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株式会社レクスト 

代表取締役 金森 茂明 

本部 名古屋市西区那古野二丁目７番２０号 

電話番号 ０５２－５８３－５０４１ 

メールアドレスkaiin-kanri@grandtiara.com 

契約約款（インターネット申込み専用） 

（２０２２年６月１日より適用） 

互助会をインターネットにて加入をご希望される方は、この約款の内容をよく読んでお申し込みください。 

 

株式会社レクスト（以下「互助会」という。）と互助会加入者（以下「加入者」という。）とは、下記に 

定めるところにより、互助会契約（以下、「契約」と言う。）を締結します。 

 

第第第第１１１１条条条条（（（（契約契約契約契約のののの目的目的目的目的））））    

   この契約は、加入者が将来行う冠婚葬祭および第三役務に備え、所定の月掛金を前払いで支払うことにより、 

加入者は、冠婚葬祭および第三役務に係る役務サービス等の提供を受ける権利を取得し、互助会は、加入者の 

請求により、冠婚葬祭および第三役務に係る役務サービス等を提供する義務を負うことを目的とします。 

   なお、この契約は、冠婚葬祭および第三役務に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行、 

信託等の金融機関への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。 

 

第第第第２２２２条条条条（（（（目的目的目的目的のののの範囲範囲範囲範囲））））    

目的の範囲を、次のとおりとします。 

（１） 婚礼（結婚披露を含む）のための施設の提供、衣裳の貸与その他のサービスの提供および 

これに付随する物品の給付並びにその取次ぎ 

（２） 葬式のための施設の提供、祭壇の貸与その他のサービスの提供およびこれに付随する物品の 

給付並びにその取次ぎ 

（３） 冠婚葬祭に付随する通過儀式（七五三、成人式、法要等）に係わる役務サービス等の提供 

（第三役務）およびその取次ぎ 

 

第第第第３３３３条条条条（（（（加入加入加入加入のののの申込申込申込申込みみみみ））））    

１ インターネット申込みにて互助会加入をご希望の方は、互助会の定めるところにより加入申込画面の 

案内に従って、約款、役務内容確認書、確認書（重要事項説明書）を確認の上、必要事項を入力し 

申込み完了をもってご入会となります。 

ただし、審査の上、加入を承諾できない場合がございます。その際には、承諾できない旨を遅滞なく 

通知させていただきます。 

    なお、契約成立後はお申込みいただいた時点にさかのぼって互助会の権利が発生します。 

 ２ 第１項にかかわらず、加入申込者または代理もしくは媒介する者（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）その他前各号に順ずる団体または個人 
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３ 加入者等が第２項に掲げる反社会的勢力に該当する事実が認められた場合には、催告なく、この契約を解除します。 

 

第第第第４４４４条条条条（（（（名義変更名義変更名義変更名義変更））））    

１ 加入者の申し出による名義変更 

加入者の申し出による名義変更（利用権、解約返戻金請求権を含みます。）については、あらかじめ互助会の 

承諾を得て変更することができます。手続きの際には、加入者の意思によることを確認するため、本人確認 

書類として（運転免許証、健康保険証、年金手帳等）の写しが必要となります。 

 ２ 相続による名義変更 

    相続による名義変更については、名義変更申請書、加入者証の提出および相続人であることを証明できる書類 

（遺産分割協議書等）、または法定相続人であることを確認できる書類（戸籍謄本等）と名義変更に係る責任等を 

明確にした書類（念書等）が必要です。また、相続発生の事実を確認するための書類（除籍謄本、戸籍謄本等） 

の提出が必要です。 

 ３ 第１項および第２項の場合、名義変更手数料として５５０円（消費税込）を申し受けます。 

 

第第第第５５５５条条条条（（（（加入者証加入者証加入者証加入者証のののの発行発行発行発行、、、、約款約款約款約款等等等等のののの送付送付送付送付・・・・再交付再交付再交付再交付））））    

１ 互助会は第３条の加入申込後に初回金の振替確認が取れた場合、速やかに加入承諾通知を電子メールにより 

送信すると共に、加入者であること証する加入者証、約款、パンフレット、役務内容確認書、確認書 

（重要事項説明書）を郵便により送付します。加入者証は、役務サービス等の提供を受ける際に必要ですので、 

それまで大切に保管してください。 

また、約款はインターネット上にて閲覧および印刷も可能です。 

２ 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あれば速やかに再交付します。 

     なお、再交付の手数料として１通につき５５０円（消費税込）を申し受けます。 

 

