
川西多田本店

川西市栄町11-1モザイクボックス4F　TEL.  072-759-8885
http://homepage3.nifty.com/aviva314/
営業時間：10:00～21:00　
定休日：なし

　　アビバ 川西校

入会金通常21,000円（税込） ⇒ 10,500円（税込）

川西市平野2丁目2番16号　TEL.（ご予約専用）0120-48-0149
http://www.kagurazaka.cc
営業時間：11：00～1５：00（13：３0ラストオーダー）／17：00～22：30（2１：00ラストオーダー）
定休日 　   ：   月曜日

下記の提携店でカードをご提示ください。【Kato Club】会員様限定の特典を受けられます。
特典は各店舗紹介欄の下部に記載されていますが、
時期によって特典内容が変わることがありますのであらかじめご了承ください。

会員制度

今後も積極的に提携先を拡大していく予定ですのでご期待ください。
サービス内容は変更になることがありますのでご了承ください。

最新の情報はホームページをご覧ください。
〈http://www.forever-kato.co.jp/otanoshimi/katoclub.html〉

KAWANISHI

●スクール

●お食事

ご飲食合計金額より５％off

※各店ともに掲載されている写真はイメージです。

令和3年11月1日現在

川西市栄根2-1-19　TEL.0120-45-０149
http://www.kagurazaka.cc
営業時間：11:30～14:30（予約のみ）
　　　　　17：３0～22：00    （２１：００ラストオーダー）
定休日　：　火曜日

●お食事

ご飲食合計金額より５％off

川西能勢口店

●雑貨

兵庫県川西市栄町25－1アステ川西3F　TEL.  072-755-2338
http://www.astekawanishi.com/shop/detail/?s_id=112
営業時間：10:00～20:00　定休日：なし

クックロビン

現金にてお買い上げの方、全商品５％off （SALE品除く）









OSAKA

※各店ともに掲載されている写真はイメージです。

●旅行

大阪市中央区南久宝寺町3-1-8   　本町クロスビル10階
TEL.06-6252-2510（担当：永野・松原）
http://www.jtb.co.jp/shop/hojinosaka/
営業時間：９：３０～17：3０
定 休 日：土日祝、年末年始（１２／３０～１／３）

JTB西日本 法人営業大阪支店

エースJTB　3%    OFF
LOOK　JTB　3%OFF

●美容･理容

大阪市平野区加美鞍作１-４-５　
タウンハイツ加美駅前２F
TEL.06-6796-5525
http://www.oct.zaq.ne.jp/shareo/tobira/index.html
営業時間：９：３０～２２：００（１９：３０までに電話予約要）
　　　　　予約優先制
定 休 日：毎週月曜日

旅行用シャンプーパック一週間分プレゼント
ご新規の方に限り、以下の特典もございます。
「ヘアカラー・カット・トリートメント」
通常￥９，７００→￥４，７２５（５２％OFF!!)
・ロング料金なし。　
・白髪染め・おしゃれ染めもすべて出来ます。
・３Dカラーも可能。　
※他のサービス券との併用不可

ヘアーサロン シャレオ

ステンドグラスを始めてみ

ませんか？ 

光を透かしたガラスの魅力

を感じ、自由な発想でこの

世で1つだけの作品を作っ

てみませんか？　初心者の

方も丁寧にレッスンします。

ステンドグラス工房　KoTo
大阪市生野区林寺１-５-３３　TEL.06-6718-7894
http://sg-koto.jp/
営業時間：レッスン 月水金土（月８回）　13:00 ～ 18:00
定休日：※５週目はお休み

①レッスン入会金５，０００円を無料に
②工房にて販売の商品１０％OFF

●ステンドグラス

西日本最大級の展示
数となるモダンな現
代仏壇の直営店です。
阪急、阪神、地下鉄
「梅田駅」より徒歩
５分。ＪＲ「大阪駅」
より２階連絡デッキ
にて直結のグランフ
ロント大阪内です。

現代仏壇 ギャラリーメモリア大阪梅田
大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪北館5階　HDC大阪内　 　
TEL:0120-596-939
http://www.yagiken-memoria.com/shop-info/umeda
営業時間：11：00～19：00
定休日：年末年始(12/28～1/4）

●現代仏壇

ご優待価格

●現代仏壇

モダンな現代仏壇の
直営店。安心の国産
品や壁掛け仏壇など
80種類以上を取り
揃えています。地下
鉄「本町駅」13番
出口より徒歩３分。
専用駐車場もござい
ます。

現代仏壇 ギャラリーメモリア大阪本町
大阪市中央区北久宝寺町4-2-10　
  TEL:0120-596-911
http://www.yagiken-memoria.com/shop-info/honmachi
営業時間：11：00～19：00
定休日：年末年始(12/28～1/4）

