
葬儀サービスの会員特典

*葬儀後の割引適用はできません。お見積り・ご相談の際に会員証のご提示をお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　2020年4月現在

斎場名 連絡先電話番号 サービス内容
青山会館（源藤町） ０９８５－５３－４１８７ Ａコース７２万から１５％引きの６１．２万円

青山会館（田野町） ０９８５－５５－７４３２ Ｂコース１００万円から１５％引きの８５．０万円

Ｃコース１２５万円から１５％引きの１０６．２万円

Ｄコース１５０万円から１５％引きの１２７．５万円

その他コース以外の葬儀もございます。

青山会館(源藤町） ０１２０ー４９３－４１７ ４０万相当の基本セットが２４万円税別で施行。会員と家族（配偶者・父母・子女）まで適用

青山会館（田野町） （全国儀式サービス） 基本セットの内容（祭壇・棺・白黒遺影・寝台車・喪中額、他）

第一葬祭ライムホール（高松町） ＊セットにはお食事・火葬料は含まれておりません

他の割引の併用はできませんので、葬儀社とご相談の上ご利用下さい

ふじもと美誠堂(高洲町） ０１２０－２１－０５５６ 一般価格　58万１千円　葬儀セットを38万円（同居別居問わず会員とその家族２親等まで摘要）

高洲、桜ヶ丘、記念病院横、大淀、本郷ホールございます。

みやそう会館(柳丸） ０９８５－２３－４４４４ セットプランをみやそう会員価格で提供

天国社（郡司分） ０９８５－５０－１０５９ 店頭表示価格１０～２０％割引。祭壇・花環などが対象。

会員及び配偶者のみ適用

宮崎メモリードホール ０９８５－２６－４９４９ 祭壇本体価格を一般価格の２０％割引但しセレモニー会員パックの併用はできません

（県内全店） ＊お近くのメモリードホールへお問い合せ下さい

くにそう会館（国富） ０９８５－７５－９００９ 祭壇プランの１０％割引（祭壇プラン３５万円と６５万円のみ）

会員とその同居親族（３親等含む）但しプリエールのサービスとの併用はできません

家族葬のファミーユ ０１２０－３６５－０２４ セットプランをファミーユ会員価格で提供

　　　　　　　　（市内全店）

８７（はな）会館　　（南郷） ０９８７－６４－００８７ プランの１０％割引で葬儀施行します。

＊お布施・火葬場使用料金は別途

(株)天国社　想苑 ＊下記の割引は会員及び配偶者のみ適用

　　　日南斎場　（星倉） ０９８７－２５－５０００ 当社パック（通常価格）８～10％割引。パック外（和室20万・35万）

　　　油津会館　（園田） ０９８７－２２－４９００ は5%引き。花環２０％引（喪主発注分）花環1本サービス（当協会

　　　平野会館　（上平野） ０９８７－２５－０００２ 名義）パックには会葬品、料理が含まれます（数は違います）火葬料は別途

メモリード宮崎（日南ﾗｲﾑﾎｰﾙ） ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-39-3235 祭壇本体価格を一般価格の２０％割引

