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●葬 具

葬祭用品商社
㈱朝日サービス

㈱萩原

㈱イガラシ

㈱フィット

扇商事㈱

双葉㈱

㈱岡村竹材

㈱丸栄

㈱キタジマ

丸喜㈱

三和物産㈱

森敬㈱

㈱ジャパン唐和

㈱ヤマト

㈱ジャパン唐和木業

㈱ヤマトコフイン

大栄㈱

㈱ヨシカワ商事

〒 501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋 5-1 A 棟
058-214-7658
http://www.asahiservice.jp/

〒 111-0041 東京都台東区元浅草 4-7-15
03-3624-3311
http://www.e-hagiwara.co.jp/

〒 910-0121 福井県福井市定正町 913-2
0776-56-4147
http://www.igarashi-ltd.com/

〒 591-8025 堺市北区長曾根町 3081-24
072-246-5060
http://www.efitcoltd.com/

〒 918-8026 福井県福井市渕町 1-3408
0776-34-7899
http://www.ougi-shouji.com/

〒 463-0069 名古屋市守山区新守西 1014
052-794-5246
http://www.futaba-kk.jp/

〒 606-8111 京都市左京区高野泉町 40-19
075-791-0800
http://www.okachiku.co.jp/

〒 929-0126 石川県能美市山口町タ 195
0761-21-6351
http://www.maruei-ishikawa.co.jp/

〒 910-8517 福井県福井市高木中央 2-3214
0776-54-0218
https://www.kitajima-co.com/

〒 604-0001 京都市中京区室町通り丸太町下る道場町 20
075-241-3161
https://www.maruki.co.jp/

〒 923-0037 石川県小松市問屋町 15
0761-24-1238
http://www.sanwa-bussan.co.jp/

〒 607-8217 京都市山科区勧修寺閑林寺 44
075-572-1212
http://www.morikei-net.co.jp/

〒 575-0034 大阪府四條畷市江瀬美町 14-8
072-879-0721
http://www.japan-touwa.co.jp/

〒 615-0051 京都市右京区西院安塚町 24
075-311-7811
https://yamatocf.com/

〒 278-0035 千葉県野田市中野台 440-8
04-7126-5026
http://www.japan-towa.jp/

〒 761-0443 香川県高松市川島東町 462-2
087-848-3456
http://www.yamato-coffin.co.jp/

〒 918-8231 福井県福井市問屋町 1-27
0776-24-3880
http://www.daiei-kabu.co.jp/

〒 918-8237 福井県福井市和田東 2-1515
0776-30-0770
http://www.sosai-yoshikawa.jp/

㈱日天大鳳

〒 839-0808 福岡県久留米市東合川新町 11-41
0942-44-7767
https://nittentaihou.co.jp/

仏衣・死装束
㈱ IVY CIES

エンディングドレス

〒 814-0006 福岡市早良区百道 3-12-3 5 階
092-407-2695
https://plumygown.com/

アトリエ emu ㈱

エンディングドレス、洋装メンズ

仏衣

㈱キタジマ

仏衣

京都法繊㈱

仏衣

大栄㈱

仏衣

〒 103-0004 東京都中央区東日本橋 2-28-4 日本橋 CET ビル 2 階
03-6271-0912
http://www.ys-t.com/

エンディングドレス

㈱ヤマト

仏衣

㈱ルーナ

エンディングドレス

麗永㈱

エンディングドレス

㈲ワイツープランニング

エンディングドレス

〒 615-0051 京都市右京区西院安塚町 24
075-311-7811
http://www.yamatocf.com/

〒 910-8517 福井県福井市高木中央 2-3214
0776-54-0218
http://www.kitajima-co.com/

〒 812-0018 福岡市博多区住吉 3-1-18 福岡芸術センター 501 号
092-600-7255
http://www.sakura-luna.jp/

〒 530-0014 大阪市北区鶴野町 4-11 朝日プラザ 1210 号
06-6374-8792
http://kyotohosen.com/
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㈱ハッピーエンド

〒 005-0040 札幌市南区藻岩下 2-25
050-3852-4843
https://www.happy-end-dress.com/

イースートレーディング㈱
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金襴製品

〒 839-0808 福岡県久留米市東合川新町 11-41
0942-44-7767
http://nittentaihou.co.jp/

〒 884-0102 宮崎県児湯郡木城町椎木 5010-1
0983-32-2420
http://emu5010.com/

〒 918-8231 福井県福井市問屋町 1-27
0776-24-3880
http://www.daiei-kabu.co.jp/

㈱日天大鳳

〒 107-0062 東京都港区南青山 2-2-15 ウィン青山 942
03-6403-9686
〒 231-0012 横浜市中区相生町 1-17-1 パークビュー横浜 503 号
045-228-9226
http://hikarinoniwa.co.jp/

●葬 具

棺
㈱朝日サービス

棺各種

ウィルライフ㈱

エコ棺

㈱共栄

棺各種

㈱協和木工所

棺各種

三和物産㈱

棺各種

㈱ジャパン唐和

棺各種

〒 501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋 5-1 A 棟
058-214-7658
http://www.asahiservice.jp/

㈱ハウスプラザ信越

国産木造無垢の棺「旅立ち」

〒 381-0083 長野県長野市西三才 2348-1
026-236-9210
http://bunno-mori.com/

〒 106-0031 東京都港区西麻布 2-26-5
03-6861-3355
https://www.willife.com/

光工芸㈲

写棺

〒 378-0001 群馬県沼田市戸神町 200
0278-23-3100
http://www.hikarikougei.jp/

〒 729-3107 広島県福山市新市町金丸 438-1
0847-57-8001
http://www.kyoei-casket.co.jp/

㈱フィット

棺各種

㈱福良梱包

紙製棺

〒 591-8025 堺市北区長曾根町 3081-24
072-246-5060
http://www.efitcoltd.com/

〒 190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井 1316
042-597-0732
http://www.kyowa-m.co.jp/

〒 960-2153 福島県福島市庄野字一本柳 1-14
024-593-4122
https://www.nadeshiko.jp/fukuyoshi/

〒 923-0037 石川県小松市問屋町 15
0761-24-1238
http://www.sanwa-bussan.co.jp/

㈲平和カスケット

棺各種、紙木棺

㈱ヤマトコフイン

棺各種

㈱ユーヤン

棺各種

〒 470-0371 愛知県豊田市御船町山ノ神 56-165
0565-45-5008
http://www.heiwa-casket.co.jp/

〒 575-0034 大阪府四條畷市江瀬美町 14-8
072-879-0721
http://www.japan-touwa.co.jp/

〒 761-0443 香川県高松市川島東町 462-2
087-848-3456
http://www.yamato-coffin.co.jp/

中国システム機器㈱

間伐材棺

〒 720-0837 広島県福山市瀬戸町地頭分 2035-12
084-949-1180
http://www.csk-net.co.jp/

〒 454-0817 名古屋市中川区南脇町 3-26
052-353-9358
http://yyoung.jp/

㈱日本コフィン

棺各種

〒 726-0001 広島県府中市本山町 530-268
0847-43-4256
http://www.coffin.co.jp/

オリジナル祭壇
㈱家研

ミニ KARL 祭壇

〒 584-0023 大阪府富田林市若松町東 2-5-20
0721-24-7501
http://sougi.bestnet.ne.jp/goods/kaken/

カメヤマ㈱

キャンドル祭壇

中国システム機器㈱

バーチャル祭壇

〒 531-0076 大阪市北区大淀中 2-9-11
06-4798-9071
https://www.kameyama.co.jp/

あかり祭壇

〒 710-0807 岡山県倉敷市西阿知町 1320-5
086-465-1035
https://www.candleworld.co.jp/

ラ・ルークス㈱

クラフトフラワー祭壇

〒 104-0061 東京都中央区銀座 1-15-7 MAC 銀座ビル 3F
03-5524-5769
https://la-lux.jp/

〒 720-0837 広島県福山市瀬戸町地頭分 2035-12
084-949-1180
http://www.csk-net.co.jp/

東京リボン㈱

ペガサスキャンドル㈱

㈱レイ・クリエーション

スクリーン祭壇

〒 541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-1-8 カルボ高麗橋ビル 1・2 階
06-6228-1010
http://www.kinema-funeral.jp/

リボンボール祭壇

〒 160-0004 東京都新宿区四谷 3-2-2 TR ビル
03-3353-6511
http://www.tokyoribbon.co.jp/
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骨壺
㈱アサノ

陶芸家・高級花柄骨壺等

〒 489-0004 愛知県瀬戸市日の出町 6-2
0561-48-2000
http://yamamasuasano.com/

㈱香蘭社

有田焼骨壺

㈱ド・ア

ルフランの郷

〒 844-8601 佐賀県西松浦郡有田町幸平 1-3-8
0955-43-2131
http://www.koransha.co.jp/

㈲エスケー

瀬戸焼・九谷焼骨壺等

㈱エスビー・イトー

有田焼・九谷焼骨壺等

〒 489-0965 愛知県瀬戸市南山口町 65
0561-85-5255
http://www.sk9.jp/

〒 869-1217 熊本県菊池郡大津町森字居島 827-2
096-213-4533
http://www.do-a.co.jp/

〒 480-1203 愛知県瀬戸市広之田町 551-3
0561-41-2971
http://www.sbito.com/

㈱九谷屋

トモエ陶業㈱

有田焼・信絡焼・九谷焼骨壺等

西日本陶器㈱

有田焼骨壺

〒 489-0915 愛知県瀬戸市北浦町 3-36
http://www.tomoetogyo.jp/
0561-83-3674

九谷焼骨壺

〒 933-0023 富山県高岡市末広町 38
0766-23-5757
http://www.kutaniya.jp/

〒 859-3792 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷 830
0956-85-6111
http://nishito.net/

位牌
RKD コーポレーション㈱

位牌クラウド

〒 513-0816 三重県鈴鹿市南玉垣町 6307
059-383-2709
https://ihai-cloud.com/

㈱保志

位牌各種

〒 965-0844 福島県会津若松市門田町一ノ堰村東 40
0242-27-4380
http://www.alte-meister.co.jp/

㈱こもりコーポレーション

位牌各種

㈱浄華

位牌各種

ずゞや㈱

位牌各種

〒 103-0016 東京都中央区日本橋小網町 11-6
03-3666-8886
http://www.komori-corp.co.jp/

㈱まつたに

高野・京型位牌等

〒 648-0062 和歌山県橋本市妻 3-6-3
0736-32-0202
http://www.ma2tani.co.jp/

〒 486-0801 愛知県春日井市上田楽町 2680-1
0568-81-5070

森正㈱

各種位牌

〒 771-0201 徳島県板野郡北島町北村字鍋井 3-9
088-698-3003
http://www.inoricoco.com/

〒 761-8054 香川県高松市東ハゼ町 13-1
0878-65-2333
https://www.zuzuya.co.jp/

位牌文字彫刻機
グラボテック㈱

位牌文字彫刻機

〒 663-8202 兵庫県西宮市高畑町 1-25
0798-63-6281
https://www.gravograph.jp/

㈱彫刻アイデア社

ヤマダイ仙台㈱

位牌名入れシステム機

〒 982-0804 仙台市太白区鈎取 3-2-11
022-243-1351
https://ymsd.co.jp/

位牌彫刻機・箔押機・専用ソフト

〒 577-0843 大阪府東大阪市荒川 3-15-22
06-6721-7440
http://www.ihai.org/

日本製高級位牌

株式会社まつたに
〒648-0062
和歌山県橋本市妻3-6-3

TEL.0736-32-0202
FAX.0736-34-2691

http://www.ma2tani.co.jp/
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今 ま で も そ し て こ れ か ら も ･･･

変わらない『本 物』への 想い

位牌とは、
故人の大切な御霊（みたま）
をお祀りすると
ころ。
だからこそ「まつたに」は「本物」にこだわってま
いりました。心を込めた手づくりの位牌だけをつくり続
けて百年。受け継がれてきた高野位牌の伝統を大
切にしながら、
各宗派でお使いいただける位牌や、
時
代の変化とともに、新しいスタイル
（かたち）
の位牌を
創作してまいりました。時代は変わっても、変わらずに
私たちの心の「芯」にあるものは、
いつも大切な人へ
の想い。私たちは、
いつの日も、
「心と技の品格」
を制
作の基本理念に、職人一人ひとりが想いを込めて、
一つひとつの位牌づくりに取り組んでおります。

納棺関連・セレモニー・演出商品
エス・ティ・プラスチック株

納棺用数珠・草履

〒 918-8134 福井県福井市下莇生田町 2-3
0776-34-3358
http://www.shinbiju.jp/

納棺用敷畳

〒 958-0852 新潟県村上市南町 2-6-48
0254-52-5748
http://tominaka.com/

㈱エヌケー

副葬品「おくりばと」

大橋産業㈱

供物「癒しの小箱」

極東産機㈱

葬祭用畳「おくりたたみ」

〒 343-0012 埼玉県越谷市増森 2-35-1
048-971-6039
http://okuribato.jp/

㈱日本納棺用品社

納棺用ゴルフクラブ

〒 286-0221 千葉県富里市七栄 132-166-C102
050-5278-4463
http://j-cec.co.jp/

〒 960-0112 福島県福島市矢野目字境田 2-2
024-557-0111
https://www.oohashisangyou.jp/

㈱ハブデザイン

副葬品「おくりことば」

〒 105-0013 東京都港区浜松町 2-2-15 ダイヤビル 2 階
03-6695-5577
http://www.hub-design.co.jp/

〒 679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼 190
0791-62-0088
https://www.kyokuto-tatami.jp/

ひいらぎ

副葬品「つながりの念珠」

〒 110-0001 東京都台東区谷中 5-4-1
03-5809-0013
http://hiiragi-tokyo.com/

㈲三愛

納棺用花びら「ペタル」

㈱倉絆 .