ご優待価格

令和3年11月1日現在



OSAKA

大阪市天王寺区生玉寺町3-32
 TEL.  06-6774-8117（お席のご予約）       0120-11-5680（仕出し専用）
www.wakouan.co.jp
営業時間：昼席　11:30～15:00   　夜席　17:00～21:30
　　　　　日曜・祝日　１２：００～２０：００
定 休 日：月曜日（祝日の場合は翌日が定休日）

和光庵
●京懐石

お席・仕出しともに消費税サービス

落ち着いた座敷席、

気軽なテーブル席の

ほか、慶事・仏事・

法事などの仕出しも

承ります。

※各店ともに掲載されている写真はイメージです。

大阪市中央区備後町３-４-１　TEL.  06-6209-0707
http://ep.nta.co.jp/kansaikaigai/index.php
営業時間：月～金10:00～18:00  　　定 休 日：土日祝

　　日本旅行　関西企画旅行支店
●旅行

赤い風船５％・ベスト・マッハ４％OFF

令和3年11月1日現在

１級２級葬祭ディレクターを取得したスタッフが万全の

態勢で皆様を安心へとお導きします。

２４時間３６５日、無料相談を行っています。

事前にお電話にてご予約をお願いいたします。

（交通費当社負担）（駐車場完備）

 

●葬儀

葬儀式典・大阪　大阪市天王寺区餌差町12-10
葬儀式典・神戸　神戸市東灘区森北町1-4-33
http://ss-osaka.com/
葬儀の無料相談・資料請求・お見積りはすべてフリーダイヤル　
0120-1059-25にて３６５日２４時間受付

葬儀式典
葬儀料金１０％OFF



豊富な通常メニューはもちろん、

法要の後の会食にも大好評。

国道１６３号線「巣本」交差点を越えて

１００ｍという便利な立地も魅力です。

※各店ともに掲載されている写真はイメージです。

 

 

●お食事

枚方市長尾峠町1-70　TEL. 072-855-6855
http://www.tomoe-group.com/warakushin_hirakata.html
営業時間：11:30～23:00（ラストオーダー22:30)
定休日　：なし

活魚と日本料理
 枚方店

お食事代10%OFF（割引額の上限5,000円）

活魚料理ばかりでなく、

和食のこだわりをさら

に追求しています。

「くつろげる空間」で

選び抜かれた旬の素材

に独創の彩りをあしら

った膳の数々をご堪能

ください。

和楽心

門真市四宮2-12-3　TEL.  072-885-8611
http://www.kinrei.com/r/kagonoya/
営業時間：月～金１１:00～１５:00　17:00～22:00
　　　　　土日祝11:00～22:00

かごの屋　門真巣本店

お食事代 ５％OFF（要予約）

KAWACHI

●お食事

令和3年11月1日現在

法要の後の会食などに好評です。四条畷霊園・加登飯盛店から程近

い、国道１６３号線沿いのお店です。
四條畷市中野3-2-23　TEL.072-876-5017
http://www.sato-restaurant-systems.co.jp/index.html
営業時間：平日　午前11:00～午前2:00　
    　　　　　土日祝　午前 7:00～午前2:00

和食さと 四条畷東店

お食事代 １０％OFF （会席料理は要予約）
※特典は四条畷東店のみのご提供となります。

●お食事

 

 

●フラワーアレンジメント

東大阪市森河内東1-33-20　TEL. 06-6782-6655／090-5098-2471
ホームページ　releur.com
営業時間：10:00～20:00
定休日　：なし（不定休）

※高井田、上本町、河内栄和、八戸ノ里、大和西大寺にてフラワーアレンジ
　メント教室も開催しています。

花と緑のある空間づくり

（ルルア）

配送料無料サービス

フラワーアレンジメン

トをオーダーメイドに

て受付します。その他、

墓参用・式典用のアレ

ンジやプリザーブドフ

ラワー、ギフト、ブー

ケ等お花に関するご相

談各種受付いたします。



羽曳野市誉田5-4-18　TEL.  072-939-9290
http://www.kinrei.com/r/kagonoya/
営業時間：平日・土日祝とも11:00～23:00

●お食事

かごの屋　藤井寺インター南店

お食事代 ５％OFF （要予約）

はびきの中央霊園にて供花ご購入

の際にＫａｔｏ Ｃｌｕｂカードを

提示いただけば、スタンプカード

をご進呈。供花１対お買い上げご

とにスタンプを捺印いたします。

●お花

正力花店
はびきの中央霊園管理事務所内　TEL.０72－956－1443
http://sg-koto.jp/
営業時間／定休日：はびきの中央霊園営業に準ずる

供花１対お買い上げごとに進呈する
スタンプ１０個で供花５００円割引

株式会社 大聖堂 藤井寺店
藤井寺市沢田2-8-11　TEL.072-938-5000
営業時間：10:00～18:00
定 休 日：木曜日（祝日・お盆・お彼岸・年末は営業）

