
経済産業大臣許可　互3109

株式会社あいネット
〒４２２-８０６４　静岡市駿河区新川2-6-6-2 TEL.054-288-0500

 NET GROUP Hot Line

冠婚葬祭、
あいネットグループの新情報は…

あいネット静岡本社 　054-288-0500

あいネットについてのお問合せ
ご結婚式・ご葬儀についてのご相談は…

平 安 祭 典 静 岡 　054-285-1411
平 安 祭 典 清 水 　054-351-2200

ロイヤルセントヨーク　　054-203-3877
マ ウ ロ・アネーラ     054-236-0883
エ リ ザ ベ ー ト　　054-366-3111
ピ ュ ー ル 　054-202-3331

結婚式・ご衣裳は…

0120-481-644
0120-001-194

静岡市駿河区宮本町8-10
（平安プラザ1F）

静岡市清水区春日1-3-7
（あいネットホール春日1F）

もしもの時は…

事前相談は……

平安祭典・ご葬儀仏事相談センター

静岡・清水エリア

あいネットグループホットライン

＊ご相談受付時間9：00～17：00

＊年中無休　＊24時間体制

あ い ネット 清 水 　　054-371-5777

監修番号（3-05253）
監修年月日（令和2年4月10日）

あいネットマスコットキャラクター
あいネッコ

〈あいネットプラン〉役務サービス一部利用ご案内

ワン・クローバー

NE CLOVERO

あいネットグループ



冠婚葬祭及び第三役務での月掛金コースご利用のほか、所定の条件を満たされた場合には月掛金残高の一部を使用して、
当冊子に掲載されている役務サービスをご利用いただけます。

対象コース（令和2年6月1日以降発売分）加入者様は、下記のご利用方法をご確認のうえ
当社提供施設までお申し込みください。

■お申し込み
　ご利用の際には、加入者証をご提示の上、利用申込書にご記入いただきます。
■ご利用範囲
　ご加入者及びご加入者の登録された家族がご利用いただけます。なお、ご登録されたご家族のご利用に際しては、
　ご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のご提示をいただく場合があります。
■ご利用単位
　契約コースの月掛金金額単位でのご利用となります。また、ご使用される月掛金金額が利用代金に満たない場合は、
　その差額は現金にてお支払いいただきます。
■ご利用可能金額
　月掛金残高より契約金額の1/2を減じた額までの範囲でご利用になれます。
　ご利用代金を超えてのご使用はできません。
■ご使用の口数
　ご加入者1人について冠婚葬祭または第三役務1機会につき1口のみの利用とします。
■ご利用の回数
　ご利用条件を満たされますと何回でもご利用になれます。
■掲載役務提供期間
　令和2年6月1日～令和5年5月31日（3年ごとに更新いたします。）
　期間が経過しても新しいパンフレットが届かない場合は、当社までご請求ください。
■ご注意
　※ご利用代金にご使用された金額分の月掛金残高（回数）は、その時点で減少し、契約金額までの月掛金支払い期間はその使用額に応じて延長されます。
　※ご利用の際は事前にお申し込みください。申し込み期限は各ページに記載しております。
　※掲載している税込表示は10%で表示しております。ただし消費税率が変更された場合、利用された時の消費税率でお預かりいたします。
　 ※掲載内容はすべて令和2年5月現在のものです。予告なく内容が変更になる場合がございます。※上記写真はイメージです。