第第第第６６６６条条条条（（（（加入者証加入者証加入者証加入者証のののの再発行再発行再発行再発行））））    

加入者証を紛失等により再発行の必要が生じたときは、加入者からの届出によって再発行いたします。 

この場合、旧加入者証は無効となります。再発行の手続きの際には、再発行申請書を提出していただき、 

その依頼が加入者本人からのものであることを確認するため、加入者の本人確認書類（身分証明書の写し等）が 

必要となります。 

なお、再発行手数料として１通につき５５０円（消費税込）を申し受けます。 

    

第第第第７７７７条条条条（（（（住所変更等住所変更等住所変更等住所変更等のののの届出届出届出届出））））    

１ 加入者が、住所、その他連絡先を変更された場合には、速やかに互助会に届出てください。 

なお、この届出を怠った場合には、互助会が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、通常 

到達するために要する期間を経過したときに加入者に到達したものとみなします。 

また、連絡先等が変更となり、互助会に届出がない場合には、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。 

 ２ 契約金額を完納されている１０５歳以上の加入者が第１項に定める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、到着後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。 

 

第第第第８８８８条条条条（（（（領収証領収証領収証領収証のののの発行発行発行発行））））    

領収書の発行は預金口座振替により通帳への記載を以て領収書に代えさせていただきます。 

また、クレジットカードの場合には、その利用明細通知書を以て領収書に代えさせていただきます。 

 

第第第第９９９９条条条条（（（（契約金額契約金額契約金額契約金額、、、、掛金掛金掛金掛金のののの額額額額、、、、支払方法等支払方法等支払方法等支払方法等））））    

契約金額、月掛金の額、支払方法、支払時期等は、次のとおりとします。 

ただし、施行時に契約金額に対する法令で定められた消費税相当額をお預かりいたします。 
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口座振替の場合は加入月の翌月２３日に口座振替となり、２回目以降の口座振替は毎月２３日となります。 

クレジットカードの場合、初回金の引落しおよび毎月の掛金のお支払い日は各クレジット会社によって異なります。 

クレジットカードご利用、決済についての注意事項はお客様が契約されているカード会社の規約をご覧ください。 

 

支払方法・支払時期 

契約金額 月掛金の額 月掛金の回数および期間 

口座振替またはクレジットカード 

毎月３，０００円 ８０回８０ヶ月 

２４０，０００円 

毎月５，０００円 ４８回４８ヶ月 

毎月２３日（ただし、休日にあたる 

場合は翌営業日） 

クレジットカードの場合は 

カード会社の決済日 

消費税相当額を含む総支払額は２４万円コース２６４，０００円になります。 

 

第第第第１０１０１０１０条条条条（（（（割引制度割引制度割引制度割引制度））））    

   契約時の月掛金一括前払いについては契約金額の５％の割引特典があります。 

 

第第第第１１１１１１１１条条条条（（（（役務役務役務役務サービスサービスサービスサービス等等等等のののの内容内容内容内容））））    

互助会が提供する目的別の役務サービス等の内容は、別記のとおりとします。 

 

第第第第１１１１２２２２条条条条（（（（役務役務役務役務サービスサービスサービスサービス等等等等のののの提供提供提供提供））））    

１ 互助会は、この契約約款に基づき、契約成立後申込み日より９０日を経過した日以降であれば、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その契約に従って、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。 

加入者が役務サービス等を利用の際、一部の役務サービス等を辞退された場合の返金や、他の役務サービス 

等への振替は、契約した役務内容と異なる為、互助会は別記契約通りの役務内容を提供します。 

利用権は加入者の承諾によりあらかじめ登録されている同居家族内で利用できます。 

加入者が複数口加入している場合でも、ご利用の際には、加入者１人について、冠婚葬祭１件につき１口 

のみのご利用となります。 

２ 加入者が役務サービス等の提供を請求する場合、加入者証をご提出いただきます。 

また、お亡くなりになった加入者のための葬式に係る役務サービス等については、喪主または喪主に 

準ずる方からの加入者証のご提出があった場合に提供いたします。 

   この場合は、加入者からの請求を受けて役務サービス等の提供を行ったものとみなします。 

    なお、本人確認書類（身分証明書の写し等）のご提出をいただく場合があります。                                              

３ 契約時からの年数が経過し、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して提供するものとします。 

