を超えた場合は、追加料金が掛かります。
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※3 消費税相当額を含む総支払額は、3万円コースが33,000円、6万円コースが66,000円、9万円コースが99,000円、12万円コースが132,000円となります。
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会員特典

結婚をご希望の方に、
真剣な出会いを。

コスモスプリマリエは、
ザ・グランドティアラグループの
結婚情報サービスです。

RESTAURANT／レストラン

話題の「婚活」。いざ始めようと思っても
「なにから始めたらいいのか分らない」
「安全なサービスが受けられるか心配」
と思うように進められない方が多いよう
です。コスモスプリマリエは結 婚 式 場
ザ・グランドティアラグループの結婚情報

結婚情報システム
コスモスプリマリエ

サービスとして、初めてでも安心して活動
いただけるシステムで、
あなたの恋を完全
バックアップします。

■入会要項
アフタヌーンティーが楽しめるラウンジやスタイリッシュモダンなレストラン、
リゾート
ライクでのびやかなダイニング＆カフェなど、多彩な空間や美味しいお料理をご提供
します。記念日の特別なディナーから、気軽に楽しむランチ、
ティータイムまで、
あらゆ
るシーンにご利用いただけます。

■お問い合わせ

定休日：火曜日

▶提携店からの各種割引サービスが受けられます。

入会金

無料!

■お問い合わせ・お申込みは

TEL.052-583-6813

営業時間 10:00〜17:00 定休日 土・日・祝日
URL : https://www.tp-card.com/premium/

入会金

入会条件

1／ 20歳以上のレクスト互助会会員
2／ 愛知県にお住まいの方

レクストクラブからE-mailを受信できる

3／もしくは、レクストクラブアプリの会員登録を行った方
入会金・年会費 無料!

お問い合わせ
15

TEL.052-583-5039

営業時間 10:00〜17:00 休日 土・日・祝日
Mail : lext-club@grandtiara.com

年齢20〜60対象の
セカンド人生を応援

3 0 代プラン

ティアラプラン

再婚応援プラン

45,000円

55,000円

35,000円

35,000円
男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

4,000円

3,000円

8,000円

6,000円

8,000円

6,000円

8,000円

3,000円

年2回ほど会員様限定の
会報誌を
お送りしています。

初めての婚活
5 つの安心

1

2

厳正な審査を通った方のみ入会
できる安心の、
「完全会員制」

専属のカウンセラーが
バックアップ

3

4

5

1985年の設立以来、
9,000組以上の成婚実績

私たちは結婚式場
ザ・グランドティアラグループです

プライバシーの保護も万全

!

婚活

1
2
3

ご本人＋そのご家族に

・
「愛昇殿ホール使用料半額」
・
メリット 「結婚式の演出5万円」

メリット

メリット

「お見合い利用券1回分」をプレゼント!!
レクストの提供する、

商品購入やサービスに貯まった
『レポ』
を利用できる。

レクストの最新情報、
『レポ』の取得状況をアプリで入手できる。

「はじめてみようかな? 」
を応援します。
まずは気軽に体験してみませんか。

使って楽しむ! どんどん貯まる!
「レクストクラブ」
は、
皆さまの生活の中のちょっとした
「どうしよう? 」
をレクストの商品やサービスを利用して解決することで、
お得な
ポイントが貯まるレクストのオリジナルサービスです。

年齢40〜60対象の
スタンダードプラン

※上記料金には消費税が含まれております。 ※会員期間は1年間となります。

ルックJTB、
ホリデイ、JALパックなど大手各社のパッケージツアーを
取り扱っております。
ハネムーン、職場旅行、
日帰りバスツアーから海外旅行まで、
お気軽
にご相談ください。