人生の大 切な瞬間をサポート。
ウエディングやフューネラルの儀式はもちろん、七五三・成人式などの人生の節目、

ご法要のお料理や大切な方への供花など…

様々な暮らしのシーンで心豊かな瞬間をサポートいたします。

ONE CLOVER

役務サービスをご利用時に
〈あいネットプラン〉の月掛金を一部ご利用いただけます。

役務サービス一部利用のご案内

30万円コース（2,000円×150回）での一部利用例 当パンフレットで
サービスのご検討

提供部門へ
お申し込み

ご利用条件を
ご確認

希望日に
ご提供

利用明細書を
お渡し

加入者様に
利用履歴を
郵送

■ご利用の手順

「あいネットプラン」の一部利用で、

❶七五三お出掛けパック
利用前月掛金残高
（2,000円×120回＝240,000円）

利用前月掛金残高　
掛金終了（2,000円×150回＝300,000円）

《一部利用した場合の月掛金例》

2,000円×75回
150,000円

《一部利用可能分》
2,000円×45回
90,000円

49,500円（税込）

48,000円

一部利用
48,000円

《利用後残高》
2,000円×96回
192,000円

ご利用の場合 ❷法要料理 165,000円（税込）

一部利用
150,000円

（まつゆき草）5,500円×30名様/ご利用の場合

現金支払1,500円

現金支払15,000円

150回

120回

75回

1回

96回

あ
い
ネ
ッ
ト
プ
ラ
ン
利
用月掛金残高

❶七五三
衣裳セットに
一部利用

❷法要料理に
一部利用

契約金額の1/2を残した
額までご利用いただけます。

月掛金終了
通常の掛け方

1 2

2,000円×24回
《一部利用》

150,000円
2,000円×75回
《一部利用》

2,000円×75回
150,000円

《一部利用可能分》
2,000円×75回
150,000円

《利用後残高》
2,000円×75回
150,000円
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提供部門 PUR 申込期限 ご利用の7日前までにお申し込みください。 ※表示価格は税抜きです。