副葬品「野辺の送り火」

〒 850-0045 長崎県長崎市宝町 9-14
0120-03-0004
http://www.actyjapan.com/san-ai/

㈱まごころ畳

棺専用畳

〒 440-0071 愛知県豊橋市北島町中川原 147-1
0532-21-6660
https://magokorotatami.co.jp/

〒 699-0816 島根県出雲市湖陵町大池 1962-2
0853-43-7057
http://www.so-han.co.jp/

㈱つえ屋

㈱富中産業

YM 工房

副葬品「みまもり観音様」

〒 409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居 1176 パティオ石原 2 階
055-227-0336
http://ym-koubo.com/

セレモニー・式典用供養杖「天国のつえ」

〒 604-0087 京都市中京区丸太町通西洞院西入ル横鍛冶町 114
075-221-9988
http://www.e-104.info/

盛籠
㈱彩静堂

盛籠

〒 990-2175 山形県山形市中野目 288-11
023-681-7213
http://www.saiseidou.co.jp/

㈲田坂商店

盛籠各種

〒 434-0002 浜松市浜北区尾野 1476
053-582-1001
http://www.fruitworld.co.jp/

レンタル用サンプル盛籠

〒 723-0041 広島県三原市和田１-7-28
0120-411-573
http://www.tasaka.info/

㈱ディーマーケット

㈱フルーツワールド

㈲吉田商店

盛籠

〒 910-0017 福井県福井市文京 1-28-8
0776-21-5056
https://ys-lc.jp/

華籠

〒 590-0824 堺市堺区老松町 1-35-7
072-238-8735
http://www.ds-market.net/

ライフエンディングサポート企業ガイド2019
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●葬 具

ロウソク・線香
有田焼 西方窯

ロウソク立て付き線香皿

カメヤマ㈱

ロウソク・線香各種

絵ろうそく、和ろうそく

㈱こもりコーポレーション

ロウソク・線香各種

ロウソク各種

㈱日本香堂

ロウソク・線香各種

㈱野田武一商店

ロウソク・線香各種

㈱坂本屋

ロウソク・線香各種

㈱松栄堂

ロウソク・線香各種

〒 859-3711 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷 2255-8
0956-76-7000
http://nodabuichi.com/

〒 103-0016 東京都中央区日本橋小網町 11-6
03-3666-8886
http://www.komori-corp.co.jp/

ペガサスキャンドル㈱

ロウソク各種

〒 710-0807 岡山県倉敷市西阿知町 1320-5
086-465-1035
https://www.candleworld.co.jp/

〒 020-0816 岩手県盛岡市中野 1-27-6
019-622-0080
http://kk-sakamotoya.com/
〒 604-0857 京都市中京区烏丸通二条上ル東側
075-212-5590
https://www.shoyeido.co.jp/menu.html

㈱東海製蝋

ロウソク各種

東京ローソク製造㈱

ロウソク各種

〒 111-0053 東京都台東区浅草橋 3-25-5
03-3863-6041
http://www.tokyocandle.co.jp/

㈱マルエス

ロウソク・線香各種

㈱丸叶むらた

ロウソク・線香各種

〒 519-0165 三重県亀山市野村 4-1-10
0595-82-8432
http://www.e-maruesu.net/
〒 363-0016 埼玉県桶川市寿 1-11-10
048-771-1012
http://www.marukanou.co.jp/

〒 418-0034 静岡県富士宮市黒田 355-1
0544-27-2637
http://www.tokai-seiro.co.jp/
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㈱鳥居ローソク本舗

〒 104-8135 東京都中央区銀座 4-9-1
03-3541-3401
https://www.nipponkodo.co.jp/

〒 950-0135 新潟市江南区所島 2-2-76
0120-87-6009
https://www.hanarousoku.jp/
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ＬＥＤロウソク

〒 136-0071 東京都江東区亀戸 2-23-10
03-3684-5041
http://www.candle-torii.com/

〒 531-0076 大阪市北区大淀中 2-9-11
06-4798-9071
https://www.kameyama.co.jp/

小池ろうそく店

灯の宅配便

〒 532-0003 大阪市淀川区宮原 1-19-23-808
06-6398-7688
http://www.tomoshibi50.com/

〒 850-0996 長崎県長崎市平山台 1-18-21 1 階
090-7924-7676
http://saihougama.ocnk.net/

●葬 具

霊柩車・搬送車
㈱大江車体特装

洋型・ミニバン型・バス型霊柩車

㈱オートウィル

洋型・バン型・軽霊柩車、搬送車

〒 990-0055 山形県山形市相生町 8-23
023-641-4057
http://www.tokusou.co.jp/

㈱ニットク

宮型・洋型・バン型・バス型霊柩車

〒 370-3522 群馬県高崎市菅谷町 20-164
027-373-8444
http://nittoku.info/

〒 561-0841 大阪府豊中市名神口 1-6-21
06-6863-1141
http://autowill.info/

㈱ハース

宮型・洋型・バン型霊柩車

〒 379-0123 群馬県安中市上間仁田 629-1
027-382-6246
https://hearse.co.jp/

㈱カワキタ

洋型・バン型霊柩車、搬送車

〒 939-2202 富山県富山市小黒 838-1
076-467-5620
https://www.kawakita-jp.com/

ジェイ・エフ・シー㈱

宮型・洋型・バン型・バス型霊柩車

ティ・アール・ジィ㈱

洋型・バン型・軽霊柩車

〒 243-0801 神奈川県厚木市上依知 1310-4
046-244-1600
http://www.japan-f-coaches.com/

㈱光岡自動車

洋型・バン型霊柩車

〒 939-8212 富山県富山市掛尾町 508-3
076-493-3360
https://mitsuoka-tokuhan.com/

㈱ヤマト

洋型霊柩車、ミニバン型霊柩寝台車

〒 615-0051 京都市右京区西院安塚町 24
075-311-7811
https://yamatocf.com/

〒 816-0912 福岡県大野城市御笠川 5-3-15
092-587-0236
http://www.trg-net.jp/

霊柩運送
東礼自動車㈱

霊柩運送 ( 営業区域：全国）

〒 160-0008 東京都新宿区三栄町 29
03-3358-7301
http://www.trj-g.co.jp/

名古屋特殊自動車㈱

霊柩運送 ( 営業区域：中京圏、静岡）

〒 454-0843 名古屋市中川区大畑町 2-5-2
052-351-4431
http://www.nagoya-hearse.jp/

阪神特殊自動車㈱

霊柩運送 ( 営業区域：近畿圏）

〒 664-0005 兵庫県伊丹市瑞原 1-28
072-777-3121
http://www.hantoku09.jp/

㈱メディアサポート

霊柩自動車運送事業 FC

〒 468-0006 名古屋市天白区植田東 1-109
052-800-7222
http://www.mediasupport.tv/

ライフエンディングサポート企業ガイド2019
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●業務支援

経営・運営コンサルティング
㈱アルファ・ネット コンサルティング＆デザイン

ブランド活性化・企画デザイン・コンサルティング

〒 550-0003 大阪市西区京町堀 1-14-32 セイケンビル 2 階
06-6441-5331
https://www.ang.co.jp/

エルアンドイーホールディングス㈱

コンサルティング（M&A 支援、経営支援、出店サポート等）

エンディング産業コンサルティング

〒 170-0013 東京都豊島区東池袋 1-30-14
03-5954-4787
https://www.ending-souken.jp/

技研商事インターナショナル㈱

冠婚葬祭コンサルティング

㈱グレイン

経営支援コンサルティング

〒 101-0047 東京都千代田区内神田 2-11-6 共同ビル内神田 65 号室
03-5209-5551
http://gishiki-marketing.jp/

〒 103-0027 東京都中央区日本橋 3-13-5 KDX 日本橋 313 ビル 7 階
03-3516-2877
https://le-holdings.co.jp/

㈱エンディング総研

㈱儀式マーケティング機構

〒 371-0054 群馬県前橋市下細井町 642-170
027-898-2113
https://graine.ne.jp/

㈱テラスデザイン

業績・業務改善コンサルティング

〒 065-0041 北海道札幌市東区本町 1 条 11-1-1
011-789-7773
https://terrace-design.co.jp/

商圏分析・エリアマーケティング

〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 3-5-1 近鉄霞が関ビル 4 階
03-3506-1800
https://www.giken.co.jp/

㈱トランスブレイン

葬儀事業者活性化支援コンサルティング

〒 550-0005 大阪市西区西本町 1-15-8 FUJI ビル 6 号館 8 階
06-4394-7926
http://transbrain.jp/

イベント集客・販促ツール
㈱くりや

ノベルティ「オコメール」

㈱創心社

営業促進商品（各種冊子類・POP 類・ポスター、のぼり類）

〒 769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽 778-26
0879-49-3388
http://www.kuriya.jp/

販売促進商材、チラシ・パンフレット

〒 564-0083 大阪府吹田市朝日が丘町 30-23
06-6389-9555
http://www.nikkosha.info/

〒 564-0083 大阪府吹田市朝日が丘町 30-23
06-4861-0111
http://www.soshinsha.com/

㈱トランスブレイン

㈱日光社

（一社）日本ハッピーエンディング協会

Happy Ending カード

〒 102-0082 東京都千代田区一番町 8-15 一番町 MY ビル 8 階
03-6272-5765
https://happyending.or.jp/

広告・販促物プロデュース

〒 550-0005 大阪市西区西本町 1-15-8 FUJI ビル 6 号館 8 階
06-4394-7926
http://transbrain.jp/

㈱ネクストインターナショナル

返礼品・ギフト、ノベルティ商品

〒 369-1872 埼玉県秩父市上影森 824-2
0494-23-2211
http://www.nx-inter.com/

葬儀社紹介・検索サイト運営
イオンライフ㈱

サイト名：イオンのお葬式

〒 261-0023 千葉市美浜区中瀬 1-5-1
0120-24-2828
https://www.aeonlife.jp/

㈱ SHF

サイト名：お葬式検索

〒 108-0075 東京都港区港南 2-4-12 港南 YK ビル 4 階
03-5769-8701
https://osoushikikensaku.jp/

サイト名：葬式専門 .com

〒 620-0017 京都府福知山市字猪崎小字古黒 353
0773-23-8117
http://soushikipro.com/

ギミット㈱

全日本葬祭業協同組合連合会

葬儀社紹介

〒 154-0011 東京都世田谷区上馬 3-18-11 エルフレア駒沢 504
03-5433-4490
https://namas.co.jp/

サイト名：お手本にしたいお葬式

〒 530-0004 大阪市北区堂島浜 1-4-19 マニュライフプレイス堂島 3 階
06-4795-2233
https://sougi-osoushiki.com/

（一社）全日本冠婚葬祭互助支援協会

㈱ナーム

サイト名：きよらか

〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 3-10-4 虎の門ガーデン 311 号
03-3434-2770
https://www.kiyoraka.site/

㈱ユニクエスト

サイト名：小さなお葬式

〒 550-0004 大阪市西区靭本町 1-6-3
https://www.osohshiki.jp/
06-6131-5936

㈱よりそう

サイト名：葬儀レビ

〒 141-0031 東京都品川区西五反田 2-11-17 HI 五反田ビル 4 階
03-5759-4170
https://sougi.minrevi.jp/

ホームページ制作
㈱インターリンク

ホームページ制作・更新

〒 663-8222 兵庫県西宮市今津久寿川町 6-18 インターリンクビル 3 階
0798-37-4791
http://www.interlink.jp/

㈱創心社

ホームページ制作

〒 564-0083 大阪府吹田市朝日が丘町 30-23
06-4861-0111
http://www.soshinsha.com/
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㈱トランスブレイン

Web プロデュース

〒 550-0005 大阪市西区西本町 1-15-8 FUJI ビル 6 号館 8 階
06-4394-7926
http://transbrain.jp/

NPO法人 安心の輪

「家族だけのお葬式」VC

㈱エルクリエーション

「お葬式のダビアス」VC

〒 564-0083 大阪府吹田市朝日が丘町 30-23
06-4861-0139
https://shukatsu-anshin.com/

「共感葬儀 SHARE」

〒 643-0031 和歌山県有田郡有田川町野田 187
0737-52-6788
http://sharestage.jp/

㈱カーベル

㈱ティア

「葬儀会館ティア」FC

〒 462-0841 名古屋市北区黒川本通 3-35-1
052-918-8230
http://www.tear.co.jp/FC/

㈱ＦＵＮＥ

葬儀会館 FC

〒 471-0034 愛知県豊田市小坂本町 6-15
0565-35-3535
https://www.fune.ne.jp/franchise/

ペット葬祭事業「ペットの旅立ち」FC

〒 103-0005 東京都中央区日本橋久松町 11-6 9 階
0120-39-2013
https://pet-tabi.jp/

㈱家族葬のファミーユ

ペットシッターサービスの FC

〒 102-0074 東京都千代田区九段南 2-4-4 三和九段ビル 5 階
0120-949-615
https://care-pets.jp/

〒 160-0022 東京都新宿区新宿 5-18-20 新宿オミビル 9 階
03-5155-6056
http://davius-japan.jp/

㈱オレンジライフ

㈱ CARE PETS

㈱メモリアルむらもと

家族葬の「ウィズハウス」FC

〒 065-0041 北海道札幌市東区本町 1 条 11-1-1
011-789-7773
https://memoru.co.jp/

「家族葬のファミーユ」FC

〒 108-0014 東京都港区芝 4-5-10 ユニゾ芝 4 丁目ビル 7 階
03-5427-6431
https://www.famille-kazokusou.com/

コールセンター
㈱いつでもコール 24

〒 162-0067 東京都新宿区富久町 15-1-312
050-2018-2262
http://call-24.jp/

24 時間コールセンター代行サービス

㈱ライフデザイン研究所

葬儀社向け電話代行サービス

〒 160-0022 東京都新宿区新宿 -18-20 新宿オミビル 9 階
03-5155-6682
http://www.sougi-call.jp/

ライフエンディングサポート企業ガイド2019
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●業務支援

葬儀業関連ＦＣ・ＶＣ

●業務支援

終活サイト・アプリ運営
㈱アイ企画

故人回顧録サイト

〒 352-0011 埼玉県新座市野火止 5-2-13 水野ビル 3 階
048-481-9531
http://ikkk.biz/

㈱アスカネット

デジタル終活サービス「Secbo」

〒 220-0004 横浜市西区北幸 1-11-1 水信ビル 7 階
045-315-7877

遺影預かりサービス「遺影バンク」

〒 731-0138 広島市安佐南区祇園 2-39-1
082-850-1223
https://ieibank.com/

㈱清月記

㈱ Digtus

㈲バサラ

会員登録性終活サイト「リガーズサービス」

〒 700-0975 岡山市北区今 6 丁目 15-35
086-243-1115
https://regards-service.jp/

終活支援サイト「エンディングバンク」

〒 983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-5-4
022-782-5777
https://www.ending-bank.jp/

葬儀終活サポートセンター（同）

㈱良心石材

位置情報アプリケーションサービス

〒 289-0407 千葉県香取市仁良 503
0478-78-3315
http://spot-message.com/

集客アプリ

〒 107-0062 東京都港区南青山 2-2-15 ウィン青山 942
0120-367-362
http://memorial-site.net/

ユニフォーム・服飾品
㈱アサヒエーシー

葬祭スタッフユニフォーム

〒 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-21-7
03-3460-0303
http://www.asahi-ac.com/
葬祭業務ネクタイ、リボンタイ、バレッタ

㈲セレモ九州要

煌衣服 FD スーツ

〒 969-1133 福島県本宮市本宮字中条 14-1
0243-33-4511
http://inori-kamikawa.com/
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喪服（紳士・婦人）レンタルサービス

〒 107-8604 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル西館
03-5474-6595
http://www.soir.co.jp/

㈱カミカワ服飾

〒 820-0048 福岡県飯塚市蓮台寺 63-1
0948-26-2611
http://ckk-noukan.jp/

㈱東京ソワール

㈱東和ユニフォーム

セレモニーユニフォーム

〒 969-1128 福島県本宮市本宮舘町 2-1
0243-33-5121
http://www.towauniform.com/

リミット通販㈱

セレモニー専用ユニフォーム「Li-fin」

〒 720-0811 広島県福山市紅葉町 2-27 日本生命ビル 7 階
0120-06-6330
http://www.limit-tsuhan.com/lifin/

