
対 象 者（ご葬儀の対象となる故人さま） ご利用料金（税別）

●会員本人
●会員本人の配偶者 及び 子女

●会員本人の両親・祖父母
●配偶者の両親・祖父母 24万円

■ 対象者と基本セット（全国平均40万円相当）ご利用料金 ※会員本人がご健在であれば何度でも使えます。

メリット1 葬儀費用の負担を軽減
★葬儀の品目やサービスは、主に3つの分野で構成されます。
一般的な葬儀に欠かすことのできない品目やサービスを「基本セット」として、全国平均40万円相当のものを
24万円（税別）で提供いたします。

一般的な葬儀に欠かすこ
とのできない品目やサー
ビスを「基本セット」と
して組み入れました。

※首都圏の場合の標準的な品目です。
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費
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・
返
礼
品

寺
院

関
係
費

●祭壇

●門標　●忌中額　●ご焼香用品　●枕飾り　●会葬礼状（100枚）　●お清めセット
●見積り係員派遣　●式場内・外装飾用品　　●諸官庁手続き

●寝台車

車庫から10㎞まで

●霊柩車　●マイクロバス　●収骨容器　●供花　●湯かん　●火葬料
●受付・事務用品　●後飾り祭壇 (中陰飾り) 　●祭壇用お供物　●高張提灯
●諸経費　●式場使用料

●ご遺影

修正・技術費は含まず

●お棺

桐上級棺

●ご遺体保存用品

ドライアイス1回分

●お位牌

白木

●ご利用葬儀社や地域によってご提供できる基本セットの内容と異なるケースがございます。
●斎場をご利用の場合、使用する祭壇が基本セットとは異なるケースがございます。お打合せの際、葬儀社に十分ご確認ください。
●祭壇やお棺のグレードアップや基本セット内容以上のものをご希望される場合は、差額をご負担いただくことで可能です。
●少人数でのご葬儀等、特に祭壇を使わない場合には、当制度をご利用されないほうが安くなる場合がございます。  
詳細は、コールセンターにご相談・ご確認ください。
●式場使用料、会葬返礼品や飲食・料理などの接待費、寺院関係費、火葬料等は基本セットに含まれておりません。
● 神式やキリスト教式、その他の宗教につきましては、基本セットの内容が異なります。お打合せの際、詳細をご相談・ご確認
ください。

提供される

基本セット

●お布施

●通夜料理　　●告別式料理　　●会葬返礼品　　●香典返し

ご家族の方に制度をお伝えしてください
●会員本人が忘れている場合でも、ご家族の方が会員特典をご利用いただくことが可能です。
●会員のご家族であれば、どなたでも葬儀全般に関する質問をコールセンターに問い合わせることが可能です。