※写真は13,000円です

衣
裳
レ
ン
タ
ル

七五三

お子様の健やかな
成長を祈願って…

きらめく笑顔を
キラキラの衣裳で…

祝い着・帽子・お守り
（男児・女児）

※写真は45,000円です

●被布一式 ●小物一式 ●美容 ●着付

3歳女児 お出かけパック
（フルセット）

※写真は45,000円です

●紋付 ●袴 ●小物一式 ●着付

3・5歳男児 お出かけパック
（フルセット）

※写真は50,000円です

●被布一式 ●小物一式 ●美容 ●着付

7歳女児 お出かけパック
（フルセット）

※写真は260,000円です

※写真は60,000円です

●着物一式 ●小物一式 ●美容 ●着付

振袖 お出かけパック（フルセット）

70,000円～250,000円

30,000円～45,000円

60,000円～
90,000円

30,000円
60,000円～
90,000円

20,000円～50,000円

8,000円～13,000円

20,000円～45,000円20,000円～45,000円

260,000円～

《お仕立て済》

《新作未仕立》

●紋付 ●袴 ●小物一式 ●着付

紋付 お出かけパック
（フルセット）

お宮参り 一生に一度の成人式を
艶やかに彩る…

思い出に残る卒業式
可愛いをプロデュース…

※写真は45,000円です

※写真は30,000円です

●着物一式 ●小物一式 ●美容 ●着付

●袴 ●小物一式 ●美容 ●着付

卒業式 お出かけパック（フルセット）

20,000円《袴のみ》

《小学生》

《大学生》

●紋付 ●袴 ●小物一式 ●着付

紋付 お出かけパック
（フルセット）

成人式

卒業式

3 4



●タキシード 

チャイルドタキシード

15,000円
●ドレス

チャイルドドレス

15,000円
●帽子 ●ベスト ●座布団

祝い着（長寿祝い/赤・紫・黄・白）

10,000円

※写真は各60,000円です

●着物 ●長襦袢 ●帯 ●帯揚げ ●帯しめ  

留袖

15,000円～60,000円
※写真は40,000円です

●着物 ●長襦袢 ●帯 ●帯揚げ ●帯しめ  

色留袖

10,000円～45,000円
※写真は35,000円です

●着物 ●長襦袢 ●帯 ●帯揚げ ●帯しめ ●伊達衿   

訪問着

15,000円～50,000円

※写真は17,000円です

●ドレス 

ゲストドレス

8,000円～25,000円
※写真は25,000円です

●上着 ●ネクタイ ●ベスト ●ズボン

モーニング

20,000円～25,000円
※写真は50,000円です

●紋付 ●袴 ●小物一式 

紋付袴

50,000円～80,000円

●台紙は白か黒かをお選び頂きます
●最大３ポーズまでお撮り致します
●写真セレクトはカメラマンが致します

見開き台紙
（撮影1ポーズ/1枚）

10,000円

●２面台紙に４ポーズ収録
●写真セレクト頂けます
●増刷（１冊）１7，5００円

デザイン台紙［黒］
（６ポーズ以上撮影）

35,000円

●10ページアルバムに10～15ポーズ収録
●写真セレクトはカメラマンが致します
●増刷（１冊）22，5００円

メモリアル アルバム小 ［A5サイズ］
（20ポーズ以上撮影）

45,000円

●10ページアルバムに10～15ポーズ収録
●写真セレクトはカメラマンが致します
●増刷（１冊）27，5００円

メモリアル アルバム大［A4サイズ］
（20ポーズ以上撮影）

55,000円

●２面台紙に４ポーズ収録
●写真セレクト頂けます
●増刷（１冊）１7，5００円

デザイン台紙［白］
（６ポーズ以上撮影）

35,000円

お宮参り、七五三、成人式、卒業式、長寿の祝いなど…
人生の大切な瞬間を写真に残しませんか。記念写真

衣裳レンタル

提供部門 PUR 申込期限 ご利用の7日前までにお申し込みください。 ※表示価格は税抜きです。

※商品代金に撮影代も含まれております

※商品代金に撮影代も含まれております

当日撮影の商品について

前撮り撮影の商品について
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《提供部門》

あいネット・衣裳特別指定店

あいネット・指定式場

ピュール《静岡店》
駿河区宮本町7-13 TEL.054-202-3331

営業時間 /平日10：30  ～ 18：00  土日祝10：30  ～ 19：00
定休日/火曜日 （祝日は営業）

7 8

提供部門 ロイヤル セントヨーク、
マウロ・アネーラ、エリザベート 申込期限 ご利用の14日前までにお申し込みください。

※表示価格は税抜きです。※サービス料（10%）は、別途ご請求させて頂きます。※季節の味わいを大切におつくりするため、季節により料理のあしらい、付け合わせがお写真、お品書きと異なることがあります。

カジュアルフレンチ

【ミヨンヌ】お一人様11,000円

季節限定フレンチ

【ラ・セゾン】お一人様13,000円

和風創作フレンチ

【喜】お一人様14,000円

セレクト創作フレンチ

【シュプリーズ】お一人様15,000円

前菜（冷製） サーモンポピエットとトマトのバヴァロア バジルのエッセンス
前菜（冷製）　若鶏のシュプリーム グリビッシュソース 庭園仕立て
魚料理　真鯛のポワレ片面焼きとハーブの香るサフランソース
スープ　コンソメドゥーブル 色とりどりの野菜を使って
肉料理　国産牛ロース肉とホクホクのジャガイモのグラタン
　　　　緑胡椒とマスカルポーネのマリアージュ
デザート　 爽やかな柑橘のデザート
パ　ン　パン3種
コーヒまたは紅茶

前菜（冷製）　鮪・真鯛・富士宮鱒 新鮮な3種類の鮮魚
前菜（温製）　フォアグラと京生湯葉のフラン 白寿と生姜の餡
魚料理　伊東産金目鯛のポワレと鮑の炊き上げ 浜名湖産青のりとコンソメソース
お口直し　梅のグラニテ
肉料理　静岡産葵牛ロース肉のグリエ 柚子味噌と山葵2種のソースを添えて
お食事　十穀米ご膳
デザート　静岡産メロンと静岡茶のパウンドケーキ ほうじ茶のアイスを添えて
コーヒまたはフレーバーティー

前菜（冷製）　富士宮産トラウトと野菜のサルピコン
　　　　2種のソースロメスコ
前菜（温製）　鴨コンフィのクロケットと小蕪のタタン ソースデュクセル
　　　　小海老のフラン
魚料理　旬魚のポワレ デュクレレスタイル 季節の温野菜とソースショロン
スープ　季節のスープ その野菜と共に
肉料理　国産牛ヒレ肉グリエ
　　　　グレイビーソースと西洋わさびのクーリー
デザート　季節を感じるスペシャルデザート
パ　ン　パン3種
コーヒまたは紅茶

前菜（冷製）　クルシェットとトラウトサーモン 真鯛のマーブル
　　　　キャビアとホワイトパール ハイビスカスの香り
前菜（温製）　フォアグラカナールのポワレ 木の実とポレンタのバトン
魚料理　★下記よりお選びいただけます。
　　　　①活オマール海老のグリエ ピペラートとミントの香り フリット添え
　　　　②平目のポワレ 彩り野菜のナージュ カラスミパウダーと共に
　　　　③えぞ鮑と帆立貝のポワレ 木の芽の香り漂うグラチネ仕立て
スープ　小蕪のクーリーとコンソメドゥーブル
肉料理　★下記よりお選びいただけます。
　　　　①特選国産牛ヒレ肉のグリエ マデラ酒とトリュフの香るソース
　　　　②とろとろ和牛ほほ肉の煮込み 粒マスタードと自家製ヌイユ添え
　　　　③特選国産牛ロース肉 ジャポネスタイル カブのタタンとシーソルトを添えて
デザート　辻口パティシエ監修 フロマージュ エ フリュイ ルージュ
パ　ン　パン3種
コーヒまたは紅茶