●業務支援
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●業務支援

葬祭支援コンピュータ
㈱アーバンフューネスコーポレーション

葬祭業界専用アプリ

㈱ I-NET

香典帳自動作成システム

iPad 電子カタログ・見積システム

㈱ SHF

葬祭業務支援システム

㈱オレンジライフ

葬祭業務支援システム

基幹統合システム

〒 113-0022 東京都文京区千駄木 3-46-2 REC 千駄木ビル 4 階
03-3822-4721
http://www.kentopia.co.jp/
筆耕ソフトシステム・フォント

会員管理システム

〒 108-8650 東京都港区白金 1-17-3 NBF プラチナタワー
03-6757-7200
https://www.sakura-is.co.jp/
葬祭業業務管理システム

〒 354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東 1-9-31 つるせ薬局ビル 3 階
049-255-5811
http://www.soa-co.com/

葬祭業支援システム
「Orange Works」

株式会社オレンジライフ
〒643-0031
和歌山県有田郡有田川町野田187

TEL.0737-52-6788
FAX.0737-52-4041

http://www.orange-life.co.jp/

顧客サービス向上を支援する
葬祭基幹システム「FN Cloud」

トータルセレモニー支援システム

㈱ハイエレコン

冠婚葬祭互助会向けシステム

㈱フォーバル

葬祭業務管理システム

FutureOne ㈱

基幹業務システム

〒 141-0032 東京都品川区大崎 2-9-3 大崎ウエストシティビル 6 階
03-5719-6122
https://www.future-one.co.jp/

ベーシック㈱

業務支援・顧客管理システム

㈱ユニコーン

葬祭業務支援システム

〒 540-0011 大阪市中央区農人橋 2-1-30 谷町八木ビル 9 階
06-6920-8700
https://www.basic-web.co.jp/

〒 501-0441 岐阜県本巣郡北方町曲路 3-67
058-322-6252
http://www.komekei.co.jp/

㈱ソア

㈲ネットワード

〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-6-1 堀内ビルディング 8 階
0120-81-4086
https://www.forval.co.jp/

〒 643-0031 和歌山県有田郡有田川町野田 187
0737-52-6788
http://www.orange-life.co.jp/

さくら情報システム㈱

葬儀受注・販売管理・香典受付システム

〒 733-0834 広島市西区草津新町 1-21-35
082-279-8001
http://www.hek.co.jp/

〒 620-0017 京都府福知山市字猪崎小字古黒 353
0773-23-8117
https://www.shfweb.com/

㈲米桂

㈱日本ソフトウエアサービス

〒 491-0914 愛知県一宮市花池 2-22-3
0586-43-3659
http://www.netword.co.jp/

〒 950-3133 新潟市北区すみれ野 2-1-12
025-257-3050
https://www.ib-system.co.jp/

ケントピア㈱

葬儀支援システム

〒 336-0031 さいたま市南区鹿手袋 4-6-23
048-836-2681
http://www.nspop.co.jp/

〒 111-0053 東京都台東区浅草橋 2-27-8
090-3339-6237
https://www.sougi-i.net/

㈱アイビーシステム

㈱デジタル・アイ

〒 814-0001 福岡市早良区百道浜 2-1-22 福岡 SRP センタービル 9 階
092-400-7564
http://digitaleye.jp/

〒 135-0061 東京都江東区豊洲 5-4-9 KR 豊洲ビル 5 階
03-5144-0671
http://so-long.jp/

〒 540-0021 大阪市中央区大手通 1-1-2
06-6943-4560
https://www.atlantis21.co.jp/

㈱ワイイーシーソリューションズ

斎場施設、販売管理システム

〒 231-0023 横浜市中区山下町 22 山下町 SSK ビル 14 階
045-664-5383
https://www.yec.ne.jp/

葬祭業者には、地域の膨大な情報を整理
し、地域貢献・支援できるサービス提供
が求められています。
「Orange Works」は顧客管理から事前
相談・葬儀施行・アフター受注管理、訪
問記録、グリーフケア、日報、チャット、
マスター管理まで、
「これからの葬祭業
を支援するシステム」です。
「Orange Works」を利用して地域から
頼られる葬祭業者になりませんか？

「FN Cloud」は、施行成約の見込みが高
い重点顧客への通知機能で、営業機会を

株式会社ユニコーン

逃しません。また、施行における作業管

〒540-0021
大阪市中央区大手通1-1-2

漏れを軽減し、外出先の担当者が困った

TEL.06-6943-4560
FAX.06-6920-53 1 1

http://www.atlantis21.co.jp/
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理と、従業員間の伝達機能により、作業
時のフォローツールとしてご利用いただ
くことで、お客様へのサービス向上を実
現。
「営業力強化・施行件数UP・サービ
ス向上」に繋がる充実した葬祭業務を効
果的にサポートします。

国際ホテル・ブライダル専門学校

設置学科：葬祭ディレクター科

〒 950-0914 新潟市中央区紫竹山 6-3-5 NSG 学生総合プラザ STEP 内
0120-720-290
http://www.wish-web.com/

駿台トラベル＆ホテル専門学校

東京観光専門学校

設置学科：葬祭ディレクター学科

〒 162-0843 東京都新宿区市谷田町 3-21
03-3235-2228
http://www.tit.ac.jp/

設置学科：葬祭マネジメント学科

〒 170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-15-2
03-3946-1211
http://www.sundai-th.jp/sogi/

日本ヒューマンセレモニー専門学校

設置コース：フューネラルディレクター / エンバーマーコース

〒 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町 7-30
0463-27-2002
http://www.humanceremony.ac.jp/

各宗派導師紹介システム
㈱慈照苑

僧侶出仕手配

日本典礼寺院協会

㈱ B-WAY グループ

僧侶派遣

〒 333-0851 埼玉県川口市芝新町 9-3 蓮浄院 1 階
048-264-7694
http://www.zensyu-ren.co.jp/

〒 154-0012 東京都世田谷区駒沢 1-17-17 真成ビル 4 階
03-5486-4491
https://www.jishoen.co.jp/
僧侶派遣

〒 182-0026 東京都調布市小島町 3-69-14
042-426-8940
http://soryo.jp/

人材紹介サービス
エルアンドイーホールディングス㈱

葬祭専門人材紹介サービス「SHINTENCHI」

〒 103-0027 東京都中央区日本橋 3-13-5 KDX 日本橋 313 ビル 7 階
03-3516-2877
https://www.shintenchi.work/

㈱ Genten Links

葬祭専門人材紹介サービス「葬祭ジョブ」

〒 110-0016 東京都台東区台東 4-8-7 ヒューリック仲御徒町ビル 8 階
03-6803-0456
https://sousai-job.com/

ライフエンディングサポート企業ガイド2019
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●業務支援

葬祭専門教育機関

●業務支援

人材教育
㈲ MC プロデュース

司会・葬祭ディレクター研修

〒 350-1316 埼玉県狭山市南入曽 1027-1 センチュリーガーデン入曽 419
04-2959-5522
https://www.mcpbb.net/

㈱エンディング総研

人材教育

〒 918-8231 福井県福井市問屋町 1-27
0776-24-3880
http://www.daiei-kabu.co.jp/

研修事業

〒 170-0013 東京都豊島区東池袋 1-30-14
03-5954-4787
https://www.ending-souken.jp/

綜合ユニコム㈱企画事業部

大栄㈱

（一社）日本葬祭コーディネーター協会

人材教育

（一社）日本葬祭コーディネーター協会

人材派遣

〒 107-0062 東京都港区南青山 2-2-15 ウィン青山 942
https://www.facebook.com/japan.reisetu.itiban/
03-6811-1205

人材育成（研修）

〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-10-2 ぬ利彦ビル南館 6 階
03-3563-0099
https://www.sogo-unicom.co.jp/

人材派遣サービス
㈱グランディメモリー

式典人材請負

〒 160-0022 東京都新宿区新宿 1-35-3 アクシア新宿御苑 1404
http://www.grandy2000.co.jp/
03-3355-6607

㈱ディライト

人材派遣、採用支援等

〒 160-0022 東京都新宿区新宿 1-16-10 コスモス御苑ビル 3 階
https://delight.co.jp/
03-6661-3701

〒 107-0062 東京都港区南青山 2-2-15 ウィン青山 942
03-6811-1205
https://www.facebook.com/japan.reisetu.itiban/

㈱吉澤企画

葬祭関係アウトソーシング業、人材派遣

〒 214-0013 川崎市多摩区登戸新町 391
http://www.kikaku-y.com/
044-911-3381

湯灌サービス
㈱ケアサービス

エンゼルケア

㈱ＣＳＣサービス

湯灌（てごころ）

湯灌用浴槽「おくり舟」

ヒューマンケア㈱

湯灌サービス、死化粧・特殊メイク

〒 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町 3-27-5 IBM 三番町ビル B-1
03-5636-8183
http://www.humancare.jp/

〒 537-0011 大阪市東成区東今里 3-1-10
06-4259-8799
https://csc.service.co.jp/

㈱ソワニエ

㈱ニチリョク

〒 167-0023 東京都杉並区上井草 1-33-5
03-3395-3001
http://www.nichiryoku.co.jp/

〒 144-0054 東京都大田区新蒲田 3-15-7
03-5713-1614
https://www.care.co.jp/

ありがとう納棺、湯灌の儀

双葉トータルケア㈱

湯灌サービス

〒 463-0069 名古屋市守山区新守西 1015
052-758-5181

〒 918-8231 福井県福井市問屋町 4-717
0776-28-0002
http://www.sowanie.co.jp/

エンバーミング
イワタ㈱

エンバーミング薬品

㈱くぼた

エンバーミング薬品

㈱コスモトレードアンドサービス

エンバーミング薬品

㈱ジーエスアイ

エンバーミング事業

（一社）日本遺体衛生保全協会（IFSA）

エンバーミングの適正実施と普及

日本ヒューマンセレモニー専門学校

エンバーマー養成

〒 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町 7-30
0463-27-2002
http://www.humanceremony.ac.jp/

〒 105-8325 東京都港区芝浦 1-1-1 浜松町ビル 7 階
03-3798-9315
http://www.cosmo-trade.com/
〒 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-17-10 小池ビル 4 階
03-5641-5466
http://www.griefsupport.co.jp/
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エンバーミング

〒 254-0013 神奈川県平塚市田村 9-9-16
0463-52-0544
http://www.embalming.jp/

〒 183-0055 東京都府中市府中町 2-12-1-102
042-332-2984
https://kubota-mortuary.com/
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㈲セレモ九州要

〒 820-0048 福岡県飯塚市蓮台寺 63-1
0948-26-2611
http://ckk-noukan.jp/

〒 131-0043 東京都墨田区立花 5-3-17
03-3616-1234
http://medical-iwata.co.jp/

FUNERAL SUPPORT SERVICES（同）

エンバーミング事業

〒 245-0003 横浜市泉区岡津町 1620-56-101
045-392-7232
https://www.funeralsupport.co.jp/

イワタ㈱

葬儀用脱脂綿等

〒 131-0043 東京都墨田区立花 5-3-17
03-3616-1234
http://medical-iwata.co.jp/
遺体処置・修復等

〒 164-8512 東京都中野区中野 4-1-1 中野サンプラザ 9 階
03-5344-9747
http://www.lplanner.co.jp/
遺体用化粧品、密閉式納体シート

㈱グリーネイチャー

㈲セレモ九州要

遺体専用ヘアウイッグ

〒 820-0048 福岡県飯塚市蓮台寺 63-1
0948-26-2611
http://ckk-noukan.jp/

〒 183-0055 東京都府中市府中町 2-12-1-102
042-332-2984
https://kubota-mortuary.com/

㐧一衛材㈱

吸水シーツ

〒 769-1696 香川県観音寺市豊浜町和田浜 1610-2
0875-52-3131
http://www.daiichi-eizai.co.jp/

遺体専用化粧品

〒 101-0032 東京都千代田区岩本町 2-4-5 インスタイルスクエア
03-6458-3769
http://greenature.co.jp/

㈱コスモトレードアンドサービス

遺体復元

〒 024-0024 岩手県北上市中野町 2-28-23
0197-62-6077
http://www.sakura-noukan.com/

㈲エル・プランナー

㈱くぼた

㈱桜

フューネラルメイクキット

〒 105-8325 東京都港区芝浦 1-1-1 浜松町ビル 7 階
03-3798-9315
http://www.cosmo-trade.com/

㈲東海プランニング

遺体修復、腐敗防止施術等

㈱ヒュー・メックス

エンゼルケア用品

〒 442-0019 愛知県豊川市東名町 1-78
0533-80-7100
http://www.seisen.biz/
〒 733-0012 広島市西区中広町 3-3-21
082-532-0361
http://www.hum.co.jp/

遺体冷蔵庫、遺体冷却装置・商材
㈱イー・ライフ

冷却システム「スーパーアイス」

㈱コーリング

遺体冷凍装置「ドライクーラー」

〒 107-0062 東京都港区南青山 2-27-7 K ビル 2 階
03-6864-4197
http://www.elife-eco.jp/

ドライアイス用吸収シート・袋、吸水シーツ

〒 769-1696 香川県観音寺市豊浜町和田浜 1610-2
0875-52-3131
http://www.daiichi-eizai.co.jp/

㈱ドウシシャ 特販部

遺体冷却安置台「アイクーリング」

〒 335-0002 埼玉県蕨市塚越 2-14-7 蕨北野マンション 2 階
048-430-7706
http://www.tokilife.net/

〒 406-0025 山梨県笛吹市石和町上平井 260-3
055-263-8706
http://www.calling-inc.com/drycooler/

㐧一衛材㈱

㈱登喜

㈱ニチリョク

安置面会型保冷庫「冷柩庫」

〒 167-0023 東京都杉並区上井草 1-33-5
03-3395-3001
http://www.nichiryoku.co.jp/

㈱ fuzzy bunny

移動式保冷庫「旅立ちの翔輝」

菱熱工業㈱

遺体保管用冷蔵庫「Lastect」

〒 340-0822 埼玉県八潮市大瀬 4-16-39
https://www.fuzzybunny.jp/
048-951-1800

遺体冷却装置「メモリアルベッド」

〒 140-0011 東京都品川区東大井 1-8-10
03-3474-6853
http://www.memorialbed.com/

〒 143-0025 東京都大田区南馬込 2-29-17
03-3778-2111
http://www.ryonetsu.com/

消臭・除菌剤
イワタ㈱

除菌・消臭スプレー

〒 131-0043 東京都墨田区立花 5-3-17
03-3616-1234
http://medical-iwata.co.jp/

サンエネルギー㈱

御棺用脱臭剤、脱臭抗菌シート

〒 755-0041 山口県宇部市朝日町 7-22
0836-31-5195
http://www.sunenergy.co.jp/

㈱ビー・ハウス

遺体保全剤「ドムス」

〒 132-0021 東京都江戸川区中央 3-6-14 三家第 1 ビル 1 階
03-5879-9091
http://www.doms-net.com/

フェニックス・ライフ㈱

遺体保護用除菌・消臭剤

〒 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝 1891-1
042-754-7722
http://www.phoenixlife.co.jp/
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●業務支援