家族葬・一
般葬・社葬

家族葬・一
般葬・社葬

宗教・宗派
を問わず

各地域のしき
たりに合わせ

たご葬儀のご
相談承ります

。

※記載のサービス内容は、2019年4月現在のものです。状況により変更する場合がございます。

実費負担となる

セットに含まれ
ないもの

●ご喪家が必要・不必要と判断され
るもの

●公営・民営で料金が異なるサービス
●会葬者の数によって異なるもの。

全国市町村職員年金者連盟が取り入れた会員特典です。
万一の際に、電話1本で全国の加盟葬儀社の紹介を受けられ、
全国共通の葬儀の基本セットを低価格で利用できます。

全国市町村職員年金者連盟

葬儀支援サービス

この制度を利用されますと各都道府県の市町村職員年金者連盟の名札で生花または花環が一基提供されます。



葬儀社に連絡する前にコール
センターにお電話ください。

故人様が安置されている場所に、
寝台車でお迎えにあがります。

葬儀支援サービスについての説明を行
ない、事前にお見積書を提出します。

コールセンターに
緊急電話

1 オペレーターがお近く
の葬儀社をご手配

2 地元葬儀社が病院へ
急行

3 ご葬儀の打合せ4

必要事項をお聞きします。
●病院名　●故人のお名前 など

車庫から10kmまで基本セット
に含まれております

⎧
|
|
⎩

⎫
|
|
⎭

■ 葬儀支援サービスご利用の流れ　・喪主以外もご利用可能です  ・会員の家族からのお問い合わせも受け付けております

24時間
365日

このサービスは、万一の際  ご葬儀の詳細が決定する前にコールセンターへお電話をいただかないとご利用になれません。

24時間・
365日対応

葬儀のご手配・事前のご相談はこちらへ
全国儀式サービスコールセンター 「全国市町村職員

年金者連盟」
とお伝えください。

メリット3 電話1本で安心の全国葬儀手配

0120-41-4933
ヨ サシ ク ミイ

制度内容や斎場検索ができます！
●●●●●●全国儀式サービス　ホームページ全国儀式サービス　ホームページ全国儀式サービス　ホームページ全国儀式サービス　ホームページ全国儀式サービス　ホームページ全国儀式サービス　ホームページ

※ユーザー名・パスワードは、手帳などにメモしてください。

葬儀のマナーや用語を解説している

「儀式大辞典」も人気です！

制度内容閲覧にはパスワードが必要です
ユーザー名： パスワード：

●スマホ・携帯版ホームページもあります！
QRコードで登録できます ➡
※携帯版ホームページ閲覧の際には
　パケット料金が発生いたします

お気軽に
ご活用
ください！「儀式大辞典」も人気です！

メリット2 国内最大の葬儀社ネットワーク

皆様に安心してご利用いただけるように、葬儀支援サービスの
スタッフが、各葬儀社から提出される「統一精算書」による葬儀
費用並びに葬儀後のお客様アンケートのチェックを行うこと
で、常に第三者視点からの公正な品質管理を実現しております。

葬儀後に葬儀社から報告、
お客様からお声をいただいております。

統一精算書 お客様アンケートお客様アンケート

「儀式サービス」を何でお知りになりましたか？（複数回答可）1．所属団体からのパンフレット　　　　　　2．所属団体の会報誌広告
3．全国儀式サービスのホームページ　　　　4．所属団体の事務所（局）の紹介
5．家族・親族の紹介　　　　　　　　　　　6．他の会員の紹介
7．葬儀社の担当者の紹介　　　　　　　　　8．その他（  

 )「儀式サービス」をお選びいただいたのはどのような理由からですか？（複数回答可）
1．所属団体が契約した制度　　　　　　　　2．価格面3．知っている葬儀社が利用できる　　　　　4．24時間365日対応
5．以前利用したことがある　　　　　　　　6．事前にコールセンターへ相談していた
7．その他（  

 )ご葬儀に関して、下記の事項で事前に準備をされましたか？「見積り」 

1．した　　　2．していない　　　　

「儀式サービスコールセンター電話番号の登録」 1．した　　　2．していない　　　　「儀式サービスコールセンター」の電話応対はいかがでしたか？1．大変満足　　　　2．満足　　　　3．普通　　　　4．やや不満　　　　5．不満足
コールセンターについて何かございましたら、具体的にお聞かせください。�

�

基本セットでの提供サービスやその他の実費費用（生花、寺院関係、飲食、返礼品等）について

葬儀社から明確な「説明」がありましたか？1．非常に明確　　　　2．明確　　　　3．普通　　　　4．不明確　　　　5．説明がなかった基本セットの「内容」についてどのように思われましたか？1．大変満足　　　　2．満足　　　　3．普通　　　　4．やや不満　　　　5．不満足
その理由をお聞かせください。
�

�

1

2

3

4

5

6

ご葬儀の対応について以下の項目毎に○印をお付けください。①担当葬儀社の電話応対は　　　1．大変満足　  2．満足　  3．普通　  4．やや不満　  5．不満足

②打ち合わせ担当者は　　　　　1．大変満足　  2．満足　  3．普通　  4．やや不満　  5．不満足

③司会・進行は　　　　　　　　1．大変満足　  2．満足　  3．普通　  4．やや不満　  5．不満足

④ご葬儀の費用は　　　　　　　1．大変満足　  2．満足　  3．普通　  4．やや不満　  5．不満足

　　　　　　　　　　　　　　　6．わからない⑤料理は　　　　　　　　　　　1．大変満足　  2．満足　  3．普通　  4．やや不満　  5．不満足

　　　　　　　　　　　　　　　6．利用していない※上記でお答えの内容について具体的にお聞かせください。�

�

※印象に残ったスタッフや事柄がございましたら、お聞かせください。【名前】�

【印象に残った事柄】�
�

ご利用された式場・斎場の印象はいかがでしたか？1．大変良かった　　　　2．良かった　　　　3．普通　　　　4．やや悪い　　　　5．悪かった

6．利用しなかった

会葬者やご親族様から、担当した葬儀社の対応について、ご指摘やご要望はございましたか？
1．苦情・要望があった　　　　2．ほめられた　　　　3．特になかった� 「苦情・要望があった」あるいは「ほめられた」とお答えの理由をお聞かせください。

  1．係員の対応　　　　2．料理の味・品質　　　　3．返礼品　　　　4．宿泊室の設備

  5．斎場の設備　　　　6．道順・案内  7．その他
� � �

� � �

今回のご葬儀について、どのように感じられましたか？1．大変満足　　　　2．満足　　　　3．普通　　　　4．やや不満　　　　5．不満足�
ご意見・ご要望、ご感想やご希望などございましたら、裏面にご記入ください。

77

8

9

10

誠に恐縮ではございますが、次のアンケートにご協力ください。該当する番号に○印をお付けください。

ご葬儀アンケートのお願い

　全国儀式サービスネ
ットワークの加盟葬儀

会社では、ご葬儀は故
人

様の人生の終焉を悼む
ばかりではなく、喪主

様、ご遺族様、会葬者
の

方々お一人おひとりが
、故人様とのよき想い

出を心に浮かべながら
ご

参列いただけることが
最も大切なことと存じ

ております。

　ご遺族様のご意向とお
気持ちに沿ったご葬儀に

なりますよう一生懸命

お手伝いさせていただき
ましたが、いかがでござ

いましたでしょうか。

　ご遺族様にはご心痛
の折、まことに恐縮で

ございますが、とり行
い

ましたご葬儀全体の印
象をありのままお教え

いただければ幸甚に存
じ

ます。頂戴いたしまし
たご意見やご指摘は、

今後お客様へのサービ
ス

向上や日常業務の改善
に役立たせ、一層精進

いたしますことをお約
束

申し上げます。

このたびはご愁傷様で
ございました

心よりご冥福をお祈り
申し上げます

代表取締役社長　　伴 　 良 二

弊社記入欄
施行No.

施行場所

返信用封筒で切手を貼
らずにご投函ください

。

【葬儀社について】

【儀式サービス制度につ
いて】

ご協力ありがとうござい
ました。

（お客様の個人情報は
慎重にお取り扱いし、

全国儀式サービスに関
わる営業目的のみに使

用いたします。詳しく
は全国儀式サー

ビスのホームページ（h
ttp://www.gishiki.co

.jp/)の「プライバシース
テートメント」「個人情

報保護方針｣ をご参照く
ださい）

※アンケートは今後の
サービス向上のため、

加盟葬儀社と連携して
利用させていただきま

すので、予めご了承く
ださい。

こちらのアンケート内
容を「お客様の声」と

して、匿名にて弊社の
パンフレットや

ホームページ等で直筆
のまま掲載させていた

だいてもよろしいでし
ょうか？� 1．可　　　2．不可

故人ご芳名 　故　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
　　　　　様

ご葬儀日 　　　　　　年　　　
　　月　　　　　日　（

仏式、神式、キリスト
教、その他）

所属団体名

葬儀社名

ご記入いただきましたの
は　　喪主様　・　お子

様　・　ご親族様　

ご芳名
様 故人様との間柄

ご住所
〒　　　　　　　　　

　都道　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　　
　府県　　　　　　　

　　

電話番号

ご意見欄

北海道から沖縄まで厳選した約500加盟葬儀社、2,700を超える斎場施設で全国をカバー。
式場のほか、ご自宅や寺院、集会所などでのご葬儀も承ります。
　※加盟していない葬儀社やその直営斎場では、当制度はご利用になれません。

◆コールセンターでは、お問合せいただいたその場で最寄の葬儀社・斎場施設をご案内致しております。