 ４ 婚礼・葬式のコースを契約された加入者が第三役務のコースをご利用される場合は、次の方法により提供します。 

    第２条（１）（２）の役務サービス等に係る契約をされた加入者が同条（３）に係る役務サービス等の 

利用を希望される場合は、ご利用される金額について別途補填させていただくことによりご利用いただけます。

この場合、当初の契約に基づく役務サービス等の提供は、引き続き受けることができます。 

 

第第第第１３１３１３１３条条条条（（（（早期利用費早期利用費早期利用費早期利用費））））        

この約款に基づく契約が成立した後、申し込み日から９０日以内に役務サービス等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。 

 

第第第第１４１４１４１４条条条条（（（（契約以外契約以外契約以外契約以外のののの役務役務役務役務サービスサービスサービスサービス等等等等のののの提供提供提供提供およびおよびおよびおよび費用費用費用費用のののの決定時期決定時期決定時期決定時期））））    

   加入者が、「この契約の対象となっていない役務サービス等の提供」または「この契約の対象となっている 

役務サービス等よりグレードの高い内容の役務サービス等の提供」を希望されることにより、契約金額以外に 

費用が発生する場合には、互助会はその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ 
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必要と思われる内容を説明し、加入者に了解を得ることとします。ただし、その費用については、加入者に 

ご負担していただきます。 

 

第第第第１１１１５５５５条条条条（（（（月掛金終了後月掛金終了後月掛金終了後月掛金終了後のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい））））    

互助会は、加入者が月掛金の支払いを終了した場合には、終了したことを書面（口座引落満了のお知らせ） 

にて郵送で通知します。なお、月掛金の支払終了後も、この契約の定める役務サービス等の提供を受けるまで、 

利用する権利は保証されます。 

 

第第第第１１１１６６６６条条条条（（（（営業保証金等営業保証金等営業保証金等営業保証金等のののの前受金保全措置前受金保全措置前受金保全措置前受金保全措置））））    

 互助会は、割賦販売法により、毎年３月３１日および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、 

次の機関と営業保証金の供託または前受業務保証金の供託委託契約を締結し保全をしています。 

 

 営業保証金供託先 （法務局） 名古屋法務局  名古屋市中区三の丸２－２－１ 

 前受業務保証金供託委託契約受託者 

（保証機関等） 互助会保証(株)   東京都港区西新橋１－１８－１２ ＣＯＭＳ虎ノ門 

日本割賦保証(株)  東京都港区虎ノ門一丁目１３番３号 虎ノ門東洋共同ビル 

 

  ただし、上記の機関については、互助会の都合により変更する場合がございますので、 

ご確認に際しては、互助会の相談窓口まで直接お問い合わせください。 

    

第第第第１１１１７７７７条条条条（（（（加入者加入者加入者加入者のののの権利保護権利保護権利保護権利保護））））        

互助会が、割賦販売法第２７条（前受金保全措置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、 

許可を取消されたとき、営業を廃止したとき、破産手続開始、再生手続開始または更生手続開始の申し立てが 

あったとき、支払を停止したとき）に該当することとなった場合は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に 

設置された「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会に移籍されて移籍先互助会の約款に 

従って役務サービス等の提供を受けることができます。 

または、加入者が他の互助会に移籍をされない場合には、月掛金残高について第１６条による営業保証金 

および前受業務保証金から弁済を受けることもできます。 

 

第第第第１１１１８８８８条条条条（（（（移籍移籍移籍移籍））））        

１ 加入者が、互助会の営業地域外に転居された場合、その転居地を営業区域とする他の互助会が存在し、 

かつ、その互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り、加入者の希望により（掛金の支払回数が１０回以上で 

あれば）移籍の手続きをします。ただし、移籍後は、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。 

   なお、互助会提供する役務サービス等の内容と移籍互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることが 

あります。 

２ 加入者保護のため、「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会が、当初加入した互助会の 

契約上の権利・義務を承継し、役務サービス等の提供を行う場合があります。 

この場合、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。 

なお、互助会が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は 

異なることがあります。 

 

第第第第１１１１９９９９条条条条（（（（契約契約契約契約のののの解除解除解除解除））））    

１ 加入者の都合により、第２１条に定める保留届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 

支払いがないときは、当該期間満了日の翌日をもってこの契約を解除します。 
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 （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み口座を確認の上、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、確認が取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。 