死化粧・遺体処置

●付帯サービス

筆耕・プリンタシステム
㈱アドテック

名札作成ソフト

イースト㈱

人名外字フォント・素材集

毛筆名札書きシステム

㈱日本ソフトウエアサービス

筆耕業務支援ソフト

㈲ネットワード

筆耕システム

〒 491-0914 愛知県一宮市花池 2-22-3
0586-43-3659
http://www.netword.co.jp/

〒 620-0017 京都府福知山市字猪崎小字古黒 353
0773-23-8117
https://www.shfweb.com/

㈱ソア

筆耕システム

〒 354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東 1-9-31 つるせ薬局ビル 3 階
049-255-5811
http://www.soa-co.com/

ダイナコムウェア㈱

大判プリンタ

〒 336-0031 さいたま市南区鹿手袋 4-6-23
048-836-2681
http://www.nspop.co.jp/

〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 2-22-8 代々木かえつビル
03-3374-0626
http://www.est.co.jp/

㈱ SHF

㈱日本 HP

〒 136-8711 東京都江東区大島 2-2-1
03-5749-8361
http://www.hp.com/jp/designjet

〒 410-0304 静岡県沼津市東原 130
055-969-1111
http://www.adtec-e.co.jp/

文字フォント開発、外字フォント制作

〒 101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-38 いちご九段ビル 8 階
03-3556-6591
https://www.dynacw.co.jp/

マックス㈱

筆耕ソフト、大判プリンタ

〒 103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町 6-6
03-3669-8108
http://www.max-ltd.co.jp/

理想科学工業㈱

各種印刷機

〒 108-8385 東京都港区芝 5-34-7 田町センタービル
03-5441-6683
https://www.riso.co.jp/

会葬礼状
㈱セレックス

オリジナル会葬礼状作成

〒 140-0013 東京都品川区南大井 3-21-3-101
03-5753-5880
http://www.celex.jp/

ハート㈱

会葬礼状各種

オリジナル会葬礼状作成

〒 890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町 25-33 macose PARKS ビル
099-254-2926
https://www.macose.jp/
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会葬礼状各種

〒 827-0002 福岡県田川郡川崎町大字池尻 403-1
0947-46-8422
https://www.mizuma-com.jp/

〒 540-0019 大阪市中央区和泉町 2-1-13
06-6942-2322
http://www.heart-group.co.jp/

㈱マコセエージェンシー

㈱みづま

㈱メモリアルネット

オリジナル会葬礼状作成

〒 141-0032 東京都品川区大崎 3-1-5-14 階
03-6431-9378
http://www.memorialwork.com/

理想科学工業㈱

会葬礼状印刷

〒 108-8385 東京都港区芝 5-34-7 田町センタービル
03-5441-6683
https://www.riso.co.jp/
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㈱ KSG インターナショナル

電報サービス「e-denpo」

〒 530-0001 大阪市北区梅田 2-5-25 ハービス OSAKA オフィスタワー 7 階
06-4796-0304
http://www.e-denpo.net/

㈱佐川ヒューモニー

電報サービス「VERY CARD」

〒 104-0061 東京都中央区銀座 1-2-4 サクセス銀座ファーストビル 7 階
03-6826-8886
https://www.keicho.net/

仕出し・飲食サービス
㈱味工房スイセン

仕出し・法要料理

〒 141-0031 東京都品川区西五反田 5-30-20
03-5487-5866
http://www.suisen-jp.com/

㈱シービーサービス 旬菜亭

株式会社ソア

冷凍寿司「Smart Sushi Style」

〒 920-0378 石川県金沢市いなほ 2-4
076-240-4639

ケータリング・法要料理

〒 131-0043 東京都墨田区立花 4-10-6
03-5631-9380
https://www.cb-service.co.jp/

葬祭業業務管理システム『紫』
（ゆかり）
筆耕システム『いちばん！』

㈱芝寿し

玉乃屋

仕出し懐石料理

〒 143-0024 東京都大田区中央 8-44-7
03-3754-6167
http://tamanoya-tamagoya.jp/

●葬祭業務管理システム『紫』ゆかり
（ネットワーク対応版・筆耕システム連動、
ⅰＰａｄ・各種モバイル対応）
●筆耕システム『いちばん！』
●生花店向け名札連動売上管理システム

〒354-0024
埼玉県富士見市鶴瀬東1-9-31-3Ｆ

TEL.049-255-5811
FAX.049-255-5833

『ざ・仕事屋さん』
●携帯電話経由で、現場で名札が出せる
『名札ケータイ』
●総合案内表示システム（総合案内・個別あんどん）

http://www.soa-co.com/

●塔婆作成システム

実用的な外字環境を構築する
外字サーバEV / 外字Web Server

お名前に異体字や旧字といったシステム

ダイナコムウェア株式会社

いる方に正しく美しい文字を使用してい

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-38 いちご九段ビル8F

TEL.03-3556-6638
FAX.03-3556-6593

上用意されていない「外字」が含まれて
ただくため、ダイナコムウェアでは外字
の表示や入力、外字データの共有管理ま
で、外字の懸案事項をスムーズに処理で
きる外字ソリューションを提供し、会葬
礼状や案内板など葬儀の現場をはじめ、
人名を大切に扱うさまざまな業界で幅広

http://www.dynacw.co.jp/gaiji

く導入されています。

筆耕ソフト「書家の筆」SF-800
大型サーマルプリンタRP-1000F

当社は、フューネラル業界において筆耕

マックス株式会社
〒103-8502
東京都中央区日本橋箱崎町6-6

TEL.03-3669-8108
FAX.03-5644-7546

http://www.max-ltd.co.jp/

ソフトとサーマルプリンタのワンストッ
プサービスを提供している唯一のメーカ
ーです。実績のある筆耕ソフト「書家の
筆」SF-800と、安定感バツグンの業務
用サーマルプリンタ「RPシリーズ」等
による筆耕作業効率化のご提案を行なっ
ています。看板や横断幕、各種札作成ま
で、お客様の筆耕作業のお手伝いをさせ
ていただきます。
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●付帯サービス

弔文サービス

●付帯サービス

返礼品・ギフト
㈲アヴェク

返礼品・ギフト

㈲旭園

返礼品・ギフト

アピデ㈱

返礼品・ギフト

㈱いなば園

返礼品・ギフト

㈱ウィズネット

返礼品・ギフト

〒 103-0027 東京都中央区日本橋 2-16-13 ランディック日本橋ビル 7 階
03-5847-1188
http://www.inabaen.co.jp/
〒 103-0028 東京都中央区八重洲 1-9-13 八重洲駅前合同ビル 6 階
03-3241-6591
https://www.wiznet.jp/
返礼品・ギフト（お茶）

〒 421-0101 静岡市駿河区向敷地 1198-1
054-259-6775
http://www.oyaizu.co.jp/
返礼品・ギフト

㈱ CALM

返礼品・ギフト

㈱キングマカデミアン JAPAN

返礼品・ギフト

〒 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字北宿三ノ切 86-1
0586-86-4800
https://original-ai.jp/

返礼品・ギフト

トーコー商事㈱

返礼品・ギフト

〒 103-0001 東京都中央区日本橋 3-2-14
03-3643-1523
http://www.n-toko.com/

日本農産種苗㈱

返礼品「メモリーズフラワー」

〒 399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 9301
0265-79-2187
https://www.nichinou.co.jp/

㈱ハーモニック

カタログギフト

㈱濱田

返礼品・ギフト（梅干）

㈱ハラダ製茶販売

返礼品・ギフト

㈱ハリカ

返礼品・ギフト

福田㈱

返礼品・ギフト

㈱フジメン通商

返礼品・ギフト

㈱マイプレシャス

カタログギフト

〒 167-0035 東京都杉並区今川 3-14-3
03-3397-4431
http://www.harada-tea.co.jp/

〒 105-0004 東京都港区新橋 5-12-1 越田ビル 2 階
03-6459-0602
http://www.kingmacadamianjapan.co.jp/
返礼品・ギフト（海苔）

〒 144-0033 東京都大田区東糀谷 5-5-25
03-3743-8511
http://www.kinbara-nori.com/

国際経営㈱

〒 173-8512 東京都板橋区板橋 1-47-5
03-3579-1311
http://www.harika.co.jp/
〒 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘 1-22-4
06-6432-0444
https://www.fukuda-grp.co.jp/

返礼品・ギフト

〒 818-8555 福岡県筑紫野市牛島 472-3
092-925-6483
https://www.kokusaikeiei.co.jp/

〒 818-0138 福岡県太宰府市大字吉松 42-5
092-928-5528
http://www.fujimen.co.jp/

㈱澤口農園製茶工場

返礼品・ギフト（お茶）

㈱サンエース

返礼品・ギフト（お茶）

〒 240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク ノーススクエアⅠ 2 階
045-339-6120
http://www.myprecious.co.jp/

〒 426-0009 静岡県藤枝市八幡 606
054-643-9652
http://ocya.co.jp/

マルコメ㈱

返礼品・ギフト ( お味噌汁）

丸山製茶㈱

返礼品・ギフト ( お茶）

〒 381-2214 長野県長野市稲里町田牧字東大下 917
026-480-0379
https://www.marukome.co.jp/

〒 410-0306 静岡県沼津市大塚 33-6
055-967-3522
http://www.1-sunace.co.jp/

シーラック㈱

返礼品・ギフト

シャディ㈱

返礼品・ギフト

松和産業㈱

返礼品・ギフト

進吾㈱

返礼品・ギフト

大東㈱

返礼品・ギフト

〒 436-0016 静岡県掛川市板沢 510-3
0537-24-5588
https://maruyamaseicha.co.jp/

〒 421-0204 静岡県焼津市高新田 45-1
054-622-0185
http://www.sealuck.co.jp/

㈱みとわ

返礼品・ギフト

㈱モリ・エンタープライズ

返礼品・ギフト

㈱リンベル

カタログギフト

㈱ロワール

カタログギフト

〒 376-0011 群馬県桐生市相生町 3-502-4
0277-52-3039
http://www.mitowa.co.jp/

〒 105-0004 東京都港区新橋 6-1-11
03-5400-5668
http://shaddy.jp/
〒 816-0857 福岡市博多区西月隈 1-13-44
092-472-6979
http://www.showa-industrial.co.jp/

〒 277-0852 千葉県柏市旭町 4-1-5
04-7148-1251
http://www.mori-e.co.jp/
〒 103-0027 東京都中央区日本橋 3-13-6
03-3246-1144
https://www.ringbell.co.jp/

〒 722-0311 広島県尾道市御調町市 62-1
0848-77-0045
http://www.giftgardenshingo.jp/

ライフエンディングサポート企業ガイド2019

㈱ドウシシャ メモリアルギフト部

〒 646-0101 和歌山県田辺市上芳養 391
0739-37-0044
http://www.ume-hamada.co.jp/

〒 501-3245 岐阜県関市北福野町 2-6-20
0575-21-3117
http://calm1.co.jp/
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返礼品・ギフト

〒 955-8567 新潟県三条市北入蔵 3-10-20
0256-38-0008
https://www.harmonick.co.jp/

㈱オリジナルあい

〒 226-0016 横浜市緑区霧が丘 2-2-14
045-921-6581
http://www.1daito.co.jp/

東京フジメン㈱

〒 108-8573 東京都港区高輪 2-21-46
03-6408-5585
https://www.doshisha.co.jp/

〒 540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央 1-9-7
06-6941-2151
https://www.apides.co.jp/

㈱金原海苔店

返礼品・ギフト

〒 335-0034 埼玉県戸田市笹目 8-8-18
048-449-0071

〒 078-8242 北海道旭川市豊岡 12 条 3-4-9
0166-37-0130
http://www.asahien.co.jp

㈱小柳津清一商店

㈱東京三盛

〒 130-0021 東京都墨田区緑 4-13-10
03-3635-2691
http://www.tokyo-sansei.co.jp/

〒 364-0011 埼玉県北本市朝日 2-163-2
048-590-3330
http://www.avek.jp/

〒 577-0815 大阪府東大阪市金物町 1-6
06-6724-3584
http://www.loire.ne.jp/

ライフエンディングサポート企業ガイド2019
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●付帯サービス

返礼品用バッグ
エスパック㈱

不繊布バッグ、巾着・ふくさ

㈱ベルベ

手提紙袋

〒 165-0026 東京都中野区新井 2-1-19 パックマートビル
03-3389-8611
http://www.bellbe.co.jp/

〒 136-0071 東京都江東区亀戸 2-24-3
03-6715-7720
http://www.s-pack.jp/

㈱シモジマ

不繊布バッグ

㈱ヤマニパッケージ

不繊布バッグ、手提紙袋

〒 500-8650 岐阜県岐阜市清本町 2-44
058-274-3111
http://www.yamani-p.com/

〒 111-0053 東京都台東区浅草橋 5-29-8
03-3864-0061
https://www.shimojima.co.jp/

遺影写真加工・通信システム
㈱アスカネット

遺影写真加工

アスコテクニカ㈱

遺影写真加工

㈱サンネット

遺影写真加工

㈱デジタルスペース ワウ

遺影写真加工

㈲葉月写真工芸社

遺影写真加工

㈱ピーシーエッグ

遺影写真台紙

フジウェブ・ネット㈲

遺影写真加工

ベーシック㈱

遺影写真加工

㈱みづま

遺影写真加工

〒 690-0816 島根県松江市北陵町５２−２ ゆめっくす北陵 1 号室
0852-60-5187
https://www.smartiei.jp/

〒 731-0138 広島市安佐南区祇園 2-39-1
082-850-1223
https://www.mds.ne.jp/l
〒 542-0081 大阪市中央区南船場 4-4-10 辰野心斎橋ビル 6 階
06-6243-0570
http://www.shabow.net/

〒 981-3135 仙台市泉区八乙女中央 3-2-30 リバーサイドヒル及川 2 階
022-772-8361
http://www.fujiweb.net/
〒 540-0011 大阪市中央区農人橋 2-1-30 谷町八木ビル 9 階
06-6920-8700
http://www.basic-web.co.jp/