●仏壇･仏具

仏壇・仏具何でも10％OFF

豊富な通常メニューはもちろん、法要

後の会食にも大好評。藤井寺 ICより南

に１ｋｍ、外環状線「西古室」交差点

の南西角という便利な立地も魅力です。

羽曳野市伊賀4-13-11　TEL.  072-938-6318
営業時間：11:00～2１:30
定休日：月曜

●たらいうどん・ご馳走和食

喜多八

お食事代 ５％OFF 

たらいうどんや鍋料理をはじめとする

豊富なメニューが魅力です。

最大１２０名様までご利用できる座敷

席もございますので、慶事・仏事・新

年会に忘年会などにも便利です。

無料送迎バスあり。

 

 

　
※各店ともに掲載されている写真はイメージです。

令和3年11月1日現在

●お食事

藤井寺市市岡2-1-56　TEL. 072-936-0648
http://www.tomoe-group.com/warakushin_fujiidera.html
営業時間：平日　11:00～22:30（ラストオーダー22:00)
               日祝　11:00～22:00 （ラストオーダー21:30)
定休日　：なし

活魚と日本料理
和楽心 藤井寺店

お食事代10%OFF（割引額の上限5,000円）

活魚料理ばかりでなく、

和食のこだわりをさら

に追求しています。

「くつろげる空間」で

選び抜かれた旬の素材

に独創の彩りをあしら

った膳の数々をご堪能

ください。

※特典のご提供は、現金にてお支払いの場合に限らせていただきます。



 

 

　
※各店ともに掲載されている写真はイメージです。

令和3年11月1日現在

●お食事

奈良県橿原市栄和町36-1　TEL. 0744-25-8508
http://www.tomoe-group.com/warakushin_kashihara.html
営業時間：11:00～22:00 （ラストオーダー21:30)
定休日　：なし

活魚と日本料理
和楽心 橿原神宮店

お食事代10%OFF（割引額の上限5,000円）

活魚料理ばかりでなく、

和食のこだわりをさら

に追求しています。

「くつろげる空間」で

選び抜かれた旬の素材

に独創の彩りをあしら

った膳の数々をご堪能

ください。

 

 

●お食事

奈良県葛城市北花内171-5　TEL. 0745-69-7868
http://www.tomoe-group.com/warakushin_shinjyo.html
営業時間：11:00～22:30 （ラストオーダー22:00)
定休日　：なし

活魚と日本料理
 新庄店

お食事代10%OFF（割引額の上限5,000円）

活魚料理ばかりでなく、

和食のこだわりをさら

に追求しています。

「くつろげる空間」で

選び抜かれた旬の素材

に独創の彩りをあしら

った膳の数々をご堪能

ください。

KAWACHI-NARA

和楽心



名物「炭酸泉檜風呂」

をはじめ種類豊富な温

浴が楽しめるほか、宴

会やカラオケ、食事も

できる総合リラクゼー

ション施設。「泉が丘」

駅、「金剛」駅より無

料送迎バス運行。

●スパ

大阪狭山市岩室1-334-1　TEL.  072-360-1126
http://spa-hills.com/index.html
営業時間：朝10:00～深夜2:00（最終受付 深夜1:00）　定休日：なし

リラクゼーションリゾート 
スパヒルズ

オンドルバン（岩盤浴+入浴）1,400円⇒1,300円
入浴　６００円⇒５００円　※１枚のカードで２名様まで割引可

※各店ともに掲載されている写真はイメージです。

SAKAI

泉大津市北豊中町2-17-32　TEL.0725-22-1290
営業時間：10:00～19:00
定 休 日：第2・第4・第5木曜日

株式会社 大聖堂 泉大津店
●仏壇･仏具

仏壇・仏具何でも10％OFF

令和3年11月1日現在

ショッピングモール
ならではの開放的な
現代仏壇店です。線
香やローソク、数珠、
ちりめん細工など幅
広くラインナップ。
ＪＲ阪和線の「鳳駅」
より徒歩10分。大
型駐車場も完備。

現代仏壇 ギャラリーメモリア アリオ鳳
堺市西区鳳南町3-199-12 アリオ鳳1F
TEL:072-272-5969
http://www.yagiken-memoria.com/shop-info/ario-otori
営業時間：10：00～21：00
定休日：なし（年中無休）

●現代仏壇

ご優待価格
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