ONE CLOVER
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※あいネット・指定式場でのご利用になります。

ロイヤル セントヨーク
静岡市駿河区寿町6-14　TEL.054-203-3877

マウロ・アネーラ
静岡市駿河区高松3093-1　TEL.054-236-0883

マナーハウス エリザベート
静岡市清水区辻1-7-1　TEL.054-366-3111

※写真は①オマール海老です

※写真は①牛ヒレ肉です

※上記メニューはロイヤル セントヨークのお料理です。マウロ・アネーラ、エリザベートでもオリジナル料理をご用意致しております。詳しくはお問い合わせください。
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生花 盆供養品 ご先祖様へのご恩をカタチに…
上質なお盆用品を各種ご用意しております。

花束 棺の上を上品に彩る
故人様への想いも束ねた花束です。

30,000円
《自宅・寺用生花》

●竹3本セット ●吊飾り5本 ●まこも ●白皿セット
●迎え火セット ●シルクすすき6本 ●経木 ●牛馬

提供部門 平安祭典静岡、平安祭典清水 申込期限 利用日前日 ※表示価格は税抜きです。

※季節によりお花の内容が異なります。※ご希望のお花については事前にご相談ください。
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寝棺

※写真は140,000円です

※当社指定

※当社指定

※当社指定※当社指定

※当社指定

※当社指定

40,000円～270,000円

ドライアイス（10kg）8,600円

会館用生花A（一基）

生花A（二段飾り/一基） 20,000円生花B（一基） 15,000円生花C（一基）

30,000円

棺上花束A（約90cm）

15,000円

会館用生花B（一基）

20,000円
会館用生花C（一基）

15,000円

盆棚

15,000円

三段化足（一対）

15,000円
盆提灯（一対）

60,000円
紋天提灯（一基）

4,000円

お盆返し品

800円～4,000円
座布団（イ草）経机（16号/防災マット付）

18,000円

お盆飾り

12,000円

棺上花束B（約80cm）

10,000円

ご親戚の方から、
故人様への感謝の贈り物です。

※当社指定
5,000円～15,000円
※当社指定
※写真は10,000円です

※イメージ
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提供部門 平安祭典静岡、平安祭典清水

※あいネット・指定式場でのご利用になります。

申込期限 ご利用の7日前までにお申し込みください。 ※表示価格は税抜きです。※サービス料（10%）は、別途ご請求させて頂きます。
※季節の味わいを大切におつくりするため、季節により料理のあしらい、付け合わせがお写真、お品書きと異なることがあります。
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【ひごろも草】

