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オンライン会葬サービス

はくれん事業部 福井本部
はくれん事業部 岐阜本部

福井県福井市文京7丁目1-1

岐阜県岐阜市六条南2丁目6-21
TEL.0776-25-8933
TEL.058-273-4949

葬儀のことを事前に相談するということ

［アスピカホール］
■アスピカホール文京
■アスピカホール東部
■アスピカホール花堂
■アスピカホール森田
■アスピカホール永平寺
■アスピカホール丸岡
■アスピカホール三国
■アスピカホールあわら
■アスピカホール大野本館
■アスピカホール大野新館
■アスピカホール白山苑
■アスピカホール鯖江
■アスピカホールただす
■アスピカホール武生本館
■アスピカホール武生天珠
■アスピカホール国高
■アスピカホール敦賀

福井地区 岐阜地区

ご相談専用ダイヤル

0120-229-951

ご相談専用ダイヤル又はQRコードからお申込みください

オンライン事前相談を開始致しました

年間約6,000件以上の豊富な葬儀実績があるアスピカにまずは相談してみませんか？

家族葬から一般葬、社葬、自由葬

スマートフォン・カメラ付きのパソコンがあれば、その場で4名様まで同時にご相談可能

❶県内最多の自社式場数
❷県内最多の葬儀実績
❸安心の互助会制度

選ばれる3つの理由

■お客さまのご要望に合わせたアドバイスができる
■費用面でのご不安が解消される ■実際の式場の見学が出来る
■スタッフの対応で会社の雰囲気がわかる ■ 分からない疑問に気づく事が出来る
■残された時間に心配している方のことを想い考えることが出来る

事前相談のメリット

県外に
住んでいるから
相談しに行けない

家族や親族が
集まる時間が
取れない

家族が離れて
暮らしているけど
一緒に相談したい

感染が心配で
対面では

相談したくない

こんな
お悩みを
解決

福 井 地 区
ご相談専用ダイヤル

0120-4949-16

岐 阜 地 区

［草　庵］
■文京草庵（アスピカホール文京別邸）
■東部草庵（アスピカホール東部別館）
■森田草庵（アスピカホール森田内）
■丸岡草庵（アスピカホール丸岡別邸）
■三国草庵（アスピカホール三国別邸）
■あわら草庵（アスピカホールあわら内）
■大野草庵（アスピカホール大野内）
■白山苑草庵（アスピカホール白山苑内）
■鯖江草庵（アスピカホール鯖江別邸）
■武生草庵（アスピカホール武生別邸）
■敦賀草庵（アスピカホール敦賀別邸）

［アスピカホール邸宅葬］
■アスピカ邸宅葬 ゆら音 西開発

［アスピカホール］
■アスピカホール六条
■アスピカホール岐阜駅前
■アスピカホール瑞穂
■アスピカホール羽島
■アスピカホール大垣
■アスピカホールひのき
■アスピカホール根尾川

［草　庵］
■六条草庵（アスピカホール六条内）
■岐阜駅前草庵（アスピカホール岐阜駅前内）
■瑞穂草庵（アスピカホール瑞穂内）
■羽島草庵（アスピカホール羽島内）
■大垣草庵（アスピカホール大垣内）
■ひのき草庵（アスピカホールひのき内）
■根尾川草庵（アスピカホール根尾川内）
■岐南草庵（アスピカホール別邸）
■大垣北草庵（アスピカホール別邸）
■羽島福寿草庵（アスピカホール別邸）

どこでもセレモニー対応ホール

パソコン
スマートフォン
タブレットから
ご利用いただけます

ご葬家様専用ページ ご供花受付

返礼品受付 ご葬儀中継 メモリアルムービー

お供物受付

ご弔電受付 お香典お預かり

ご会葬案内 ご会葬受付

はくれん事業部

お通夜・葬儀ライブ中継をはじめ、訃報ご連絡・ご会葬受付、
各種お供物・弔電のご注文、御香典のお預かりをオンライン上で行うサービスです



※写真はイメージです ※写真はイメージです

ご高齢で
ご会葬が
困難な方

遠距離で
ご葬儀に
間に合わない方

入院中で
ご移動が
難しい方

過密を
避けたい方

外せない
仕事で都合が
つかない方

お相手が忙しく電話に出られなかったり、自宅
にFAXを持っていなかったり、お勤め先が休み
で伝えられなかったりすると訃報のご案内が
大変になります。「どこでもセレモニー」なら
SNSを用いて訃報が素早くご連絡できます。

SNSで訃報のご連絡が
素早く、簡単にご案内できます。

特徴
1

ご葬家様よりご案内のあった、専用ページに
会葬者様がアクセスいただく事で、どこにい
ても、オンライン上でご弔問・ご会葬するこ
とができます。

外出先や遠方など、
どこにいてもご弔問・ご会葬いただけます。

特徴
2

お供物・ご供花・ご弔電の注文・お香典のお預かりは、
オンライン上のクレジットカード決済にて簡単に受付
することができます。

特徴
3

お申込みのあった、お供物・ご供花・ご弔電・
お預かりしたお香典金額に合わせて返礼品
のお返しができます。オンライン上に用意し
た返礼品の中からお選びいただけます。

ご弔問・ご会葬者様が
返礼品をお選びになれます。

どこにいても
ご会葬・ご弔問・お供物の
ご注文が可能です。

特徴
4

オンラインご葬儀サービス「どこでもセレモニー」を
通じて、ご弔問・ご会葬いただいた方々に、故人様
のメモリアルムービー、通夜・葬儀ライブ配信により
「想い」を伝える演出も設けております。

通夜・葬儀オンライン配信特徴
5

お香典をクレジット決済されて葬儀会場に
ご会葬を希望される方は、オンラインご葬儀
サービス「どこでもセレモニー」から発行さ
れる来場受付票を受付に提示することで、芳
名帳などのご記入の必要がなくなります。

スマートな葬儀会場へのご来場特徴
6

オンライン
会葬サービス

ご利用可能な
クレジットカードの種類

訃　報
故○○○○儀

喪　　　主

通 夜 令和○年○月○日 午後○時○分
 午前○時○分

葬 儀 令和○年○月○日 午後○時○分
 午前○時○分

続柄（○）

満○歳

令和○年○月○日をもって死去致しました
ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
おって通夜ならびに葬儀は下記の通り相営みます

ミックス菓子盛
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