年会費

年齢30〜39対象プラン

スイートピープラン

月会費

PIVOT TOUR（ピボットツアー）

TEL.052-263-4806

年齢20〜29対象プラン

●ミライエ レクストハウス ナゴヤ TEL.052-323-0141

「体験婚活パーティ」

パーティ内容

「婚活」
を始めるなら、
まずは「婚活パーティ」体験から!
コミュニケーションとフィーリングを大切にしたコスモスのイベント。
少しだけイベントを体験してみたいという方におすすめです。

ゲームやフリータイムを交えたカジュアルな
パーティ、初めての方でも大丈夫です。

（株）コスモスプリマリエ 本部
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5-19-31 Ｔ＆Ｍビル
コスモスプリマリエ
ネットワーク

コスモスプリマリエは、婚活される親御様、
お子様達を応援します。

TEL.052-269-0333
Mail : konkatsu@cosmosp.com
URL : https://www.cosmosp.com

●名古屋支部

TEL.052-269-0888

●浜松オフィス

TEL.053-401-2836

●安 城 支 部

TEL.052-269-0888

●大 阪 支 部

TEL.06-6632-3390

ご記入される個人情報は、当社から
の資料請求及びお知らせをお送り
させていただく為にだけ利用して、
その他いかなる第 三 者にもこの個
人情報を提供する事はありません。

19000452
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11.宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関することについて(第26条関係)

株式会社 レクスト 契約約款抜粋

加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止を申し出することができます。停止の申し出は第28条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡ください。

〈1〉約款契約の重要事項

12.クーリング・オフについて

1.契約の目的について(第1条関係)
この契約は、冠婚葬祭及び第三役務に係る役務サービス等の提供を目的にしたものであり、銀行、信託等の金融機関への貯金と異なり、
お預かりする月掛金には利息は
発生しません。

2.加入の申し込み、約款の交付・再交付(第3条関係)
ご加入頂ける場合は、事前にこの約款をよくお読み頂き、
ご理解の上、一回以上の月掛金に相当する予約金を添えて申し込み頂きます。
その際、約款を説明の上、書面に
てお渡しいたします。約款は提供する役務サービス等の内容や取引条件が記載されたものですので、大切に保管してください。本約款を紛失等されたときには、加入者
からその旨の申し出があれば、速やかに再交付します。ただし、加入申込者または代理もしくは媒介をするもの（以下「加入者等」
という。）が、以下に掲げる反社会的勢力
（暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人）に該当する場合は加入できません。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を
含みます。)
(2)暴力団関係企業、暴力団準構成員
(3)総会屋等
(4)社会運動標ぼうゴロ
(5)政治活動標ぼうゴロ
(6)特殊知能暴力集団等
(7)その他前各号に準ずる団体または個人

3.住所変更等の届出について(第7条関係)
加入者が住所、その他連絡先を変更された場合は、変更後延滞なく互助会まで届出ください。なお、届出を怠った場合には、役務サービス等の提供が受けられない場合
もありますのでご注意ください。
また、契約金額を完納されている105歳以上の加入者が住所変更等の届出を怠ったために互助会からの連絡が不能となっている場合、
互助会より
「契約失効予告通知書」
を送付し、到達後60日経過後に契約を失効させる場合がありますのでご注意ください。

①訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、
または契約をされた場合、本書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面（ハガキ、封書等）
または電磁
的記録（電子メール）で通知することにより無条件で加入申込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」
という)ができ、その効力は当該書面等
を下記連絡先あてに発信した日（郵便消印日付等）から発生します。なお、
クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者または加入者の負担となり
ます。
〈 連絡先 株式会社 レクスト 会員管理部 〉
住
所 ： 名古屋市西区那古野二丁目7番20号
メールアドレス ： kaiin-kanri@grandtiara.com
②クーリング・オフを行った場合は、
（1）
クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金を支払う必要はありません。
（2）既に予約金等をお支払い頂いている場合には、速やかにその金額の返還を受けることができます。
この場合、返還に要する費用は、互助会が負担します。
（3）互助会契約に基づき、既に役務サービス等の提供を受けた場合でも、当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
③なお、
ご葬儀の施行に係る役務サービス等の提供を受けた場合には、特定商取引に関する法律第26条第4項2号(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)に
よりクーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承ください。
④上記のクーリング・オフの行使を妨げるために、互助会(担当者)が不実の事を告げたことにより誤認し、
または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わな
かった場合は、改めて互助会から互助会契約のクーリング・オフができる旨の書面を受取った日から8日間を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うこと
ができます。