２ この契約は加入者の申し出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除を言い、 

解約の申し出があった日とは、第３項の書類の提出があった日を言います。 

この場合互助会は月掛金残高から所定の手数料を差し引いた下記の解約返戻金表の金額を、解約返戻金として 

解約の申し出のあった日から４５日以内に原則として加入者本人の口座に振り込みます。 

なお、生活保護法に基づく生活保護を受けられることとなった場合の解約については、支払った月掛残高 

全額を振込手数料免除にて加入者本人の口座に振り込みいたします。 

この場合、生活保護受給証明書を確認させていただきます。 

 返 戻 金 表 

  支払回数 返戻金 

１回 ２，１６０円 

２回以降 毎回２，９１０円加算 

３，０００円×８０回＝２４０，０００円 

８０回完納 ２３２，０５０円 

１回 ４，１６０円 

２回以降 毎回４，９１０円加算 

５，０００円×４８回＝２４０，０００円 

４８回完納 ２３４，９３０円 

２４万円コース（一括 ２２８，０００円） 一括 ２２７，１６０円 

＊割引制度を利用されている場合の返戻金は、実際に支払った月掛金の残高が対象となり割引分は含まれません。 

 

第２条（１）（２）の役務サービス等の係る契約をされた加入者が同条（３）に係る役務サービス等を 

ご利用された場合（コースとしての利用に限る。）の解約返戻金は、当初の契約金額で算出した返戻金から、 

利用された役務サービス等の金額で算出された返戻金を差し引いた金額となります。 

３ 解約手続きに必要な書類は以下のとおりです。また、解約手続きは、ご本人確認のため、原則として第２３条の 

互助会会員管理部で行います。 

（１）自署による契約解除届、加入者証、本人確認書類（運転免許証、健康保険証、年金手帳等）の写しが必要です。 

（２）手続者の本人確認書類として、原則次のいずれか一つが必要です。 

運転免許証、各種健康保険証、年金手帳等 

（３）手続者が加入者本人以外の場合は、加入者および手続者の本人確認書類が必要です。また、手続者が同居家族 

以外の場合は委任状が必要となります。 

（４）加入者本人が死亡されている場合の必要書類は第４条２項の相続による名義変更の必要書類に準じます。 

 

第第第第２０２０２０２０条条条条（（（（損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの額額額額））））    

加入者は、互助会事業の廃止等互助会の責に帰すべき事由により、契約の目的を達することができなく 

なったときは、この契約を解約することができます。この場合、互助会は加入者の月掛金残高に法定利率を 

乗じた金額を加え、遅滞なく加入者に金銭でお支払いします。 

 

第第第第２１２１２１２１条条条条（（（（保留保留保留保留のののの取扱取扱取扱取扱いいいい））））    

１ 互助会が別途定める保留規定所定の条件を満たした加入者については、当該加入者の都合によりやむをえず 
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月掛金の支払いを中断した後も、契約の効力を継続（保留）させることができます。この保留扱いを希望する 

場合は、保留届を所定の支払期日から４ヶ月以内にご提出ください。 

２ 保留の解除は加入者が復活届を提出し、支払いを再開した月からとなります。 

 

第第第第２２２２２２２２条条条条（（（（営業地域営業地域営業地域営業地域））））    

互助会が役務サービス等の提供を行なう地域は、愛知県と三重県です。ただし海外ウエディングについては 

アメリカ合衆国ハワイ州での提供となります。 

 

第第第第２３２３２３２３条条条条（（（（おおおお問問問問いいいい合合合合わせのごわせのごわせのごわせのご相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口））））    

この契約についてのお問い合わせ等は、次の場所で行っていますのでご相談下さい。 

株式会社 レクスト 会員管理部 お客様相談係 

（住所） 名古屋市西区那古野二丁目７番２０号 

（電話） ０５２－５８３－５０４１ 

     （メールアドレス） kaiin-kanri@grandtiara.com 

 

また、下記のとおり一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 契約者相談室が設けられていますので 

お気軽にご相談ください。 

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 契約者相談室 

（住所） 東京都港区西新橋１丁目１８番１２号 ＣＯＭＳ虎ノ門６階 

（電話） ０１２０－０３４－８２０（フリーダイヤル） 

（メールアドレス） denshi-sodan@zengokyo.or.jp 

 

第第第第２４２４２４２４条条条条（（（（個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取得取得取得取得・・・・利用利用利用利用にににに関関関関することすることすることすることについてについてについてについて））））    

  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、宣伝印刷物および契約内容に関する 

ご案内の送付等、営業案内、冠婚およ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・金融機関振込口座・加入者の月掛金残高・年齢・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。 

また、保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築および社内規程の策定を行います。 

 

第第第第２５２５２５２５条条条条（（（（個人情報個人情報個人情報個人情報のののの第三者提供第三者提供第三者提供第三者提供にににに関関関関することすることすることすること））））    

