パルシステム埼玉のお葬式「プリユ葬」は、「葬祭協同組合埼玉
こすもす」加盟の地元葬儀社が責任をもってお手伝いいたします。

プリユ葬学習会のお知らせ
2017 年 12 月

葬儀の疑問に答える
お葬式の不安を解消

八潮市の家族葬ホールを見学できます。
八潮市垳１６６−２２
1 月 31 日（水）午前10〜12時 つくばエクスプレス八潮駅徒歩5分
家族葬邸宅 団欒(だんらん）

「落ち着いた雰囲気のなかで
家族葬ができる会館です」
藤波達也
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プリユ葬担当
セレモニー藤波 代表取締役（八潮市）

家族葬邸宅「団欒」見学とプリユ葬セミナー
・家族葬邸宅「団欒」の見学
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埼玉こすもすの概要
名
称
埼玉県知事認可
組合所在地
連 絡 先
設立年月

駅

葬祭事業協同組合 埼玉こすも
第 3751 号
埼玉県北本市朝日 2-163-2
0120-61-8860
平成 12 年 11 月

埼玉こすもす加盟社ホール
さいたま市 葬送空間「はるか」

㈱武蔵浦和会館 さいたま市南区白幡 5-4-16

新葛西橋

さいたま市 家族葬のウィルさいたま
さいたま市大宮区大成町 1-405

所沢市 ㈲会心

家族葬邸宅 団欒

所沢市山口 1310-9

・プリユ葬のかしこい利用方法、料金等

葬

八潮市 ㈱セレモニー藤波
家族葬邸宅 団欒（だんらん）
八潮市垳 166-22

春日部市 ㈱花勝葬祭

北

春日部市粕壁 2-7-29

・八潮市、草加市周辺の家族葬事情

春日部市 北春日部会館

㈱花勝葬祭 埼玉県春日部市小渕 1241

久喜市 グラーテス久喜（久喜葬祭会館）
㈲久喜葬祭社 久喜市本町 6-14-23

白岡市 グラーテス白蓮 ( セレモニーホール白蓮 )

グ

㈲久喜葬祭社 白岡市西 2-13-11

加須市 グラーテス トネ前 ( メモリアルハウス）
㈲久喜葬祭社 加須市鳩山町 3-3

熊谷市に新しい家族葬ルームができました。
3 月 7 日（水） 午前10〜12時 熊谷市原島1170-1
熊谷駅からバス熊谷警察署前 下車徒歩8分

加須市 グラーテス トネ前 (１日葬ホール）
㈲久喜葬祭社 加須市鳩山町 3-3

加須市グラーテス トネ前（直葬ホール）

グ

㈲久喜葬祭社 加須市鳩山町 3-3

伊奈町 ㈱花みずき葬祭
花みずきホール
北足立郡伊奈町小室 4968-2

行田市 ファミール行田駅前ハウス

花

行田セレモニー㈱ヨコカワ 行田市栄町 8-36

行田市 ファミール行田あらまちルーム
行田セレモニー㈱ヨコカワ 行田市行田 11-33

行田市 行田セレモニー会館

行田セレモニー㈱ヨコカワ 行田市持田 1-9-1

行

※このほか公営・民営式場が各地にありますので、お電話でご相談

ファミール熊谷〔家族ルーム〕

安置室を完備した小さな家族葬
ホールを pepper がご案内します
©SoftBank Robotics Corp.
ソフトバンクロボティクスの
pepper を活用し、自社が独
自に実施しているものです。

プリユ葬担当
ファミール熊谷／㈱ヨコカワ

ファミール熊谷見学とセミナー
・ファミール熊谷 家族葬ルームの見学
・熊谷周辺におけるお葬式事情
・公営式場・メモリアル彩雲について

熊谷バイパス

17

メモリアル
彩雲
ヤマダ
電機

バス停
熊谷警察署

ビックモーター

ファミール熊谷
家族葬ルーム
17

八木橋

407

至高崎

JR 高崎線

熊谷駅
至大宮

学習会お申込、プリユ葬資料請求は裏面を御覧下さい

プリユ葬の詳しい資料をお届けします

アンケートに答えてエンディングノートプレゼント
資料をご希望の方は、下記の６桁番号を 12 月 3 回の注文書にご記入ください。
資料請求は無料です。お届けは、12 月 25 日（月）〜 12 月 29 日（金）です。

１０４７１０

お届けさせていただく資料のなかで、アンケートのご協力をいただいております。
今ならアンケートをご回答いただいた上で、ご希望の方に、オリジナルエンディング
ノート「よろしくノート」をプレゼントしています。

プリユ葬の詳しい資料です

プレゼント

ユ葬受付センター

時間 365 日受付

20-85-4447

用料半額サービス）

ウィルさいたま

プリユ葬 総合カタログ

家族葬邸宅 団欒
（だんらん）

グラーテス白蓮(セレモニーホール白蓮)

プリユ葬は、パルシステム埼玉が提供する
オリジナル仕様の葬祭サービスです。
プリユ(plus)とは、
フランス語で「より豊かな」という意味です。
「ゆりかごから墓場まで」という福祉の視点から、
「価格の透明化」
「情
報の発信」につとめ、
「葬儀の見える化」を目指して取り組んでいます。
生協だからこそできる、組合員のための、心のこもった質の高いお葬式

グラーテス トネ前(１日葬ホール）

を「プリユ葬」が提供いたします。
プリユ葬では、埼玉県一円のネットワークをもつ埼玉こすもすと提携し
て、県内くまなくサービス提供が実現しています。

ファミール行田駅前ハウス

葬祭事業
協同組合

埼玉こすもす

プリユ葬受付センター

ファミール行田
あらまちルーム
2017.2

FO 500

24 時間 365 日受付

0120-85-4447

プリユ葬に関するお問合わせ先（24 時間 365 日、いつでも対応します）

フリーダイヤル

0120-85-4447

[学習会 共通申込書] 場所・内容は表面参照
参加希望日とお名前、組合員番号、電
話番号を記入のうえ、お電話あるいは
fax で下記までお知らせ下さい。

埼玉こすもす
プリユ葬学習会係

ご都合の日時、会場を選んで、
電話、faxでお申込み下さい

電話 0120-85-4447
fax 048-590-3331
お菓子・ドリンク＆エンディングノート付

参加日（いずれかに印をして下さい） □1 月 31 日 八潮市

□３月７日 熊谷市

お名前

住所

組合員番号

電話番号

市／町