お一人様4,000円

法事料理
きずな

四季の移ろいが感じられる日本料理の基本を大切に、
静岡らしい食材を活かした新しい感覚のお料理です。

～先付～
胡麻豆腐

～前菜三種盛～
鮪の山かけ
鯛の南蛮漬け

ふじのくに“いきいき”鶏のコンフィ
～焼き物～

かれいの田楽　三ヶ日みかんの味噌仕立て
～揚げ物～

天婦羅（海老　穴子　青味）
～温物～
茶碗蒸し
～お食事～

しらすの炊き込みご飯
～椀もの～
味噌汁
～香の物～
柚子大根
～甘味～

静岡緑茶のアイスクリーム

【まつゆき草】

お一人様5,000円
～先付～
胡麻豆腐

～前菜三種盛～
鯛の南蛮漬け

青菜としらすのおひたし
ふじのくに“いきいき”鶏のコンフィ

～お造里～
真鯛の昆布締め和風カルパッチョ仕立て

三ヶ日みかんのピューレ
～焼き物～

茄子田楽（鶏肉　海老　木ノ子　ねぎ　はじかみ ）
～揚げ物～

天婦羅（海老　穴子　青味）
～温物～
茶碗蒸し
～お食事～

握り鮨（鮪赤身　烏賊　海老　芽ねぎ　玉子）
～椀もの～
味噌汁
～甘味～

静岡緑茶のアイスクリーム

【ふうりん草】

お一人様6,000円
～前菜三種盛～
鯛の南蛮漬け

青菜としらすのおひたし
ふじのくに“いきいき”鶏のコンフィ

～お造里～
鮪　かんぱち　烏賊　あしらい一式

～焼き物～
★どちらかお選びいただけます。
※上写真は②ローストビーフです

①サーモンの田楽 三ヶ日みかんの味噌仕立て
②自家製ローストビーフ　五色野菜
三ヶ日みかんのピューレ

～煮物～
季節の野菜饅頭（南瓜）

～揚げ物～
海老東寺揚げ（ 茄子　青唐）

～温物～
茶碗蒸し
～お食事～

握り鮨（鮪赤身　鯛　烏賊　海老　芽ねぎ）
～椀もの～
味噌汁
～甘味～

静岡緑茶のアイスクリーム　フルーツ添え

【よつば】

お一人様8,000円
～前菜三種盛～
吸いとろろ
たぐり湯葉
鯛の南蛮漬け
～お造里～

鮪中トロ　鯛　かんぱち　あしらい一式
～焼き物～

牛肉のステーキ　生うにのせ
～揚げ物（ライブキッチン）～

天婦羅（ズワイ蟹　アスパラ　椎茸）
～温物～

ねぎま鍋（鮪　豆腐　焼き葱　青味）
～お食事～

握り鮨（鮪赤身　鰻　サーモン　海老　烏賊 ）
～椀もの～
吸い物
～甘味～

静岡緑茶のアイスクリーム　フルーツ添え
白玉ぜんざい茶蜜がけ

※揚げ物（ライブキッチン）の
　イメージです

ONE CLOVER

弔
　事

②サーモンの田楽
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初七日料理
絆会席

季節のぬくもりが感じられるお料理と、
お持ち帰りのできる折詰め料理です。

ご自宅や他会場でもご利用いただける、
便利なお料理です。

～前　菜～　おからのパテとムースの盛り合わせ
～お造里～　五種盛り合わせ　あしらい一式
～温　物～　茶碗蒸し
～お食事～★どちらかお選びいただけます。
※左写真は①鰻丼です
①鰻丼 ②鮪丼　味噌汁

　　　 ～甘　味～　デザートビュッフェ

お持ち帰り《箱膳》
～焼　物～　ローストビーフ
　　　　　　白身魚の香草パン粉焼き
　　　　　　季節のオードブル
～煮　物～　四季万頭
～揚　物～　天ぷら盛り合わせ
～お食事～　炊き込みご飯

　　　 ～甘　味～　季節の笹麩

お一人様6,500円

お一人様7,500円

～前　菜～　豚肉とおからのパテ　ピクルス添え
～お造里～　四種盛り合わせ　あしらい一式
～温　物～　茶碗蒸し
～お食事～　鮪丼　味噌汁

　　　 ～甘　味～　デザートビュッフェ

お持ち帰り《箱膳》
～焼　物～　ローストビーフ
　　　　　　白身魚の香草パン粉焼き
　　　　　　季節のオードブル
～煮　物～　四季万頭
～揚　物～　天ぷら盛り合わせ
～お食事～　炊き込みご飯

　　　 ～甘　味～　季節の笹麩

お一人様5,500円
～前　菜～　白身魚とおからのムース
～お造里～　三種盛り合わせ　あしらい一式
～温　物～　茶碗蒸し
～お食事～　香りご飯　味噌汁　香の物

　　　 ～甘　味～　デザート二種盛り

お持ち帰り《箱膳》
～焼　物～　ローストビーフ
　　　　　　白身魚の香草パン粉焼き
　　　　　　季節のオードブル
～煮　物～　四季万頭
～揚　物～　天ぷら盛り合わせ
～お食事～　炊き込みご飯

　　　 ～甘　味～　季節の笹麩

法要料理

提供部門 平安祭典静岡、平安祭典清水 申込期限 ご利用の7日前までにお申し込みください。

パック
料理

【宅配対応】

お一人様2,500円 お一人様3,500円

※１０月～４月限定

【二段重】お一人様4,500円

【ご飯・味噌汁セット】

お一人様400円
【茶碗蒸し】

お一人様350円
【お刺身】

お一人様700円

ONE CLOVER

弔
　事

※あいネット・指定式場でのご利用になります。
※表示価格は税抜きです。※サービス料（10%）は、別途ご請求させて頂きます。

※季節の味わいを大切におつくりするため、季節により料理のあしらい、付け合わせがお写真、お品書きと異なることがあります。

②鮪丼

宅配について 静岡市内（葵区・駿河区・清水区）のご指定の場所へ、1配達先につき1個より対応させていただきます。
【配達料無料】詳しくは提供部門へお問い合わせください。