〈2〉施行施設の変更
施行施設については、用途変更または廃止もあり得ることから、互助会の都合により変更する場合がありますので、
ご了承ください。
上記の他、
ご質問があればご説明いたします。

株式会社 レクスト 個人情報保護方針

4.契約金額、
月掛金の額、支払方法、役務サービス等の内容について(第9条、第11条関係)

株式会社 レクストは、お客様の一生涯における様々なライフイベントにふれ、豊かな生活の創造をサポートさせて頂く事業を営む企業です。当社は
お預かりした個人情報を適正に保護する事は重大な社会的使命であると認識し、以下の方針を定め、全社をあげて取り組むことを宣言いたします。

コースによって種類及び内容が異なりますので、詳しくは約款第9条及び第11条の別記のとおりとし、婚礼・海外挙式・葬儀に関してはいずれか一回限り提供します。

5.役務サービス等の提供について(第12条、第13条関係)
互助会は、
この契約約款に基づき、契約成立後申し込み日より90日を経過した日以後であれば、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にこの契約
に従って、役務サービス等の提供をします。ただし、契約金額が完納されていない場合は、一括精算をしていただきます。なお、契約が成立した後、申し込み日から90日
以内に役務を提供する場合には、契約金額が240,000円のものは52,800円（消費税込）の早期利用費をお支払いいただきます。契約時から年数が経過し、契約した役務
サービス等の貸与、物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替えして提供するものとしま
す。なお、役務サービス等の一部利用(第3役務)については、加入者及び加入者の登録された家族がご利用いただけます。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、
ご利用される方の本人確認書類（身分証明書の写し等）のご提示をいただく場合があります。

1. 個人情報の利用目的を当社の正当な事業範囲内に限定し、適切に取得・利用します。事業目的外の取り扱いを行わない措置を講じます。

6.契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期について(第14条関係)

5. 個人情報の取り扱いに関する苦情及び相談については、適切・迅速・誠実に対応します。

この契約の対象外の役務サービス等の提供やランクが上の役務サービス等をご希望される場合は、差額の費用を頂きます。その費用の決定については、役務サービス
等の提供の前に説明し、
了解を得ることとします。

7.営業保証金等の前受金保全処置について(第16条関係)

2. 取得した個人情報を業務遂行のために外部に委託する場合、
または外部に提供する場合は、あらかじめご本人に同意をいただき、当社の厳正な
管理のもとで行います。
3. 個人情報に関する法令・国が定める指針・その他の規範を遵守します。
4. 個人情報への不正アクセス・個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩などのリスクに対して、適切な安全対策を講じ、予防するとともに是正します。
6. 個人情報に関するマネジメントシステムについて社会情勢の変化等を踏まえ継続的な見直しと改善を行います。
本方針は全役員及び従業員に配布して周知させるとともに、当社のホームページ、パンフレットなどに掲載することにより、いつでもどなたにも入手
可能な措置を取るものとします。

互助会は割賦販売法により、毎年3月31日及び9月30日基準日までに加入者からお預かりした月掛金残高の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じる事が
義務付けられており、法務局、互助会保証(株)、
日本割賦保証(株)に供託または、供託委託契約を行い保全しています。

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ窓口
株式会社 レクスト 会員管理部

8.契約の解除について(第19条関係)

