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喪中はがき喪中はがき

専任スタッフが「ありがとうの想い」をまごころに
込めて、思い出の家財や遺品などの整理・供養をお
手伝いさせていただきます。また、特殊清掃・消臭
ケアなどのご要望にも対応させていただきます。

心をこめて、思い出の品を整理します
遺品整理

パソコン、デジタル遺品に困ったらプロが駆けつけます
デジタル遺品サポートサービス

第二、第三の人生のために、
生前整理のお手伝いをします
住空間整理サービス
介護のための住空間を整えたい方、モノが多すぎてお困りの方、生前整理をお考え
の方、人生の節目でおおきな整理をしたい方がご利用いただけるサービスです。

パソコンが起動しない、パスワードがわからないなどのお困りごとに、パソコン
整備士協会の資格を持つプロが原因を突き止め、トラブルを解決します。

詳しくは、ぱるむ案内センターにお問い合わせください!

Before

After

遺品整理・生前整理・不用品整理
株式会社リリーフ

お片づけでのお悩み、
プロにお任せください

こんなお悩みがある方に
ご利用いただいています。

お見積もりは無料です。
お気軽にお電話ください。

□退去日が迫っているが、
　どう整理すればいいかわからない。
□荷物の量が多く自分では無理、
　分別から清掃までまとめて頼みたい。
□遠くて何度もいけない。

このような状況でもおまかせください。
・孤独死の対応　　・ゴミ屋敷の現状回復　
・空家の整理

コロナ対策に！
写真で「かんたん」
お見積り！

個人情報の取扱について
p r i v a c y - p o l i c y

（1）当生協は「まいらいふ」で各種サービスを申込みの際ご提供いただいた個人情報について組合員さんとの連絡や「まいらいふ」に掲載の当生協の委託する斡旋業者、サービス利用施設、運送、宿泊施設、各種引受団体（会社）等への手配、およびそれらのサービスおよびこれら
に付帯・関連するサービスを提供、ならびに受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。（2）当生協では、①各種サービスチラシ等の案内②アンケートのお願い③より良い商品の分析や統計資料の作成の際に組合員さんの個人情報を利用させていただく事があります。
（3）このほか当生協の個人情報の取扱に関する方針等についてはホームページ（http://www.palcoop.or.jp/）でご確認ください。

もしものときのために
知っておきたい
ぱるむ提携
葬儀会館

エリアマップ
地域別
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9月2回

必ず、葬儀のご依頼の際に組合員であることをお申し出ください。組合員割引や特典が受けられます。
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9月2回 ご葬儀の受付は年中無休、24時間 FAX 06-6242-09790120-299-201

必ず、葬儀のご依頼の際に組合員であることをお申し出ください。組合員割引や特典が受けられます。

喪中はがき喪中はがき
お世話になった方へ 年賀欠礼のご挨拶お世話になった方へ 年賀欠礼のご挨拶

「寒中はがき」・「余寒見舞いはがき」もございます。

注文書で“資料請求”ができます。
喪中パンフ
請求 243795

9月5日（月）～9日（金）提出の注文書に
左記の注文番号をご記入ください。

9：15〜17：30 月 金〜受付時間／
携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料）0120-275-009生活サポート事業部くらし係