〒 371-0817 群馬県前橋市ぬで島町 161-5
027-290-3800
http://www.sn-net.co.jp/

〒 827-0002 福岡県田川郡川崎町大字池尻 403-1
0947-46-8422
https://www.mizuma-com.jp/

〒 981-0923 仙台市青葉区東勝山 3-5-10
022-727-0861
https://wow.ne.jp/

ユーロペーパージャパン㈱

写真台紙

竹野㈱

写真台紙

㈱チクマ

写真台紙

〒 011-0941 秋田県秋田市土崎港北 3-10-9
050-3541-0038
http://fsdirect.cart.fc2.com/

〒 558-0011 大阪市住吉区苅田 8-10-26
06-6696-5713
https://www.photo-hazuki.co.jp/

写真額縁・写真立て
㈲アートモモセ

遺影写真額縁

〒 577-0013 大阪府東大阪市長田中 2-3-18
06-6747-6515
https://www.shop-takeno.net/

〒 113-0031 東京都文京区根津 2-32-5
03-3821-9173
http://artmomose.net/

㈱浅沼商会

アルバム・フォトフレーム

〒 279-0012 千葉県浦安市入船 1-5-2 NBF 新浦安タワー 5 階
047-304-3200
http://www.asanumashoukai.co.jp/

クラキエンタープライズ（同）

遺影写真額縁

㈱サンリボン

額縁用リボン

大額㈱

遺影写真額縁

〒 344-0014 埼玉県春日部市豊野町 2-16-5
048-738-1815
https://chikuma-webshop.jp/

寺下額縁㈱

遺影写真額縁

〒 761-8074 香川県高松市大田上町 41
087-889-1368
http://www.terashita-frame.com/

〒 458-0003 名古屋市緑区黒沢台 3-1303
052-877-1670
http://www.gakuzo.com/

㈲西進

西陣織製遺影写真

〒 616-8105 京都市右京区太秦森ヶ前町 22-26
075-881-3898
http://nishishin.web.fc2.com/

〒 982-0811 仙台市太白区ひより台 45-35
022-245-0671
http://www.sunribbon.co.jp/

㈱みづま

遺影写真額縁

〒 827-0002 福岡県田川郡川崎町大字池尻 403-1
0947-46-8422
https://www.mizuma-com.jp/

〒 540-0005 大阪市中央区上町 1-25-17
06-6768-0121
https://www.daigakuco.jp/

メモリアルアルバム・ＤＶＤ・ビデオ制作
㈱アスカネット

メモリアルサービス・ビデオ、写真集

〒 731-0138 広島市安佐南区祇園 2-39-1
082-850-1223
https://www.mds.ne.jp/

㈱サンネット

メモリーアルバム

メモリアル商品「もしもしありがとう」

〒 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 2-12-1-203
03-5422-7615
https://soratobu-penguin.com/
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葬儀式中放映フォトムービー

〒 337-0053 さいたま市見沼区大和田町 2-1260
048-688-2424
http://www.tlip.co/

〒 371-0817 群馬県前橋市ぬで島町 161-5
027-290-3800
http://www.sn-net.co.jp/

㈱空飛ぶペンギン社

タイムラインピクチャーズ

㈱中日映像出版

お別れビデオ

〒 462-0047 名古屋市北区金城町 2-60-1
052-917-6620
http://www.chunichi-eizo.jp/

㈱ファンテックス

〒 441-8047 愛知県豊橋市鴨田町 50
0532-48-3111
https://www.fantechs.net/

追悼ビデオ編集システム

額縁とバラリボン

ライフエンディングサポート企業ガイド2019
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●フューネラルフラワー

生花
㈱ OASIS コーポレーション

胡蝶蘭

㈲オルグ

胡蝶蘭

〒 612-0882 京都市伏見区深草藪之内 44 グランドテラス晴雲 101
075-645-5336
切花輸入商社

㈱クリエイト

切花輸入商社

〒 289-1602 千葉県山武郡芝山町菱田 1098
0479-78-2286
http://www.classicjapan.co.jp/

花材仲卸、開花白菊

㈱サンヴィラージュ

生花祭壇装飾

葬儀生花装飾の技能認定、資格付与等

㈱フレシード

生花祭壇装飾

㈱フレネット HIBIYA

生花、鉢物、資材

北海道祭壇 Possible ～可能性～の会

生花祭壇装飾

〒 037-0064 青森県五所川原市下平井町 104-5
0173-34-3105

㈱シフラ

開花菊

㈱大栄フラワーサービス

㈲舞花

プリザーブドフラワー

㈱美咲

生花祭壇装飾

〒 262-0012 千葉市花見川区千種町 167-2
043-250-5755
http://www.maika.co.jp/

〒 135-0047 東京都江東区富岡 1-12-8 4 階
03-5646-1187
https://www.cifra.hanasuta.jp/
生花祭壇装飾

〒 812-0881 福岡市博多区井相田 3 丁目 3-53
092-588-8711
http://www.misaki-jp.org/

〒 918-8231 福井県福井市問屋町 1-42
0776-25-6080
http://www.daiei-f.com/
国内外切花、資材、花器

〒 106-8587 東京都港区南麻布 1-6-30
03-5444-8722
https://www.hibiya-lsp.com/

㈱ MICHALLON

胡蝶蘭、観葉植物

〒 106-0032 東京都港区六本木 3-4-5-318
03-3587-1718
https://www.michallon.com/

〒 590-0824 堺市堺区老松町 1-35-7
072-238-8735
http://www.ds-market.net/

ライフエンディングサポート企業ガイド2019

（一社）フューネラル・フラワー技能検定協会

〒 106-0047 東京都港区南麻布 2-2-3 エクレール南麻布 101
03-3456-5587
http://www.frenet-hibiya.co.jp/

〒 364-0006 埼玉県北本市北本 1-133
048-592-4114
http://tearsdirection.jp/
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生花祭壇装飾

〒 103-0004 東京都中央区東日本橋 2-13-5 秋山ビル 6 階
03-6240-9838
http://www.fleceed.com/

〒 243-0024 神奈川県厚木市長沼 253-1
046-226-1587
http://www.the-next-one.co.jp/

㈱日比谷花壇

㈱フォーシーズンズ

〒 154-0015 東京都世田谷区桜新町 2-12-22（㈱ユー花園 本社ビル 3 階）
03-5799-6221
https://affa.or.jp/

〒 564-0044 大阪府吹田市南吹田 5-27-23
06-6389-1121
http://www.create-flower.com/

㈱ディーマーケット

生花祭壇装飾

〒 239-0835 神奈川県横須賀市佐原 3-5-6
046-874-6138
http://forseasonsflower.jp/

㈱クラシック

㈱ザ・ネクスト・ワン

㈱ビューティ花壇

〒 862-0967 熊本市南区流通団地 1-46
096-370-0004
http://www.beauty-kadan.co.jp/

〒 409-3811 山梨県中央市極楽寺 705
055-273-4760
http://www.oasis-corp.asia/

生花祭壇装飾

㈱ユー花園

〒 154-0015 東京都世田谷区桜新町 2-12-22
03-3706-8701
https://www.youkaen.com/

生花祭壇装飾

㈲市原産業

造花「祈花 INORIKA」

㈱ OASIS コーポレーション

プリザーブドフラワー

㈱大地農園

プリザーブドフラワー、ドライフラワー

㈲カラコレス

プリザーブドフラワー、アートフラワー

FRP 花器、ヘキサゴンベース・スタンド

フロールエバー㈱

プリザーブドフラワー

㈲舞花

プリザーブドフラワー

〒 262-0012 千葉市花見川区千種町 167-2
043-250-5755
http://www.maika.co.jp/

〒 380-0803 長野県長野市三輪 9-5-30
026-243-6668
https://www.caracoles.jp/

㈱彩静堂

コットンフラワー

㈱ MICHALLON

ZEN とフレンチスタイルの造花

〒 106-0032 東京都港区六本木 3-4-5-318
03-3587-1718
https://www.michallon.com/

〒 990-2175 山形県山形市中野目 288-11
023-681-7213
http://www.saiseidou.co.jp/
納棺用花びら「ペタル」

〒 850-0045 長崎県長崎市宝町 9-14
0120-03-0004
http://www.actyjapan.com/san-ai/
プリザーブドフラワー

モノ・インターナショナル㈱

プリザーブドフラワー

〒 114-0011 東京都北区昭和町 2-1-21
03-3893-0168
http://www.mo-no.co.jp/

㈲和光造花製作所

アートフラワー祭壇（造花祭壇）

〒 216-0001 川崎市宮前区野川 223-2
044-798-2721
http://www.wakouzouka.co.jp/

〒 210-0803 川崎市川崎区川中島 2-8-8
044-288-4588
http://www.sinobuhana-ffa.com/

㈱スープ

㈱ノムラ

〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-8-3 神田 91 ビルディング 5 階
03-5244-4687
http://www.florever.jp/

〒 669-3154 兵庫県丹波市山南町工業団地内
0795-77-2311
http://www.ohchi-n.co.jp/

（一社）ジャパンフューネラルフラワー協会

造花、アーティフィシャルフラワー、プリザーブドフラワー

〒 601-8114 京都市南区上鳥羽南鉾立町 19-1
075-681-1187
http://www.nomura87.co.jp/

〒 409-3811 山梨県中央市極楽寺 705
055-273-4760
http://www.oasis-corp.asia/

㈲三愛

㈱東京堂

〒 160-0007 東京都新宿区荒木町 13-3
03-3359-3331
http://www.e-tokyodo.com/

〒 236-0033 横浜市金沢区東朝比奈 1-1-1
045-781-3147
http://www.inorica.net/

プリザーブドフラワー

〒 586-0026 大阪府河内長野市寿町 9-20
0721-53-8741
http://www.soupinc.net/

花卉用資材
大橋産業㈱

花環用ポリカバー

クリザール・ジャパン㈱

切花用鮮度保持剤

リボン、ギフトラッピング素材

㈱ノムラ

FRP 花器、ヘキサゴンベース・スタンド

〒 601-8114 京都市南区上鳥羽南鉾立町 19-1
075-681-1187
http://www.nomura87.co.jp/

〒 584-0022 大阪府富田林市中野町東 2-4-25
0721-20-1212
https://www.chrysal.com/ja

小宮商事㈱

花卉用資材各種

㈱シモジマ

花卉用資材各種

フジ日本精糖㈱

切花栄養剤「キープ・フラワー」

〒 424-0924 静岡市清水区清開 1-4-10
054-334-5354
https://www.fnsugar.co.jp/

〒 210-0843 川崎市川崎区小田栄 1-11-18
044-366-2751
http://www.komiyasyouji.co.jp/
〒 111-0053 東京都台東区浅草橋 5-29-8
03-3864-0061
http://www.shimojima.co.jp/

㈲セイリン

東京リボン㈱

〒 160-0004 東京都新宿区四谷 3-2-2 TR ビル
03-3353-6511
http://www.tokyoribbon.co.jp/

〒 960-0112 福島県福島市矢野目字境田 2-2
024-557-0111
https://www.oohashisangyou.jp/

LED ライティングケース「光輪」

〒 329-2336 栃木県塩谷郡塩谷町風見 962-3
0287-46-0981
http://seirin414.p-kit.com/

㈱リード商事

フラワーアレンジメント資材

〒 144-0033 東京都大田区東糀谷 5-7-8
03-5736-0361
http://www.leadshoji.co.jp/

わかすぎ作業所

葬儀用スタンド

〒 899-3308 鹿児島県日置市吹上町中之里 2189-3
099-296-4470

会員制花卉取引サービス
㈱オークネット・アグリビジネス

フラワーオークション等運営サポート

〒 107-8349 東京都港区北青山 2-5-8 青山 OM スクエア 8 階
03-6440-2400
http://www.ba-net.jp/

㈱シフラ

インターネット花市場「ハナスタ」

〒 135-0047 東京都江東区富岡 1-12-8 4 階
03-5646-1187
https://www.cifra.hanasuta.jp/

ライフエンディングサポート企業ガイド2019

27

●フューネラルフラワー

造花・プリザーブドフラワー

●会館設計・設備機器

葬祭会館企画・設計・コンサルティング
アイコムズ㈱

数寄清計画研究所㈱

㈱アルファ・ネット コンサルティング＆デザイン

㈱タイト設計

㈱インタージャンク 一級建築士事務所

大和ハウス工業㈱

㈱Ａ. Ｋ設計 / アーキテクト・ケイ

DABURA.i

㈱Ａ - ＵＮ 一級建築士事務所

㈱ＮＥＯ建築事務所

㈱エルブレイン

㈱フクイク

㈱構想企画 ＡＢＥ建築事務所

三井ホーム㈱

㈱ SASSOU

㈱吉村建築事務所

〒 810-0012 福岡市中央区白金 1-5-22
092-791-9880
http://www.icoms.jp/

〒 374-0026 群馬県館林市新宿 1-1-13
0276-72-1007
http://www.sukisuki.co.jp/

〒 550-0003 大阪市西区京町堀 1-14-32 セイケンビル 2 階
06-6441-5331
https://www.ang.co.jp/

〒 371-0032 群馬県前橋市若宮町 4-23-1
027-237-3580
http://www.taito-architect.com/

〒 150-0034 東京都渋谷区代官山町 2-7 シャトレ代官山 PH-1001
03-3770-0935
http://www.inter-junc.com/

〒 530-8241 大阪市北区梅田 3-3-5
06-6342-1721
http://www.daiwahouse.co.jp/

〒 165-0031 東京都中野区上鷺宮 2-13-3 グランベル鷺宮サンクチュアリ 402 号
03-3577-8535
http://www.a-k.jp/

〒 810-0022 福岡市中央区薬院 3-7-16-402
092-775-0887
http://www.dabura-i.com/

〒 812-0004 福岡市博多区榎田 2-1-19
092-411-8222

〒 604-0045 京都市中京区小川通二条下ル古城町 352-3
075-222-2216
http://www.neo-aa.co.jp/

〒 651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 1-47
078-907-2557
http://www.l-brain-trading.com/

〒 161-0034 東京都新宿区上落合 1-16-2 CRAYON OCHIAI 4 階
03-6304-0144
http://fukuiku.me/
〒 330-8669 さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 ソニックシティビル 31 階
0120-24-3186
http://www.mitsuihome.co.jp/

〒 982-0034 仙台市太白区西多賀 1-6-26
022-244-5555
http://www.koso-abe.co.jp/

〒 606-8447 京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町 28
075-771-6071
http://www.yoshimura-ao.co.jp/

〒 103-0004 東京都中央区東日本橋 3-7-7-1410
03-6316-1822

㈱スカイピラーアーキテクツ

〒 158-0083 東京都世田谷区奥沢 3-29-9 bloom201
03-5754-4402
http://www.skypillar.com/

Hearing

Branding

consult

construct

商品づくり
（ 建築 ）

educate

コトづくり
（ 人）

〒108-0071 東京都港区白金台5-11-3 バルビゾン91-502
TEL.03-6455-1463 FAX.03-6455-1464
【ミーティングルーム】
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11F OFFICE18
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commune

サービス 創出

promotive

イメージの伝達

お客様満足の創出

イワトー㈱

和室用椅子・テーブル

㈱インターデコム

装飾建材

㈱エイ・ディ・エイ

輸入家具・照明

㈱泰山堂

屏風・パーテーション

タカラスタンダード㈱

ホーロー壁装材

〒 332-0015 埼玉県川口市川口 2-14-31
048-299-9412
http://www.takara-standard.co.jp/

〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 1-26-6 ADA ビル
03-3373-4061
http://www.ada-co.jp/