 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 

（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に特に必要が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もの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もの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する。 

（１） 業務委託に伴う個人情報の委託（前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（合併後も合併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、 
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情報管理の責任者名称等について、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 

置いている場合に限る） 

 

第第第第２６２６２６２６条条条条（（（（宣伝印刷物宣伝印刷物宣伝印刷物宣伝印刷物のののの送送送送付等関付等関付等関付等関営業案内営業案内営業案内営業案内のののの停止停止停止停止ににににすることすることすることすること））））    

  加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出を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。 

 

第第第第２７２７２７２７条条条条（（（（個人情報個人情報個人情報個人情報のののの開示開示開示開示・・・・訂正訂正訂正訂正・・・・利用停止等利用停止等利用停止等利用停止等にににに関関関関することすることすることすること））））    

１ 加入者は、互助会に対して加入者自身の個人情報および第三者提供に関する記録を開示するよう請求ができます。 

   ただし、開示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれが 

ある場合、当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼす恐れがある場合、または、他の 

法令に違反することとなる場合には、その全部または一部を開示しないことができます。 

２ 加入者は、互助会が保有する個人情報が事実でないときは、当該情報の訂正、追加または削除の請求ができます。 

３ 加入者は、互助会が、加入者の個人情報について、加入者の同意を得ずに目的外利用した場合、違法または 

不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法で利用した場合、または、偽りその他不正の手段により取得して 

いた場合は、当該個人情報の利用の停止または消去を請求することができます。 

４ 加入者は、互助会が、第２５条１項に反する第三者提供を行なっていた場合は、当該個人情報の第三者への 

提供の停止を請求することができます。 

５ 加入者は、互助会が、加入者の個人情報について、利用する必要がなくなった場合、個人情報の重大な漏洩、 

  減失または毀損（要配慮個人情報の漏洩等、財産的被害の恐れのある漏洩等、不正の目的によるおそれがある 

漏洩等、１，０００件を超える漏洩等）が生じた場合またはその恐れがある場合、その他個人情報の取り扱いに 

より加入者の権利・利益が害される恐れがある場合には、互助会に対し、加入者自身の個人情報の利用停止 

または消去、並びに、第三者への提供の停止を請求することができます。 

６ 互助会は、本条に定める各請求を受けた場合、これに対する調査結果や判断等を、当該加入者に対して延滞なく 

通知します。 

７ 本条に定める各請求は、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。 

なお、書面による開示の場合は、取扱手数料として５５０円（消費税込）を申し受けます。 

 

第第第第２８２８２８２８条条条条（（（（個人情報個人情報個人情報個人情報にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ））））    

  宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出や個人情報の開示・訂正・利用停止等の加入者の個人情報に関する 

お問い合わせは、下記の互助会会員管理部、課長までお願いします。 

  株式会社 レクスト 会員管理部 

  （住所）〒４５１－００４２ 名古屋市西区那古野二丁目７番２０号 

（電話）０５２－５８３－５０４１ 

（メールアドレス） kaiin-kanri@grandtiara.com 

 

第第第第２９２９２９２９条条条条（（（（本約款本約款本約款本約款のののの変更変更変更変更））））    

 １ この約款は、契約金額（対価の額）の変更を除き、互助会の都合により変更することがあります。 

 ２ 前項の場合、あらかじめ変更内容と効力発生時期を、互助会のホームページその他適切な方法により周知します。 

 

 

 

この印刷物は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の監修済です。 

 

 

（監修番号 ４－０３８２０） 
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＜加入申込みの撤回＞ 

 

 

１ 通信販売で互助会の加入申込みをされた場合、加入申込みをされた日から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ができます。 

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、加入申込みの撤回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 加入申込みの撤回を行った場合 

（１） 加入申込みの撤回に伴う損害賠償および違約金を支払う必要はありません。 

（２） すでに月掛金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全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  なお、葬儀、婚礼等の施行に係る役務サービス等の提供を受けた場合、加入申込みの撤回を行うことは 

できませんので予めご了承ください。 

 

４ 上記の加入申込みの撤回の行使を妨げるために、互助会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加入申込みの撤回を行わなかった場合は、互助会から交付する加入申込み撤回妨害の解消の 

ための書面を受け取られた日を含む８日間を経過するまでは、書面により加入申込みの撤回を行うことができます。 

 

 

 

＜消費税についての取り扱い＞ 

 