衣
裳
レ
ン
タ
ル

●着物 ●長襦袢 ●帯 ●帯揚げ ●帯しめ   

喪服

11,000円
●上着 ●ズボン ●ネクタイ 

略礼服

7,000円

あいネット・衣裳特別指定店

ピュール《静岡店》
駿河区宮本町7-13 TEL.054-202-3331

営業時間 /平日10：30  ～ 18：00  土日祝10：30  ～ 19：00
定休日/火曜日 （祝日は営業）

提供部門 PUR、平安祭典静岡、平安祭典清水 申込期限 利用日前日（2泊3日）

平安祭典静岡　
静岡市駿河区宮本町８-１０

TEL.０５４-２８５-１４１1（年中無休）

平安祭典清水　
静岡市清水区春日１-３-７

TEL.０５４-351-2200（年中無休）

ONE CLOVER

弔
　事

《提供部門》
ONE CLOVER

弔
　事
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法要料理

提供部門 平安祭典静岡、平安祭典清水

宅配について 静岡市内（葵区・駿河区・清水区）のご指定の場所へ、1配達先につき1個より対応させていただきます。
【配達料無料】詳しくは提供部門へお問い合わせください。

申込期限 ご利用の7日前までにお申し込みください。

※表示価格は税抜きです。※季節の味わいを大切におつくりするため、季節により料理のあしらい、付け合わせがお写真、お品書きと異なることがあります。

鮨　桶

お弁当
【宅配対応】

【鮨桶/並】

4～5名様5,000円
【鮨桶/上】

4～5名様7,000円

【幕の内弁当】

お一人様800円

【助六弁当A】

お一人様800円

【幕の内弁当/上】

お一人様1,200円
【おもてなし弁当】

お一人様2,000円

ご
自
宅
や
他
会
場
で
も
ご
利
用
い
た
だ
け
る
、便
利
な
お
料
理
で
す
。

【助六弁当B】

お一人様400円

ONE CLOVER

弔
　事



静岡市駿河区新川2-6-6-2 TEL.054-288-0500　営業時間/9：00  ～ 17：30

17 18

ONE CLOVER

暮
ら
し

お
墓
・
旅
行
・
ギ
フ
ト

あいネット・指定式場

※季節によりお花の内容が異なります。

あいネットホール新川
●葬儀式場 / 3会場
●法要会場 / 3会場

あいネットホール東新田
●葬儀式場 / 1会場
●法要会場 / 1会場

あいネットホール千代田
●葬儀式場 / 3会場
●法要会場 / 2会場

あいネットホール慈悲尾
●葬儀式場 / 2会場
●法要会場 / 1会場

ファミリーホール新川
●葬儀式場 / 1会場

あいネットホール池田
●葬儀式場 / 2会場
●法要会場 / 2会場

平安ホール
●葬儀式場 / 1会場

静岡市（葵区）

平安プラザ
●法要会場 / 5会場

静岡市（駿河区）

あいネットホール春日
●葬儀式場 / 3会場
●法要会場 / 3会場

あいネットホール船越
●葬儀式場 / 1会場
●法要会場 / 1会場

ファミリーホール船越
●葬儀式場 / 1会場

あいネットホール江尻台
●葬儀式場 / 2会場
●法要会場 / 2会場

静岡市（清水区）

■詳しくはホームページをご覧ください。

静岡市　お葬式

※当社指定エリア内の寺院及び霊園敷地内墓地

お墓清掃

30,000円
●120cm×120cm以内の墓地の雑草取り及びブラシ清掃
●墓地用生花 ●お線香

《コースラインナップ》
●3,000円 ●5,000円  ●7,000円 ●10,000円 ●15,000円 
●20,000円 ●25,000円 ●30,000円 ●50,000円

※当社指定旅行代理店
※宿泊が伴う国内旅行、海外旅行が対象
当社指定旅行代理店にてプランニングされたホテル・
旅館の食事代・宿泊費、JR切符・新幹線乗車券・
飛行機の交通費やパッケージプラン

結婚周年記念日旅行

最大50,000円まで 最大50,000円まで

※当社指定
※50,000円以内であれば
　組み合わせ、冊数の制限はございません。
※カタログは状況により変更する場合がございます。

カタログギフト「エスプリ」

提供部門 あいネット
静岡市清水区東大曲町4 -10 TEL.054-371-5777　営業時間/9：00  ～ 17：30あいネット清水

申込期限 ご利用の7日前までにお申し込みください。

※表示価格は税抜きです。※写真はイメージです。

法要
会場完備

法要
会場完備

法要
会場完備

法要
会場完備

法要
会場完備

法要
会場完備

法要
会場完備

法要
会場完備

法要
会場完備
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