㈱エルブレイン

家具・インテリア

キャレモジ

インテリアアート

豊橋木工㈱

椅子各種

〒 441-3302 愛知県豊橋市杉山町字知原 12-1052
0532-23-2151
http://toyomoku.co.jp/

〒 651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 1-47
078-907-2557
http://www.l-brain-trading.com/

㈱八木研

和室用椅子・テーブル

〒 537-0011 大阪市東成区東今里 2-7-37
06-6972-1201
https://yagiken.co.jp/

〒 107-0062 東京都港区南青山 5-11-24
03-5766-7377
https://www.carremoji.jp/
椅子・テーブル、パーティション

㈱和紙来歩

アクリル装飾建材

㈱ D&A コンサルティング

自動焼香システム

〒 601-8104 京都市南区上鳥羽角田町 52
075-681-9123
http://washilife.com/

〒 321-0911 栃木県宇都宮市問屋町 3172-43
028-657-0155
http://www.kobori-s.co.jp/

㈱ジャパン唐和

椅子・テーブル・ソファ

〒 720-0824 広島県福山市多治米町 5-17-5
084-953-9820
http://byoubu-ya.com/

〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 1-20-9 松栄虎ノ門ビル
03-3502-1056
http://www.interdecom-co.com/

㈱コボリ

㈱ジャパン唐和木業

〒 278-0035 千葉県野田市中野台 98-1
047-126-5026
http://www.japan-towa.jp/

〒 509-5171 岐阜県土岐市泉北山町 10-2
0572-55-0890
https://minohan-net.com/

ホール用椅子、式場家具

〒 575-0034 大阪府四條畷市江瀬美町 14-8
072-879-0721
http://www.japan-touwa.co.jp/

サイン・看板・ＰＯＰ、案内表示システム
㈱アイワ広告

看板製造、看板コンサルティング

〒 386-0012 長野県上田市常田 2-17-21
0268-71-6959
http://d-astyle.co.jp/

〒 194-0023 東京都町田市旭町 1-21-14
042-710-1200
http://www.aiwa-ad.co.jp/

朝日木材加工㈱

木製サイネージスタンド「AVAWOOD」

㈱アスカネット

デジタルサイネージ「葬サイネージ」

㈱インターコスモス

ディスプレイスタンド

〒 103-0004 東京都中央区東日本橋 2-8-3
03-5821-4954
https://www.inter-cosmos.co.jp/
照明・看板・サイン資材

㈲ネットワード

電子表示板配信システム

㈱ソア

マイスター㈱

案内看板

〒 336-0926 さいたま市緑区東浦和 7-14-27
048-747-6633

マックス㈱

表示物（案内看板、供物札、花環等）作成

三菱電機㈱

デジタルサイネージ

〒 103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町 6-6
03-3669-8108
http://www.max-ltd.co.jp/

〒 301-0839 茨城県龍ヶ崎市出し山町 47
0297-60-7110
http://www.threelike.co.jp/
オリジナル電光看板

〒 354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東 1-9-31 つるせ薬局ビル 3 階
049-255-5811
http://www.soa-co.com/

ソシオあすか

デジタルサイネージ

〒 491-0914 愛知県一宮市花池 2-22-3
0586-43-3659
http://netword.co.jp/wp/

〒 731-0138 広島市安佐南区祇園 2-39-1
082-850-1223
https://www.mds.ne.jp/

㈱スリーライク

㈱日本ソフトウエアサービス

〒 336-0031 さいたま市南区鹿手袋 4-6-23
048-836-2681
http://www.nspop.co.jp/

〒 440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島 87
0532-53-3338
https://www.asahiwood.co.jp/

事業向け人型ロボット“Pepper for Biz”

〒 973-8404 福島県いわき市内郷内町磐堰 86
0246-45-1045
http://www.socio-aska.co.jp/

〒 100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 東京ビル
03-3218-6122
https://www.mitsubishielectric.co.jp/

㈱ワイイーシーソリューションズ

斎場施設、販売管理システム

〒 231-0023 横浜市中区山下町 22 山下町 SSK ビル 14 階
045-664-5383
https://www.yec.ne.jp/

会館備品
㈱えいむ

会場・宿泊施設の備品、ファイル等

〒 132-0035 東京都江戸川区平井 5-33-8
03-3614-0590
http://menu-aim.co.jp/

㈱ソノ

名入れ 会員証ファイル、重要書類ファイル等

〒 691-8602 島根県出雲市東福町 1984-2
0853-62-2427
http://www.sono-gift.co.jp/
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●会館設計・設備機器

家具・インテリア

●会館設計・設備機器

音響・映像・照明・防犯システム
㈱インターメディア

照明・音響・映像・制御システム

㈱ファンテックス

葬祭会館演出設備各種

〒 441-8047 愛知県豊橋市鴨田町 50
0532-48-3111
https://www.fantechs.net/

〒 166-0003 東京都杉並区高円寺南 2-1-2
03-3317-1600
http://www.inter-media.co.jp/

㈱エクシング

オルゴール

㈱エルックス

LED キャンドルライト

三菱電機㈱

LED 照明

〒 100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 東京ビル
03-3218-6122
https://www.mitsubishielectric.co.jp/

〒 105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1
03-6848-1338
https://xing.co.jp/

㈱ヤマト

防犯カメラリースシステム

〒 615-0051 京都市右京区西院安塚町 24
075-311-7811
https://yamatocf.com/

〒 101-0047 東京都千代田区内神田 1-12-12 美土代ビル 3 階 B 室
03-6273-7412
http://www.elux.co.jp/

㈱コスモサウンド

オーディオシステム

㈱コボリ

音響・照明システム

㈱シーマ

映像・音響・情報システム

㈱レッツコーポレーション

お経専用ポータプルスピーカー

〒 460-0002 名古屋市中区丸の内 2-6-10
052-201-6230
http://www.lets-co.jp/

〒 135-0062 東京都江東区東雲 1-9-22-301
03-6221-2671
http://www.cosmosound.co.jp/

㈱ワイイーシーソリューションズ

斎場施設、販売管理システム

〒 231-0023 横浜市中区山下町 22 山下町 SSK ビル 14 階
045-664-5383
https://www.yec.ne.jp/

〒 321-0911 栃木県宇都宮市問屋町 3172-43
028-657-0155
http://www.kobori-s.co.jp/
〒 564-0053 大阪府吹田市江の木町 20-10
06-6310-4100
http://www.cima-net.co.jp/

空調機器・分煙システム
㈱カワイチ

遠赤外線電気ヒーター

ダイキン HVAC ソリューション東京㈱

空調機器メンテナンス

三菱電機㈱

空調機器

〒 100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 東京ビル
03-3218-6122
https://www.mitsubishielectric.co.jp/

〒 110-0015 東京都台東区東上野 1-14-9
03-6240-1386
http://www.kw1.jp/

㈱利光ファシリティーズ

空調機器メンテナンス

㈱リラインス

業務用ディフューザー

〒 226-0011 横浜市緑区中山町 307-8
045-482-7193
http://www.ricou-f.com/

〒 151-8583 東京都渋谷区代々木 2-2-1 小田急サザンタワー 14 階
03-3374-5605
http://www.daikin-hvac-tokyo.co.jp/

㈱トルネックス

分煙機

㈱ネクシィーズ

LED 照明・空調機器のレンタル

〒 106-0031 東京都港区西麻布 3-16-28
03-3479-9214
https://www.le-bain.com/

〒 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 6-6 小倉ビル
03-5643-5800
https://www.tornex.co.jp/
〒 150-0031 東京都渋谷区桜丘町 20-4 ネクシィーズ スクエアビル
0120-945-709
https://www.nexyz.jp/

省エネコンサルティング
日本テクノ㈱

電気の「見える化」による省エネコンサルティング

〒 163-0651 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 51 階
https://www.n-techno.co.jp/
03-5909-5128

リラクセーション機器
㈱アイシム医療器

アルファダック治療器

〒 116-0011 東京都荒川区西尾久 4-12-11-146
http://www.icm-alphaduck.sakura.ne.jp/5101.html
03-5855-7318

㈱ VIP グローバル

血行促進用管理医療器具

マッサージチェア

〒 108-0023 東京都港区芝浦 3-2-16 田町イーストビル 1 階
http://www.fujiiryoki.com/
03-3769-6600
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DX トレーナー（管理医療機器）

〒 812-0016 福岡市博多区博多駅南 6-10-13
092-434-2020
http://www.merci-net.co.jp/

㈱ヤマト

〒 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町 1-6-5
0742-48-0266
http://www.k-yamato.co.jp/

〒 532-0011 大阪市淀川区西中島 5-7-17
http://www.vip-global.co.jp/
06-6304-9515

㈱フジ医療器

㈱メルシー

健康機器、医療機器

㈲アッシュオン

いのりのしんじゅ

㈲アルゴダンザ・ジャパン

メモリアルダイヤモンド

㈱インブルームス

手元供養品各種

㈲博國屋

手元供養品各種

㈲ベストプロデュース

言の葉のおくり詩

〒 981-0954 仙台市青葉区川平 5-4-30 キャピタル中山 4F
022-303-3185
https://www.best-produce.co.jp/

〒 422-8074 静岡市駿河区南八幡町 5-3
054-260-7014
http://www.inblooms.co.jp/
メモリアルダイヤモンド

ネームインポエム「おくる言葉」

エミアスダイヤモンド

㈱ボンズコネクト

遺骨ペンダント、手元供養品

㈱未来創想

手元供養品各種

〒 541-0057 大阪市中央区北久宝寺町 4-2-10 東明ビル 5 階（南御堂南側）
06-6121-6277
https://www.miraisoso.jp/

〒 980-0822 仙台市青葉区立町 20-10 ピースビル西公園 3 階
022-302-7011
https://emiasudiamond.jp/

㈱オーヴィア セト

遺石

㈱ムショウラク

供養用墓石

〒 416-0919 静岡県富士市松富町 97
0545-62-0559
https://ouchi-haka.com/

〒 157-0065 東京都世田谷区上祖師谷 5-26-1
03-6279-5705
http://aurvia.com/

㈱家研

クリスタルメモリー「心晶」

〒 540-0026 大阪市中央区農人橋 1-1-7 谷町エクセルビル 3 階
06-6314-6561
http://bondsconnect.co.jp/

〒 066-0063 北海道千歳市幸町 6-14-9 リーガルオフィス 3 階
0123-21-9151
https://www.name-in-poem.co.jp/

㈱ NE コミュニケーションズ

（同）ポライトテクノ

〒 460-0012 名古屋市中区千代田 2-25-13 ダイアパレス上前津 409
0561-59-5252
http://crystal-memory.com/

〒 107-0062 東京都港区南青山 2-27-7 K ビル 1 階
03-5785-3585
http://www.towani-tomoni.com/

㈱ WILL BE

ミニ骨壺、手元供養台

〒 604-0993 京都市中京区久遠院前町 669 サンアートビル 4 階
075-257-7838
https://www.hirokuniya.com/

〒 420-0032 静岡市葵区両替町 2-4-15 静岡 O・N ビル 7 階
054-253-7130
http://www.algordanza.co.jp/

㈱ WiTHART

㈱ハシモト清

〒 933-0911 富山県高岡市あわら町 12-18
0766-22-8460
http://www.hashimoto-sei.com/

〒 458-0912 名古屋市緑区有松町桶狭間生山 1-148
052-625-4418
http://www.inorinoshinju.com/

フローラルメモリ

〒 584-0023 大阪府富田林市若松町東 2-5-20
0721-24-7501
http://sougi.bestnet.ne.jp/goods/kaken/

カドミ光学工業

手元供養品各種

㈱こもりコーポレーション

手元供養品各種

㈱清蓮

遺骨ペンダント

㈱メモリアルアートの大野屋

手元供養品各種

㈱メモリアルスタイル

手元供養品各種

〒 163-0638 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 38 階
03-6863-4111
http://www.ohnoya.co.jp/temoto/
〒 103-0027 東京都中央区日本橋 3-2-14
0120-113-070
http://www.memorial-style.com/

〒 191-0024 東京都日野市万願寺 2-25-7
042-587-7707
http://www.fromnowhere.jp/

森正㈱

パーソナル供養「祈り COCO」

〒 771-0201 徳島県板野郡北島町北村字鍋井 3-9
088-698-3003
http://www.inoricoco.com/

〒 103-0016 東京都中央区日本橋小網町 11-6
03-3666-8886
http://www.komori-corp.co.jp/

㈱レイセキ

手元供養品各種

〒 590-0072 大阪府堺市堺区中向陽町 1-6-1
072-228-6152
http://reiseki.net

〒 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町 447-1-604
045-865-2041
http://seiren-inori.com/

遺品整理・遺品供養
キーパーズ㈲

遺品整理

㈱クラウドテン

お焚き上げ

クロスアンドクラウンセキュリティインテリジェンス（同）

デジタル遺品整理

㈱ケアサービス

クリーンサービス

遺品整理

フェイス㈱

遺品整理

双葉トータルケア㈱

遺品整理、お焚き上げ

㈱メモリアルスタイル

遺品整理、お焚き上げ

〒 463-0069 名古屋市守山区新守西 1015
052-794-5246
http://www.futaba-kk.jp/

〒 144-0054 東京都大田区新蒲田 3-15-7
03-5713-1614
https://www.care.co.jp/
デジタル遺品整理

〒 107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル B1 階㈱データサルベージ社内
03-5772-2370
http://www.lxxe.jp/
デジタル遺品整理

〒 104-0061 東京都中央区銀座 7-13-12 サクセス銀座 7 ビル 6 階
03-6264-1515
https://digitaldata-solution.co.jp/

TRUST-RB

遺品整理

〒 444-0903 愛知県岡崎市東大友町並木側 13
0120-756-302
http://www.tokusosaizensen.jp/

日本デジタル終活協会

ヒューマンケア㈱

〒 264-0033 千葉市若葉区都賀の台 4-5-9-101
043-256-2213
https://faith530.com/

〒 107-0052 東京都港区赤坂 8-8-10 AKASAKA8 ビル B1 階
03-6721-0925
https://michinori.pro/

デジタルデータソリューション㈱

デジタル遺品整理

〒 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町 3-27-5 IBM 三番町ビル B-1
03-5636-8183
http://www.humancare.jp/

〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 1-1-21 新虎ノ門実業会館 5 階
03-6869-8722
https://www.otakiage.com/

（一社）デジタル遺品研究会ルクシー

日本 PC サービス㈱

〒 564-0052 大阪府吹田市 広芝町 9-33 プレシデントビル 7 階
06-6734-4985
https://www.4900.co.jp/

〒 143-0011 東京都大田区大森本町 2-4-22
03-5767-5222
http://keepers.co.jp/

デジタル遺品整理

〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 1-16-4 アーバン虎の門ビル 4 階 ( 弁護士法人 L ＆ A 内 )
03-6205-7180
https://digital-shukatsu.net/