この契約約款に係わる消費税は１０％で表示してます。 

（１） 消費税は、役務をご利用された時（施行時）にお預かりします。 

（２） 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。 

なお、消費税率の変更など本取り扱いと法令との異なることとなった場合には、法令が本取り扱いに優先して 

適用されますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

冠婚冠婚冠婚冠婚　（　（　（　（２４２４２４２４万円万円万円万円））））

　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 ○

 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

 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

 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

　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

（指定の美容師）

○

○

〈追加料金を

必要とする場合〉

ご新婦様親族貸衣裳

 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

〈追加料金を

必要とする場合〉

　挙式式典費が上限額（２２０，０００円（消費税込))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

 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

〈追加料金を

必要とする場合〉

新郎着付・ヘアメイク

（指定の美容師）

○

○

〈追加料金を

必要とする場合〉

ご新朗様親族貸衣裳

　新婦着付(１着分)、ヘアメイク

　婚礼〈男性会員〉の場合                      　　                    　　　　　　　　　　                         ○＝契約役務

※上記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。

内　　　　　　　容

　会場生花代の合計金額が上限額（４９，５００円（消費税込))を超えた場合、追加料金が掛かります。

  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）

いずれかの

式典より１式典

洋装１点

もしくは

和装1点

○

※上記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。

新郎貸衣裳

　貸衣裳代の合計金額が上限額（８８，０００円（消費税込))を超えた場合、追加料金が掛かります。

写真

挙式式典費

（指定会場）

　新郎着付(1着分）、ヘアメイク

○

　　　　　特　　　　　　　典

 　　　　　　　　 写真費用

〈追加料金を

必要とする場合〉

　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）

　　　　　特　　　　　　　典

貸衣裳代の合計金額が上限額（２９７，０００円（消費税込))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。

　会場生花

装花

衣裳小物

 写真費用の合計金額が上限額（７１，５００円（消費税込))を超えた場合、追加料金が掛かります。

内　　　　　　　容

　婚礼〈女性会員〉の場合                      　　                    　　　　　　　　　　　    　 　　　　　　　　○＝契約役務

新婦貸衣裳

　和装（白無垢）

洋装１点

もしくは

和装1点

○

　和装（色打掛） ○

　和装（振袖）
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冠婚冠婚冠婚冠婚　（　（　（　（２４２４２４２４万円万円万円万円））））

○

○

○

○

○

○

○

〈追加料金を

必要とする場合〉

○

○

〈追加料金を

必要とする場合〉

ブーケおよ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。

※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。                               

※上記役務内容以外にご依頼いただいた場合は、追加料金がかかります。                               

 司会者、奏者、アテンド ○

 牧師、聖歌隊、オルガン奏者、アテンド ×

○

〈追加料金を

必要とする場合〉

 会場費の合計金額が上限額（５５，０００円（消費税込))を超えた場合、追加料金が掛かります。

○

〈追加料金を

必要とする場合〉

洋装１点

 上着、ズボン、白シャツ、ベスト、

 カフスボタン、ネクタイ、靴

○

〈追加料金を

必要とする場合〉

 貸衣裳代の合計金額が上限額（６６，０００円（消費税込))を超えた場合、追加料金が掛かります。

新郎着付・ヘアメイク

（指定の美容師）

○

 ドレス本体、ペチコート、シューズ ○

 ドレス本体、ペチコート、シューズ ○

 ブライダルレンタルインナー ○

新婦着付、ヘアメイク

（指定の美容師）

 新婦着付(１着分)、ヘアメイク ○

※利用条件　大人２０名以下の場合に限ります。  

※上記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。

ハワイにおける

挙式

　タキシード・ウェディングドレス

　コーディネーター

　音楽演奏者

　リングピロー

会場使用料等上限額（２１２，３００円（消費税込))を超えた場合、追加料金が掛かります。

貸衣裳

 新郎着付(１着分）、ヘアメイク

貸衣裳代の合計金額が上限額（１４３，０００円（消費税込))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。

挙式式典費

料理

ブーケ＆ブートニア

〈追加料金を

必要とする場合〉

 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

　　　　　　　　　婚礼料理 (６６，０００円（消費税込))充当

会場

　婚礼〈家族婚〉の場合                      　　                    　　　　　　　　　　          〇＝契約役務　×＝契約外役務

 タキシード

　式場間新郎新婦リムジン送迎

貸衣裳代の合計金額が上限額（２４２，０００円（消費税込))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。