＊割引の併用はできません ０９８７－２２－３２３５ 但しメモリード会員パックの併用はできません

　のでいずれかの割引をお選

　び下さい。

串間葬祭　　　（串間） ０９８７－７２－０３２６ 花輪１万円を７,０００円。

３５万円以上のコースをそれぞれ１０％割引

　（有）精霊社　（中平野） 65万円、75万円、85万円、９５万円パック５％割引

会葬品10％割引。入会金無料

　　　たまゆら　（油津） ０１２９－０７－０９１１ 花輪、灯篭、仏壇、位牌20％割引。安心してお任せ下さい

　　　家族葬専門　こころ
（有）天　水　　（下方） ０９８７－２７－０４２２ 全プラン1０％割引。

＊天水会員として受け賜ります。

（株）日南葬祭 ０９８７－２３－４１００ 祭壇料、棺、生花、花輪　各１０％割引

　　　　　　　　　　（吾田東）

（株）メモリアル日南（星倉） ０９８７－２５－１５００ 当社基本プラン３５万円より、６プラン各１０％割引（祭壇と棺）

生花１０％割引。入会金５００円を無料

サクラ会館　（北郷） ０９８７－５５－４０００ さくら会員と同等のサービス。さくら３６．５６．６８．８８．１１０

（消費税は別）生花・灯籠の１０％割引　籠花１対サービス

全国儀式サービス加盟店 ０１２０ー４９３－４１７ 40万相当の基本セットが２４万円税別で施行。会員の家族２親等まで

　　・河野葬儀社　（南郷） （全国儀式サービス） 適用。基本セットの内容には食事・火葬料等は含まれて

　　・メモリアル日南　 いません。詳しくは葬儀社へお問い合わせ下さい

　　・日南ライムホール ＊上記に割引がある業者は割引の併用はできません。

サンレー紫雲閣（大貫） （代）０９８２－２１－４９４９ ５０．６万相当の基本セットが２４万円税別で施行。

他、サンレー紫雲閣すべての 基本セットにはお食事代、火葬代は含まれてません。

式場で割引の適用ができます 花輪の割引　１万→９千円　　1万５千→１万２千円

２万→1万６千円　　　　　会員とその家族２親等まで摘要

延岡石丸会館（出北） ０１２０－４９３－４１７ ４０万相当の基本セットが２４万円税別で施行。

（全国儀式サービス） 会員と家族（配偶者・父母子女まで）適用。

基本セットにはお食事代、火葬代などは含まれてません。

伊達メモリードホール ０９８２－３３－０４４４ 祭壇本体価格を一般価格の２０％割引

延岡メモリードホール ０９８２ー３２－４９４９ 但し、セレモニー会員パックとの併用はできません

日向斎場まごころ（新生町） ０１２０－３３３－４９３ セットプラン価格より５％割引(会員本人と家族３親等まで適用）

サンレー紫雲閣（財光寺） ０９８２－５４－４９４９ ５０．６万相当の基本セットが２４万円税別で施行。

他、サンレー紫雲閣の式場 基本セットにはお食事代、火葬代は含まれてません。

すべて割引で適用いたします 花輪の割引　１万→９千円　　1万５千→１万２千円

＊会員本人と家族２親等まで適用 ２万→1万６千円

＊基本セット内容は葬儀会社へお問い合わせ下さい

日向石丸会館（永江町） ０１２０－４９３－４１７ ４０万相当の基本セットが２４万円税別で施行。

石丸会館　0120-423-253 （全国儀式サービス） （生花付き祭壇・お棺・お位牌・写真等）基本セットには飲食費用、

日向斎場まごころ（新生町） 返礼品、火葬料などお客様の希望によるものは含まれません。

＊会員と配偶者、父母、子女まで適用 ＊まごころ斎場は上記の割引と併用できません

＊基本セット内容は葬儀会社へお問い合わせ下さい

プリエール日向（日知屋） （代）０９８２－５２－３５８８ ①祭壇の割引　②湯灌の割引　③葬儀一式の無料サービス

財光寺、門川、東郷、美郷、各会場割引で利用出来ます ④献奏の無料サービス　⑤写真入りオリジナル礼状作成

代表番号にお問合せ下さい ⑥喪中ハガキサービスなど当社ならではの割引特典サービス

＊会員と配偶者まで適用 などが１２項目ございます。詳しくは各斎場までお問い合わせ下さい

天翔葬祭(三田井） ０９８２－７２－４９４９ プラン料金10％割引、寺院・自宅葬についても10％割引。

会館葬祭の際、枕花1本サービスします。特典が受けられる対象は1親等まで

シオン２１（都島） （代） シオン会員と同等の葬儀施行（詳しい内容は業者へお問い合せください）

西都城、志比田、高崎 ０１２０－５０－４９９４ 礼状５０枚サービス。霊柩車ワンランクUP。

山之口にホールがあります 花輪１本サービス。バブル灯（小）一対サービス。

黒木葬祭 (上水流町） ０１２０－４９３－４１７ ４０万相当の基本セットが２４万円税別で施行。会員と家族（配偶者・

志和池斎場・庄内斎場 （全国儀式サービス） 父母・子女）まで適用。基本セットについてはお問い合せください。

花輪１本提供

アイワホール　(高崎町） （代） 葬儀一般価格６０万→３０万、７０万→４０万、８５万→５５万

他、山田、都城市内に ０９８６ー６２－０９８３ １１５万→７０万、１４０万→９５万、１９０万→１３０万、

ホールがあります ２４５万→１８５万、家族葬８５万→５５万で施行。花輪提供

都城メモリードホール ０９８６－２５－４９４９ 祭壇本体価格を一般価格の２０％割引

メモリード博善社 ０９８６－２４－４４４４ 但し、セレモニー会員パックとの併用はできません

ﾌｭｰﾈﾗﾙﾎｰﾑ天翔（三股町） ０９８６－５３－４４４４ 葬儀花輪（生花）１０％割引、祭壇５％引き

にしもろ祭典・並木斎場 ０９８４－４２－２２２２ 絆会員７セットをそれぞれ20万～30万円引きで施行

アイワホール高原会館 ０９８４－４２－４４４４ セット料金割引（６０万セット→３０万　その他セット料金あり）

宮内葬儀社 ０９８４－２２－２３４９ ４０万相当の基本セットが24万円税別（祭壇・お棺・写真他）で施行。

会員と家族まで適用（配偶者・父母・子女）

えびの公善社 ０９８４－３３－３４０１ 祭壇本体価格を一般価格の２５％割引。但し当社会員パックの併用はできません

会員と家族まで適用（配偶者、父母、子女）

小林メモリードホール ０９８４－２２－４９４９

小林堤メモリードホール ０９８４－４８－７９７９

えびのメモリードホール ０９８４－４８－４９４９

西都弘益社 ０１２０－４９３－４１７ ４０万相当の基本セットが２４万円税別で施行。

まごころ斎場（高鍋・都農） （全国儀式サービス） 会員と家族（配偶者・父母・子女）まで適用

あおい会館・高鍋 ０９８３－２３－１０９５ 基本セットの内容（祭壇・棺・白黒遺影・寝台車・喪中額

あおい会館・川南 ０９８３－２７－７０９５ ・門標・枕飾り・会葬礼状・お位牌・お清めセット・式場内

あおい会館・新富 ０９８３－３３－１０９４ 外装飾用品・焼香用品・ドライアイス１回分・受付テント

あおい会館・都農 ０９８３－３２－１０９６ １張・放送設備・係員派遣・諸官庁手続き）

＊まごころ斎場は下記の割引との併用はできません

高鍋まごころ斎場 ０９８３－２６－２６００

都農まごころ斎場 ０９８３－３２－１５３０

内藤葬祭 ０９８５－７３－０１６９ 店頭表示価格１０％割引

西都メモリードホール ０９８３－４２－４９４９ 祭壇本体価格を一般価格の２０％割引

高鍋メモリードホール ０９８３－３２－７９７９ 但し、セレモニー会員パックとの併用はできません

佐土原北メモリードホール ０９８５－７８－４９４９

佐土原南メモリードホール ０９８５－７４－０９８３
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セットプラン価格より５％割引（会員と３親等まで適用）
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祭壇本体価格を一般価格の20％割引。但しセレモニー会員パックの併用はできません