〒 103-0001 東京都中央区日本橋 3-2-14
03-3643-1523
http://www.c-lifecompany.com/

㈱友心

遺品整理

㈱リリーフ

遺品整理

㈱ワンズライフ

遺品整理

〒 818-0005 福岡県筑紫野市原 265-4
092-408-5939
http://yushin-magokoro.com/
〒 662-0934 兵庫県西宮市鳴尾浜 2-1-26
0798-47-4455
https://relief-company.jp/
〒 156-0043 東京都世田谷区松原 2-44-1
044-201-9550
https://ihinseiri-oneslife.com/
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●ビフォー・アフターサービス

手元供養品（メモリアルグッズ）

●ビフォー・アフターサービス

手続きサポート（相続手続等）
司法書士法人ＮＣＰ ㈱ＮＣＰ相続支援センター

相続手続支援

OAG 税理士法人

相続・事業承継

「相続手続カウンセラー」資格認定事業

相続手続支援センター

相続手続支援

㈱レガシィ

相続手続支援

フェニックス少額短期保険㈱

少額短期保険

フローラル共済㈱

少額短期保険

ベル少額短期保険㈱

少額短期保険

〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 6-16-6 タツミビル 11 階
03-3343-3261
http://www.souzoku-tetsuzuki.com/

〒 102-0076 東京都千代田区五番町 6-2 ホーマットホライゾンビル
03-3237-7500
https://www.oag-tax.co.jp/

岡野雄志税理士事務所

（一社）相続手続カウンセラー協会

〒 651-0085 神戸市中央区八幡通 4-2-18 昭和住宅・福本ビル 7 階
078-251-7668
https://www.souzoku-c.net/

〒 160-0008 東京都新宿区三栄町 23-1 ライラック三栄 B1 階
03-5367-5930
http://www.ncp-law.com/

相続手続支援

〒 100-6806 東京都千代田区大手町 1-3-1 JA ビル 6 階
03-3214-2525
http://legacy.gr.jp/

〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 3-7-18 第 2 上野ビル 9 階
045-620-4414
https://www.souzoku-zei.jp/

生命保険、少額短期保険、信託
あんしんネット少額短期㈱

少額短期保険

エス・シー少額短期保険㈱

少額短期保険

㈱クローバー少額短期保険

少額短期保険

〒 830-0047 福岡県久留米市津福本町 6-3-105
0942-32-0096
http://phoenixssi.com/

〒 337-0071 さいたま市浦和区上木崎 2-14-24
048-826-2090
https://www.ansin-ssi.com/

〒 981-0962 仙台市青葉区水の森 3-41-15
022-303-0701
http://www.floral-shoutan.co.jp/

〒 737-0811 広島県呉市西中央 2-2-12 法宴会館ビル 6 階
0823-32-1755
http://www.sc-ssi.co.jp/

〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-7-3
092-474-4444
http://www.bell-shotan.co.jp/

〒 105-0013 東京都港区浜松町 1-20-8 浜松町一丁目ビル 5 階
03-5472-7628
http://www.clover-ins.jp/

サーバントラスト信託㈱

葬儀費用預り信託

みどり生命保険㈱

生命保険

〒 114-8595 東京都北区王子 6-3-43
03-5902-3955
https://midori-life.com/

〒 550-0002 大阪市西区江戸堀 1-10-2 肥後橋ニッタイビル 4 階
06-6136-7249
http://www.servant.jp/

㈱サン・ライフ・ファミリー

少額短期保険

ＪＭＭ少額短期保険㈱

少額短期保険

㈱メモリード・ライフ

少額短期保険

㈱山田エスクロー信託

葬儀生前予約信託

ハッピーメモリーズ㈱

家系図作成アプリ

〒 101-0064 東京都千代田区猿楽町 2-8-16 平田ビル 6 階
03-3233-0211
http://memoleadlife.co.jp/

〒 254-0024 神奈川県平塚市馬入本町 13-2
0463-22-2953
https://www.sunlife-family.com/

〒 220-0004 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 15 階
045-325-5081
https://www.y-escrow-trust.co.jp/

〒 232-0014 横浜市南区吉野町 3-7 ヘンミビル 2 階
045-252-7779
http://www.jmm-corp.jp/

家系図作成
家樹㈱

家系図作成

㈱浄華

家系図作成

〒 530-0053 大阪市北区末広町 2-38
06-6364-7767
http://www.happy-memories.jp/

〒 104-0061 東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 8 階
03-3538-8200
https://ka-ju.co.jp/

ファミリーヒストリー記録社

家系図作成

〒 121-0813 東京都足立区竹の塚 1-40-15 庄栄ビル 5 階
03-5809-4688
https://familyhistoryrecord.jp/

〒 486-0801 愛知県春日井市上田楽町 2680-1
0568-81-5070

●埋葬サービス

散骨・自然葬
㈱アイエム

樹木葬

㈲アッシュオン

海洋散骨「志摩海葬」

樹木葬

〒 108-0074 東京都港区高輪 2-16-13
03-5447-5285
https://anchorage.co.jp/

公益財団法人 沖縄県メモリアル整備協会

海洋散骨・吏対供養「美ら海」

〒 901-2406 沖縄県中頭郡中城村字当間 340
098-870-3666
https://oki-memorial.org/
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海洋散骨

㈱銀河ステージ

宇宙葬

〒 550-0012 大阪市西区立売堀 1-7-18 国際通信社ビル 8 階
06-6531-8038
http://ginga-net.com/

〒 458-0912 名古屋市緑区有松町桶狭間生山 1-148
052-625-4418
http://www.simakaisou.com/

㈱アンカレッジ

㈲風

〒 102-0084 東京都千代田区二番町 1-2-324
03-5213-3844
http://sankotsu-kaze.com/

〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-8-1 八重洲中央ビル 6 階
03-3535-5555
https://www.aiemu.co.jp/

㈱ジール

海洋散骨「グランブルーセレモニー」

〒 108-0022 東京都港区海岸 3-21-35 芝浦岸壁ビル 2 階
03-3454-0432
http://www.sankotsu.net/

戸田葬祭サービス㈱

〒 174-0041 東京都板橋区舟渡 4-16-11
03-5970-4149
http://www.kazurajima.jp/

自然葬「カズラ島散骨」

海洋散骨「琉宮海葬」

〒 136-0073 東京都江東区北砂 3-33-13
03-5634-3677
http://ryukyukaisou.com/

㈱ハウスボートクラブ

㈱丸栄

海洋散骨

〒 929-0126 石川県能美市山口町タ 195
0761-21-6351
http://www.maruei-ishikawa.co.jp/

海洋散骨「ブルーオーシャンセレモニー」

〒 135-0002 東京都江東区住吉 2-2-4
03-6659-9801
https://blueoceanceremony.jp/

㈱メモリアルスタイル

海洋散骨、樹木葬

〒 103-0027 東京都中央区日本橋 3-2-14
0120-113-070
http://www.memorial-style.com/

㈱バルーン工房

バルーン葬

〒 320-0055 栃木県宇都宮市下戸祭 2 丁目 13-5
028-625-0044
http://www.balloon-sou.com/

㈱レイセキ

海洋散骨「海散華」

〒 590-0072 大阪府堺市堺区中向陽町 1-6-1
072-228-6152
http://reiseki.net

納骨堂・永代供養墓
㈱アイエム

寺院納骨堂、納骨壇の設計施工

㈲川本商店

永代供養墓の計画施工

共栄工業㈱

納骨ロッカー

㈱ニチリョク

納骨堂の建設・販売・運営管理

〒 167-0023 東京都杉並区上井草 1-33-5
03-3396-3001
http://www.ryobo.com/

〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-8-1 八重洲中央ビル 6 階
03-3535-5555
https://www.aiemu.co.jp/

法輪山 證大寺

永代供養墓「證大寺」「森林公園昭和浄苑」「船橋昭和浄苑」

〒 134-0003 東京都江戸川区春江町 4-23-1
03-3653-4499
https://tegamidera.jp/

〒 333-0844 埼玉県川口市上青木 1-7-4
048-254-2222
http://www.kanze.co.jp/

㈱霊園・墓石のヤシロ

永代供養墓「なごみ霊廟」

〒 563-0013 大阪府池田市中川原町 17-12
072-748-3000
https://www.yasiro.co.jp/

〒 140-0013 東京都品川区南大井 3-28-15 祐ビル 4 階
03-3762-1235
http://kye.jp/

霊園・墓石
㈱アイエム

寺院墓地で墓石建立

㈱石長

デザイン墓石、墓所紹介

墓地・霊園の建設・販売・運営管理

㈱はせがわ

墓石販売

〒 812-0026 福岡市博多区上川端町 12-192
092-263-7600
https://www.hasegawa.jp/

〒 248-0006 神奈川県鎌倉市小町 2-14-8
0120-25-7033
https://www.ishichou.co.jp/

㈲川本商店

墓装用品

㈱メモリアルアートの大野屋

墓所・墓石の販売

〒 163-0638 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 38 階
03-6863-4111
http://www.ohnoya.co.jp/

〒 333-0844 埼玉県川口市上青木 1-7-4
048-254-2222
http://www.kanze.co.jp/

㈱ココ・プランニング

㈱ニチリョク

〒 167-0023 東京都杉並区上井草 1-33-5
03-3396-3001
http://www.nichiryoku.co.jp/boseki/

〒 104-0031 東京都中央区京橋 2-8-1 八重洲中央ビル 6 階
03-3535-5555
https://www.aiemu.co.jp/

霊園の企画・造成等、石材の加工・販売

㈱霊園・墓石のヤシロ

霊園販売・管理・運営

〒 563-0013 大阪府池田市中川原町 17-12
072-748-3000
https://www.yasiro.co.jp/

〒 166-0015 東京都杉並区成田東 4-38-17-7F
03-5307-7744
https://cocoplanning.com/

仏壇・仏具
㈱金宝堂

創価学会仏壇・仏具

ずゞや㈱

仏壇・仏具各種

プラチナ・モダン仏具

花供養墓「MUSUBI- むすび -」

〒 869-1217 熊本県菊池郡大津町森字居島 827-2
096-213-4533
http://www.do-a.co.jp/

仏壇・仏具各種

丸喜㈱

仏壇・仏具各種

森正㈱

仏壇・仏具各種

㈱八木研

現代仏壇・仏具

〒 771-0201 徳島県板野郡北畠町北村字鍋井 3-9
088-698-3003
http://www.morisho.jp/

〒 158-0093 東京都世田谷区上野毛 1-18-27
03-6432-2387
https://hana-kuyobo.com/

㈱ド・ア

㈱保志

〒 604-0001 京都市中京区室町通り丸太町下る道場町 20
075-241-3161
https://www.maruki.co.jp/

〒 104-0061 東京都中央区銀座 1-7-7
0120-556-826
https://www.ginzatanaka.co.jp/

㈱テンマック

仏壇・仏具各種

〒 965-0844 福島県会津若松市門田町一ノ堰村東 40
0242-27-4380
http://www.alte-meister.co.jp/

〒 761-8054 香川県高松市東ハゼ町 13-1
0878-65-2333
https://www.zuzuya.co.jp/

田中貴金属ジュエリー㈱

㈱はせがわ

〒 812-0026 福岡市博多区上川端町 12-192
092-263-7600
https://www.hasegawa.jp/

〒 278-0035 千葉県野田市中野台 440-8
04-7125-7725
http://www.sgibutsudan.com/

納骨仏壇「縁花」

〒 537-0011 大阪市東成区東今里 2-7-37
06-6972-1201
http://www.yagiken.co.jp/
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●埋葬サービス

㈱パイル 21

●ペット葬祭

ペット葬用品
㈱インラビングメモリー

ペット棺・骨壺・位牌等

シンワ㈱

㈲フラワー企画

ペット葬祭用品

〒 529-1812 滋賀県甲賀市信楽町神山 1409-2
0748-82-2611
http://www.flower-kikaku.co.jp/

〒 337-0051 さいたま市見沼区東大宮 2-38-6
048-661-2100
http://inlovingmemory.co.jp/
ペット用段ボール製棺

森敬㈱

ペットメモリアル関連商品

〒 607-8217 京都市山科区勧修寺閑林寺 44
075-572-1212
http://www.marierose-pet.com/

〒 569-8512 大阪府高槻市大塚町 5-1-2
072-675-5973
http://www.shinw.co.jp/

㈱登喜

ペット葬祭用品

㈱トムキャット

ペット葬祭用品

吉田木工所プラス

ペット用木棺

〒 659-0021 兵庫県芦屋市春日町 22-7
0797-23-2198
http://www.yo-mo.jp/

〒 335-0002 埼玉県蕨市 2-14-7 蕨北野マンション 2 階
048-430-7706
http://www.tokilife.net/

ロングライト

ペット棺

〒 481-0041 愛知県北名古屋市九之坪下葭田 28
0568-24-0801
http://www.chubu-hoso.co.jp/

〒 441-3155 愛知県豊橋市二川町道賢田 90-1
0532-65-5551
http://tenyudo.com/

ペット火葬炉・火葬車
㈱キャスターアーク

動物焼却炉設計・施工

〒 543-0062 大阪市天王寺区逢坂 2-4-5
06-6776-0301
https://www.casterarc.com/

㈲ケルン

サントイ㈱

ペット火葬炉、移動火葬車

〒 512-0934 三重県四日市市川島町 4629-11
059-321-1617
https://shokyakuro.jp/

ペット火葬炉・移動火葬車

日本炉機工業㈱

ペット火葬炉

トモエ陶業㈱

ペット用骨壺

㈱プラスティックス

ペット用位牌

〒 174-0041 東京都板橋区舟渡 4-15-1
03-3965-4249
http://www.petkasou.jp/nihonroki/

〒 208-0011 東京都武蔵村山市神明 1-96-1
042-563-5987
http://www.cerun.jp/

ペットメモリアルグッズ
うちの子 noe

ペット手元供養品

〒 489-0915 愛知県瀬戸市北浦町 3-36
0561-83-3674
http://www.tomoetogyo.jp/

〒 341-0057 埼玉県三郷市彦沢 1-156-9
048-949-1843
http://www.atelier-an.com/noe/

㈱ Coccolino

ペット手元供養品、骨壺

〒 918-8034 福井県福井市南居町 81-1-40
0776-33-3111
https://with.acrycl.com/

〒 146-0083 東京都大田区千鳥 1-10-12
03-5748-5520
http://www.coccolino.net/

センペル・フィデス・ジャパン

ペット手元供養品

〒 420-0032 静岡市葵区両替町 2 丁目 4-15 静岡 O・N ビル 7 階
0120-266-940
http://www.semperfides.jp/