お問い合わせは
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京都府
八幡市男山会館

パルコープのエリア外でも
使用できる会館もあります
ので、ご相談ください。

ぱるむ提携葬儀会館 エリアマップ地域別

自宅や公営斎場、
集会所・ご寺院などでの

ご葬儀も承ります。 

❷自香寺ホール	 太融寺町2-10
�天神橋会館※	 天神橋4-6-39
○北斎場	 長柄西1-7-13

北区 

❼大正大阪祭典	 小林東3-16-12
�泉屋大正メモリアルホール	 千島3-11-1
○小林斎場	 小林東3-12-8

大正区 

�みのり会館（メモリアルホール）	 大宮2-23-11
�森小路会館※	 今市2-22-7

旭区 

❾鶴見大阪祭典	 諸口5丁目浜14-19
○鶴見斎場	 鶴見1-6-128

鶴見区 

❶あみだ池和光殿	 北堀江3-7-27
�メモリアルハウス花堀江※	 北堀江 2-2-21

西区 

�港大阪祭典	 福崎1-1-62
港区 

❸正覚寺ホール	 上町1-26-6
❹長光寺別院ホール	 谷町4-6-5
�谷町メモリアルホール	 谷町7-5-17

中央区 

�南大阪祭典	 戎本町2-10-11
浪速区 

�城東会館※	 関目1-21-20
城東区 

❺生野大阪祭典	 巽西1-4-15
●田島葬儀社	 桃谷2-8-22

生野区 
�緑橋ホール※	 東中本2-4-1
東成区 

守口市 
�守口会館※	 大日町3-4-28
�くすの木会館	 寺方錦通1-3-15

門真市 
�ティア門真※	 北巣本町19-31

大東市 
�ティア大東※	 深野南町2-8

四條畷市 
�八光殿四條畷
　 八光殿RIELA四條畷	 四條畷市中野2-2-26

もしものときのために知っておきたい

このパネルが　
　　目印です▶︎

※パルコープエリア
内 の 会 館（ エリア
マップに記載のあ
る施設）に設置され
ています。

●�事前相談に行った場合でも、
　必ず組合員と伝えてください。

※ ぱるむセットプランは 
ご利用いただけません。

●ご寺院内での会館施行希望の場合は、
事前にお問い合わせください。　

●ご利用料金については、 
各会館によって異なります。

�日本葬儀社本社	 桜木町7-9
�寝屋川会館	 楠根北町4-17
�ティア寝屋川※	 池田新町16-5
�香里園会館※	 寿町60-26
�泉屋メモリアルホール香里	 寝屋川市境橋1-23

寝屋川市 

●�株式会社阿波弥
●�葬儀会館ティア
●�泉屋株式会社
●�帝塚山芋忠株式会社
●�株式会社大阪祭典
●�株式会社西口共榮社
●�株式会社公益社
●�株式会社日本葬儀社
●�株式会社スタイル花壇
●�葬祭式場パルティ
●�有限会社関井葬儀社
●�（有）田島葬儀社
●�株式会社日比谷花壇
●�株式会社八光殿
○�大阪市営

�西田辺会館※	 阪南町5-16-1
�昭和町ホール※	 昭和町1-2-20
○やすらぎ天空館	 阿倍野筋4-19-115
　　2021年4月より休館中

阿倍野区 

�住之江ホール※	 新北島7-1-30
�ティア住之江※	 西住之江3-11-4
�大阪祭典住之江ファミリーホール	 御崎3-7-8

住之江区 

❻瓜破大阪祭典	 瓜破東6-3-6
�平野大阪祭典ファミリーホール	 平野馬場2-3-5
○瓜破斎場	 瓜破東4-4-146

平野区 

❽玉出大阪祭典	 南津守6-4-3
�玉出会館※	 玉出西1-3-4

西成区 

住吉区 

�くずは会館※	 楠葉並木2-13-11
�ぱるむホール枚方※	 上島町13-20
�葬祭式場パルティ片鉾リビング	 片鉾本町24-１
�正俊寺会館※	 長尾宮前2-2-1
�葬祭式場パルティ枚方東
　 葬祭式場パルティ枚方東別館	 津田北町1-37-7
�ティア枚方※	 宮之阪4-51-1
�光善寺会館	 北中振1-8-15
�枚方会館※	 山之上東町1-1
�長尾メモリアルホール	 長尾播磨谷1-3867-1
�枚方出屋敷会館※	 出屋敷元町2-3-15

枚方市 

�敬愛シビックホール帝塚山	 万代3-11-6
�我孫子大阪祭典ファミリーホール	 我孫子東2-1-4
�長居会館※	 住吉区南住吉1-4-9

https://www.palcoop.or.jp/palum/
ぱるむ 検索

クリック

ぱるむホームページでも会館の詳細をご案内しております。