  ウェディングドレス

新婦貸衣裳

　カクテルドレス

　新婦洋装小物

〈追加料金を

必要とする場合〉

洋装１点

  　　　　　　　 人前式

  　　　　　　   教会式

　　　　　　　   会場使用費用

　婚礼〈海外挙式〉の場合                     　　                    　　　　　　　　　　          　　　　　　　〇＝契約役務

内　　　　　　　容

　会場祭壇・ベンチ装花（造花）

 基本ブーケ＆ブートニア

内　　　　　　　容

　会場使用料（互助会指定教会）

　結婚証明書（法的効力はありません）
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葬祭葬祭葬祭葬祭　（　（　（　（２４２４２４２４万円万円万円万円））））

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

6 ○

7 ○

8 ○

9 ○

10 ○

11 ○

12 ○

14 ○

15 ○

16 ○

17 ○

18 ○

19 ○

20 ○

21 ○

22 ×

23 ×

24 ×

25 ×

26 ×

27 ×

28 ×

29 ×

30 ×

31 ×

32 ×

33 ×

　通夜料理、出立料理、初七日料理

　湯灌

　祭壇両脇　　生花装飾１対４段

　平蓋棺（プリント）

　会場費

　設営運営費

　司会進行

　保冷剤（１回分１０ｋｇ）

　御肖像４切写真

　枕飾り

　火葬場アテンダント

　会葬御礼品（粗供養品、引出物、香典返し）

葬儀の場合                               　　　   　              　　 〇＝契約役務　　×＝契約外役務

　仏衣

13 ○

　小位牌

　白壷（２.３寸）

　焼香用具一式（香・ローソク・火種）

　祭壇供物（二種）

内　　　　　　　容

　白木格子祭壇４段

　タクシー、火葬場行きバス

　会場案内看板（式場看板）

　帳面セット

　会葬礼状（５０枚）

　御骨安置用後飾祭壇

  ※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

　霊柩車（ご出棺場所から最寄りの火葬場まで）

　搬送用寝台車（同一市内） ※市外は別途料金が掛かります

　搬送用布団

※　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。

　親族控室料

　貸衣装（喪服、モーニング）

　供花、供物

　セレモニーアテンダント（通夜）

　樒塔

　セレモニーアテンダント（葬儀）

　新聞死亡広告
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第三役務第三役務第三役務第三役務（（（（一部利用役務内容一部利用役務内容一部利用役務内容一部利用役務内容））））    

【【【【出産出産出産出産・・・・誕生誕生誕生誕生】】】】

〇＝契約役務　

　衣裳 　初着 ○

　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 ○

〇＝契約役務　

　衣裳 　初着 ○

　シンプルアルバム５Ｐ仕上げ

通常含まれている写真料金を

シンプルアルバムに充当

○

　データ４カット ○

　内祝品 　ギフトカタログより１１，０００円（消費税込）分選択 ○

【【【【宮参宮参宮参宮参りりりり】】】】

〇＝契約役務　

　衣裳 　初着 ○

　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 ○

〇＝契約役務　

　衣裳 　初着 ○

　４切　２Ｐ　各１枚 ○

　焼増キャビネ各１枚（額付） ○

　内祝品 　ギフトカタログより２２，０００円（消費税込）分選択 ○

　シンプルアルバム５Ｐアルバムへランクアップ

　データ４カット

　②他衣裳 　訪問着・ヘアアップ・着付・小物

　内　　　　　　　容

　内　　　　　　　容

　写真

　写真

①または②から

１つ選択

○

　①写真

　内　　　　　　　容

〈〈〈〈

３３３３

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

〈〈〈〈

６６６６

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

　写真

　写真

　内　　　　　　　容

〈〈〈〈

３３３３

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

〈〈〈〈

６６６６

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉
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【【【【バースディバースディバースディバースディ】】】】

〇＝契約役務　

　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。

〇＝契約役務　

　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 　子どもタキシード・子どもドレス ○

　花束 　お祝い用花束　１束 ○

※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。

【【【【七五三七五三七五三七五三】】】】

〇＝契約役務　

　衣裳 　七五三衣裳・和装小物・髪飾り・足袋 ○

　美容 　着付・ヘアセット＆メイク ○

　４切　１Ｐ　１枚 ○

　焼増キャビネ2枚 ○

〇＝契約役務　

　衣裳 　七五三衣裳・和装小物・髪飾り・足袋 ○

　美容 　着付・ヘアセット＆メイク ○

　４切　２Ｐ　各１枚 ○

　焼増キャビネ各１枚（額付） ○

　シンプルアルバム５Ｐへランクアップ

通常含まれている写真料金を

シンプルアルバムに充当

　データ４カット

　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

○

〈〈〈〈

３３３３

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

〈〈〈〈

６６６６

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

〈〈〈〈

３３３３

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

〈〈〈〈

６６６６

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

　写真

　①写真

　写真

　　　内　　　　　　　容

　　　内　　　　　　　容

　　　内　　　　　　　容

　　　内　　　　　　　容
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【【【【新入学新入学新入学新入学】】】】