9.個人情報の取得、利用に関することについて(第24条関係)
互助会は、本約款に基づく互助会契約に係る施行、月掛金の受領・管理、宣伝印刷物及び契約内容に関するご案内の送付等、営業案内、冠婚及び葬祭に係る関連業務の
利用目的を達成するため、個人情報(加入者の氏名・住所・契約番号・契約コース名・金融機関振替口座・加入者の月掛金残高・年令・生年月日・電話番号・e-mailアドレ
ス・施行利用状況・家族の氏名等)をあらかじめ書面により加入者の同意(確認書)を得て取得、利用します。

私たちは、常に互助会加入の皆様の安心を心がけ、
お役に立ちたいと努めています。

心

一般社団法人 全互協は、加盟互助会が、地震、風水害、事故、その他の理由によ
り万が一冠婚葬祭の施行ができなくなった場合、全国ネットワークを生かし、他の
加盟互助会が協力して冠婚葬祭を行います。

施行支援機構制度……………………………(平成26年発足)

契約者相談

(旧 一般社団法人 全互協儀式施行安心ネットワーク)

社会貢献

一般社団法人 全互協の施行支援機構は加盟互助会が事業を継続することが困
難となった場合、同機構に加盟している他の互助会が責任を持ってご加入者の
権利保護を行い、冠婚葬祭を行う制度です。

安
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施行支援機構制度……………………………(平成26年発足)

（旧 役務保証機構制度）

証

①互助会は、
あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
（1）法令に基づく場合
（2）人の生命、身体または財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
（3）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
（4）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
②なお、次の場合において、個人情報の提供を受ける者は、個人情報の提供にあたりあらかじめ、本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
（1）業務委託に伴う個人情報の委託(約款第24条に規定する利用目的の達成に必要な範囲に限る)
（2）合併等による事業の継承に伴う個人情報の提供(合併等後も合併等する前の利用目的の範囲内の利用に限る)
（3）個人情報をグループ企業等で共同利用する場合(共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称等について、あらかじめ本人に通
知し、
または本人が容易に知り得る状態に置かれている場合に限る)
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一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目18番12号 ＣＯＭＳ虎ノ門6階
TEL (03)3596-0061 FAX (03)3596-8030

保

10.個人情報の第三者提供に関することについて(第25条関係)

〒451-0042 名古屋市西区那古野2-7-20
TEL 052(583)5041
(受付時間 10：00〜15：00 ※土日・祝日・お盆・年末年始を除く)

災害時協力

1.加入者の都合により第21条に定める保留届けを提出せずに月掛金の支払いを中断する場合は、中断してから5年を経過するとこの契約を解除することがあります。
(1)中断してから5年を経過後、互助会が20日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告してもなお支払いが無いときは、当該期間満了日の翌日をもってこの契約を
解除します。
(2)(1)により、契約を解除した場合、互助会は解約返戻金の振込口座を確認の上、月掛金残高から所定の手数料を差引いた第2項の返戻金表記載の金額を解約返戻
金として、確認がとれた口座に契約解除の日から45日以内に振り込みます。口座の確認に際しご回答が無い等で、口座の確認が取れない場合には、解約返戻金は互
助会にて預かります。
(3)加入者の解約返戻金を請求する権利は、契約の解除から5年間請求がない場合には消滅します。

制定日

平成17年1月1日

改訂日

平成26年7月1日

株式会社 レクスト
代表取締役

金森 茂明

自治体との災害時協力協定…………………(平成11年開始)
一般社団法人 全互協は、大規模災害時協力協定を締結し、自治体の要請により
支援活動を行います。

社会貢献基金制度………………………………(平成11年〜)
一般社団法人 全互協は、加盟互助会などからの寄付金で、高齢者福祉、障害者
福祉、児童福祉、環境・文化財保護・国際協力・交流、調査研究を行う個人、各種
団体等に対して幅広く助成を行っています。

一般社団法人 全互協 契約者相談室……………(平成3年〜)
一般社団法人 全互協は、全互協 契約者相談室を常設し、互助会に関する契約
者からのご相談をお受けしています。

平日 10：00〜16：00 フリーダイヤル 0120-034-820
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