〇＝契約役務　

　衣裳 　母親用訪問着 ○

　美容 　ヘアアップ・着付・小物・足袋 ○

　４切　１Ｐ　１枚 ○

　焼増キャビネ２枚 ○

〇＝契約役務　

　衣裳 　母親用訪問着・和装小物・髪飾り ○

　美容 　ヘアアップ・着付・小物・足袋 ○

　シンプルアルバム５Ｐ仕上げ

通常含まれている写真料金を

シンプルアルバムに充当

　データ４カット

※使用する互助会金額の消費税は別途必要です。

※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。

○

　　　内　　　　　　　容

　　　内　　　　　　　容

〈〈〈〈

３３３３

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

〈〈〈〈

６６６６

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

　写真

　写真
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【【【【成人式成人式成人式成人式〈〈〈〈男性男性男性男性〉】〉】〉】〉】

〇＝契約役務

×＝契約外役務

　衣裳 　紋付 ○

　着付 　着付 ×

　小物 　小物セット ○

〇＝契約役務　

　衣裳 　紋付 ○

　着付 　着付 ○

　小物 　小物セット ○

　４切　２Ｐ　各１枚 ○

　焼増キャビネ各１枚（額付） ○

【【【【成人式成人式成人式成人式〈〈〈〈女性女性女性女性〉】〉】〉】〉】

〇＝契約役務　

　衣裳 　振袖 ○

　写真 　４切　１Ｐ　１枚、焼増キャビネ２枚 ○

　美容 　ヘアアップ・メイク・着付、当日・前撮影2回分 ○

　小物 　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。

【【【【卒業式卒業式卒業式卒業式〈〈〈〈女性女性女性女性〉】〉】〉】〉】

〇＝契約役務　

　衣裳 　振袖・女袴 ○

　写真 　４切　１Ｐ　１枚、焼増キャビネ２枚 ○

　美容 　ヘアアップ・メイク・着付 ○

　小物 　着付小物セット ○

〇＝契約役務　

　衣裳 　振袖・女袴 ○

　写真 　４切　２Ｐ　各１枚、焼増キャビネ各1枚（額付） ○

　美容 　ヘアアップ・メイク・着付 ○

　小物 　着付小物セット ○

　シンプルアルバム５Ｐ仕上げ

通常含まれている写真料金を

シンプルアルバムに充当

　データ４カット

　②内祝品 　ギフトカタログより２２，０００円（消費税込）分選択

　　　内　　　　　　　容

〈〈〈〈

１１１１

２２２２

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

〈〈〈〈

９９９９

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

　写真

　　　内　　　　　　　容

　　　内　　　　　　　容

〈〈〈〈

３３３３

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

〈〈〈〈

６６６６

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

①または②から

１つ選択

○

〈〈〈〈

３３３３

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

〈〈〈〈

６６６６

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

　　　内　　　　　　　容

　　　内　　　　　　　容

　①写真
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【【【【結婚記念日結婚記念日結婚記念日結婚記念日】】】】

〇＝契約役務　

　料理 　料理代　１６，５００円（消費税込）充当 ○

　花束 　お祝い用花束　１束 ○

　写真 　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。

〇＝契約役務　

　料理 　料理代　３３，０００円（消費税込）充当 ○

　花束 　お祝い用花束　１束 ○

　写真 　４切　２Ｐ　各１枚　焼増キャビネ各１枚（額付） ○

※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。

【【【【賀寿賀寿賀寿賀寿】】】】

〇＝契約役務　

　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 ○

※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。

【【【【法要法要法要法要】】】】

〇＝契約役務　

　会場利用費 ○

　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 　法要料理代　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。

※使用する互助会金額の消費税は別途必要です。

※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。

　　　内　　　　　　　容

〈〈〈〈

３３３３

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

〈〈〈〈

６６６６

万万万万

円円円円

ココココ

ーーーー

スススス

〉〉〉〉

　　　内　　　　　　　容

　　　内　　　　　　　容

〈〈〈〈

６６６６

万万万万

円円円円
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部署 担当者　　　　年　　　月　　　日加入年月日

 