東京ローソク製造㈱

ロウソク各種、ペット用位牌

ペット手元供養品

やくおうじ

ペット手元供養品

㈱レイセキ

ペット手元供養品

〒 607-8217 京都市山科区勧修寺閑林寺 44
075-572-1212
http://www.marierose-pet.com/
〒 861-5512 熊本市北区梶尾町 1340-201
096-227-6913
https://omamorijizou.com/

〒 111-0053 東京都台東区浅草橋 3-25-5
03-3863-6041
http://www.tokyocandle.co.jp/

㈱東洋総合技術研究センター

森敬㈱

ペット手元供養品

〒 658-0022 神戸市東灘区深江南町 4-12-17-201
078-411-8811
http://www.toyosoken.co.jp/

〒 590-0072 大阪府堺市堺区中向陽町 1-6-1
072-228-6152
http://reiseki.net/

●シニア事業・生活支援サービス

シニア事業・生活支援サービス
イー・ライフ・グループ㈱

リハビリデイサービス「nagomi」

〒 171-0014 東京都豊島区池袋 2-6-1 KDX 池袋ビル 8 階
03-5956-2362
https://www.ii-life.co.jp/

QLC プロデュース㈱

リハビリ特化型デイサービス

〒 141-0031 東京都品川区西五反田 1-3-8 五反田御幸ビル 4 階
03-5437-5020
https://www.qlc.co.jp/

㈱くらし計画

高齢者の入居者紹介「ウチシルベ」

〒 660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通 1-4-2-3 階
0120-969-595
http://www.uchisirube.net/

㈱ダスキン（役務提供サービス 5 事業）

プロのお掃除サービス「サービスマスター」等

〒 564-0051 大阪府吹田市豊津町 1-33
0120-100-100
https://duskin.co.jp/
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㈱ダスキン（ダスキン ライフケア事業）

高齢者の暮らしのお手伝い「ダスキン ライフケア」

〒 564-0051 大阪府吹田市豊津町 1-33
06-6821-7812
https://lifecare.duskin.jp/

HITOWA ライフパートナー㈱

訪問医療マッサージ

〒 106-0032 東京都港区六本木 1-4-5 アークヒルズ サウスタワー
0120-558-916
https://www.keirow.com/

リハコンテンツ㈱

リハビリ型デイサービス FC

〒 274-0063 千葉県船橋市習志野台 2-6-5 高橋ビル 2 階
0120-945-081
https://rehacon.com/

（一社）火葬研

〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町 2-5-9 神田カトランビル 402
http://kasouken.c.ooco.jp/
03-3518-2821

（一社）全日本冠婚葬祭互助協会

〒 105-0003 東京都港区西新橋 1-18-12 COMS 虎ノ門 6 階
03-3433-4415
https://www.zengokyo.or.jp/

関東ペット火葬協会

全日本葬祭業協同組合連合会

国家公務員共済組合連合会 特約葬祭業者連絡協議会

全日本宗教用具協同組合

〒 177-0051 東京都練馬区関町北 5-14-29（ペット PaPa 内）
http://kanto-pet.jp/
03-5927-0160
〒 153-0043 東京都目黒区東山 1-15-8
http://www.kkrsosai.com/
0120-919-556

〒 108-0075 東京都港区港南 2-4-12 港南 YK ビル 4 階
03-5769-8701
http://www.zensoren.or.jp/
〒 101-0048 東京都千代田区神田司町 2-16-7 第二小林ビル 2 階
03-3546-8550
https://www.zenshukyo.or.jp/

全国石製品協同組合

（一社）日本医葬連携協会

ＮＰＯ法人 全国葬送支援協議会

（一社）日本海洋散骨協会

〒 105-0012 東京都港区芝大門 2-9-14 5 階
http://zenseki.or.jp/
03-5733-3776

〒 543-0031 大阪市天王寺区石ケ辻町 3-12 芽以和ビル 604
06-6779-6151
http://angel-relay.org/

〒 811-0215 福岡市東区高美台 1-4-47
http://www.npo-sousou.com/
092-608-9020

〒 130-0002 東京都墨田区業平 3-8-4 ビレッジマルタニ 3 階
03-6659-6539
https://kaiyousou.or.jp/

全国仏壇仏具振興会

ＮＰＯ法人 日本環境斎苑協会

〒 607-8466 京都市山科区上花桜谷 1-2-621
http://www.zenbutsushin.com/
080-6108-7482

〒 210-0828 川崎市川崎区四谷上町 10-6
044-270-0123
http://www.j-sec.jp/

（一社）全国ペット霊園協会

（一社）日本石材産業協会

（一社）全国優良石材店の会

（一社）日本葬祭情報管理協議会

（一社）全国霊柩自動車協会

（一社）日本動物葬儀霊園協会

〒 669-1502 兵庫県三田市永沢寺 211
https://www.petreien.or.jp/
079-566-0132

〒 101-0046 東京都千代田区神田多町 2-9 日計ビル 2 階
03-3251-7671
http://www.japan-stone.org/

〒 141-0021 東京都品川区上大崎 3-8-5
http://www.zenyuseki.or.jp/
03-5423-4014

〒 102-0075 東京都千代田区三番町 7-1 朝日三番町プラザ 503
03-5215-5767
http://www.jfima.jp/

〒 160-0004 東京都新宿区四谷 3-2-5 全日本トラック総合会館 2 階
http://www.09net.jp/
03-3357-7281

〒 920-0362 石川県金沢市古府西 1-1
http://www.nihonndoubutsusougireiennkyoukai.or.jp/
076-266-5666

終活・供養関連協会
NPO 法人 エンディングセンター

終活・エンディング関連協会

（一社）家財整理相談窓口

生前整理・遺品整理・空家整理

〒 169-0072 東京都新宿区大久保 3-8-2 新宿ガーデンタワー 13F
https://www.kazaiseiri-soudan.org/
03-5287-4387

（一社）供養コンシェルジュ協会

供養関連協会

供養関連協会

（一社）供養の日普及推進協会

供養関連協会

( 一社）終活カウンセラー協会

終活・エンディング関連協会

（一社）日本エンディングサポート協会

終活・エンディング関連協会

（一社）日本クオリティオブライフ協会

終活・エンディング関連協会

〒 162-0067 東京都新宿区富久町 15-1-312
http://jes-s.jp/
03-6706-4646
〒 210-0853 川崎市川崎区田島町 12-9
http://www.qol.or.jp/
0120-500-611

〒 103-0027 東京都江東区富岡 1-24-4 2 階
http://kuyou365.net/
03-5621-2360
〒 163-0638 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 38 階
https://kuyo.or.jp/
03-6894-9494
〒 142-0064 東京都品川区旗の台 4-2-5 ホープイン旗の台 2B
https://www.shukatsu-csl.jp/
03-6426-8019

（一社）生前整理普及協会

NPO 法人 手元供養協会

〒 604-0993 京都市中京区寺町通夷川上ル久遠院前町 669 サンアートビル 4 階
https://temoto-kuyo.org/
075-257-7838

〒 195-0051 東京都町田市真光寺 2-12-11
https://www.endingcenter.com/
042-850-1212

終活・エンディング関連協会

〒 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-19-27 オリファビル 5 階
https://seizenseiri.net/
052-485-8137

（一社）日本相続管理士協会

相続関連協会

NPO 法人 日本相続士協会

相続関連協会

（一社）PRAY for (ONE)

供養関連協会

〒 104-0041 東京都中央区新富 1-15-4 弁護士法人サクセストビル 3 階
http://souzoku-kanrishi.or.jp/
03-5541-5572

〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 1-38-2 ミヤタビル 9 階
http://www.souzokushi.or.jp/
03-6300-6132
〒 965-0844 福島県会津若松市門田町一ノ堰村東 40
http://prayforone.jp/
0242-27-0267

葬儀社格付機関
（一社）日本儀礼文化調査協会

葬儀社格付認定事業「JECIA」

〒 102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-12 紀尾井町ビル 6 階
03-5379-3881
http://www.jecia.co.jp/
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●関連団体、協会、機関

葬祭関連団体・協会
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サプライヤー企業プロフィール一覧
本ガイドでは、全国のライフエンディング関連のサプライヤー企業にアンケート調査を実施。
ご協力いただいた104社の企業プロフィールを一挙掲載する。
掲載項目 ［会社概要］会社URL ／設立／代表者名（代表者役職）／資本金／従業員数／本社所在地（住所、TEL、FAX）
［事業所］事業所名（TEL）
［業務内容、取扱製品・商品・サービス］
［業務範囲分類］販売形態／業務範囲
［対応エリア］
※商品によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細については各社にお問い合わせください。

㈲アートモモセ

㈱アイワ広告

設立：1959年4月 代表者：代表取締役 百瀬成年
資本金：300万円 従業員数：5人
所在地：〒113-0031 東京都文京区根津2-32-5
TEL：03-3821-9173 FAX：03-3821-9175

設立：1984年5月 代表者：代表取締役社長 小山雅明
資本金：9,000万円 従業員数：100人
所在地：〒194-0023 東京都町田市旭町1-21-14
TEL：042-710-1200 FAX：042-710-1300

■事業所
足立事業所（03-5837-4707）

■事業所
埼玉営業所
（042-941-6055） 大阪営業所
（06-6783-7005）

http://www.artmomose.net/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・葬儀用額縁
・電照額
・写真立て等

http://www.aiwa-ad.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 企画
■対応エリア：主に関東、
全国配送可

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・集客看板コンサルティング
・野立て看板
［土地交渉から管理まで］
・電子書籍を活用したブランディング

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 サービス
■対応エリア：全国対応

㈱アスカネット

㈲アルゴダンザ・ジャパン

設立：1995年7月 代表者：代表取締役社長兼COO 松尾雄司
資本金：4億9,030万円 従業員数：346人
所在地：〒731-0138 広島市安佐南区祇園3-28-14
TEL：082-850-1200 FAX：082-850-1212

設立：2005年5月 代表者：代表取締役 法月雅喜
資本金：300万円 従業員数：3人
所在地：〒420-0032 静岡市葵区両替町2-4-15 静岡O･Nビル7Ｆ
TEL：054-253-7130 FAX：054-253-7170

■事業所
フューネラル事業部（082-850-1223） 関東支社
（043-297-3163）
東京支社（03-5414-3411） びわこオペレーションセンター
（077-510-1357）

■事業所

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・写真業
・その他サービス

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・遺骨から製作するメモリアル・ダイヤモンド

https://www.asukanet.co.jp/

http://www.algordanza.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 サービス

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売

■対応エリア：全国対応

■対応エリア：全国対応

イースト㈱

イー・ライフ・グループ㈱

設立：1985年5月 代表者：代表取締役社長 熊野哲也
資本金：8,230万円 従業員数：99人
所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-22-8 代々木かえつビル
TEL：03-3374-1980 FAX：03-3374-2998

設立：1999年8月 代表者：代表取締役 小川義行
資本金：5,000万円 従業員数：341人
所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-6-1 KDX池袋ビル8階
TEL：03-5956-2362 FAX：03-5956-2364

■事業所

■事業所
nagomi大泉学園店（03-5933-0805） nagomi野方店（03-5318-9903） nagomi成城店（03-5727-8722）
nagomi新宿落合店（03-3367-6388） nagomi蒲田店（03-6423-7760） nagomi千川店（03-5986-2739） nagomi PLUS
千川店03-5926-7970 訪問入浴nagomi（070-3547-5181） 障害者雇用アステージ 王子センター（03-5980-7866)

https://www.est.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・外字フォント
「人名外字PRO V5」
の販売
・画像素材集「家紋倶楽部4000」
の販売

https://www.ii-life.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売
■対応エリア：全国対応

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・通所介護、
介護予防通所介護、
訪問入浴
・介護保険住宅改修、
不動産企画・設計・施工
・就労支援事業、
障害児通所支援事業

■業務範囲分類
屋号：リハビリデイサービスnagomi
サービス 設計 施工
■対応エリア：東京、埼玉、愛知、大阪、兵庫、福岡 他

㈱いつでもコール24

㈱いなば園

設立：2013年12月 代表者：代表取締役 佐々木悦子
資本金：1,000万円 従業員数：45人
所在地：〒162-0067 東京都新宿区富久町15-1-312
TEL：050-2018-2262 FAX：3-5341-4153

設立：1997年3月 代表者：代表取締役 大塚稔
資本金：3,000万円 従業員数：400人
所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-13 ランディック日本橋ビル7F
TEL：03-5299-4188 FAX：03-5299-4190

■事業所
金沢支店（076-222-5624）

■事業所
新宿営業所（03-5350-7059） 足立営業所（03-5682-1078） 八王子営業所（042-631-5177）
さいたま営業所（048-851-1188） 船橋営業所（047-498-8222） 神奈川営業所（0466-41-0388）
つくば営業所（029-842-4888） 太田営業所（0276-30-4002） 宇都宮営業所（028-649-1488）

http://call-24.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・電話代行サービス

http://www.inabaen.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：―
サービス
■対応エリア：―
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■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・緑茶、
海苔、
菓子製造販売
・返礼品の卸販売
・通信販売

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造
■対応エリア：関東、
東北および全国発送

イワタ㈱

㈱インタージャンク

設立：1938年５月 代表者：代表取締役 岩田庸一郎
資本金：900万円 従業員数：10人
所在地：〒131-0043 東京都墨田区立花5-3-17
TEL：03-3616-1234 FAX：03-3616-4649

設立：1990年5月 代表者：代表取締役 佐藤善彦
資本金：1,000万円 従業員数：8人
所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町2-7 シャトレ代官山1001
TEL：03-3770-0935 FAX：03-3770-0934

■事業所

■事業所

http://www.medical-iwata.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・ご遺体処置用品・薬品
・湯灌セット
・エンバーミング薬剤

http://www.inter-junc.com/

■業務範囲分類
販売形態：卸売

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・設計・デザイン、
設計監理

■業務範囲分類
販売形態：―
設計

販売 製造 企画
■対応エリア：全国対応

■対応エリア：日本国内および海外

㈱ウィズネット

㈱WILL BE

設立：2001年4月 代表者：代表取締役社長 山岸義忠
資本金：4,000万円 従業員数：37人
所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲1-9-13 八重洲駅前合同ビル6F
TEL：03-3241-6591 FAX：03-3241-6593

設立：2004年4月 代表者：代表取締役 高山裕介
資本金：1,000万円 従業員数：47人
所在地：〒701-1214 岡山市北区辛川市場202-12
TEL：086-284-2320 FAX：086-284-2443

■事業所
栃木物流センター（0282-27-6982）
福島支店（0245-53-6941）

■事業所
横浜営業所
（045-337-3580）
北海道営業所
（0123-21-9151）

https://www.wiznet.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・厳選逸品ナショナルブランドギフト食品
・健康関連商品
・スマートライフサポート
（地域活性化支援）

https://www.name-in-poem.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 サービス 企画

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・故人を偲び、
お名前で
（ポエム)を制作
葬儀用・手元供養品としてタイプ別に販売

■対応エリア：東北、関東、中部、北陸、近畿、中国、九州

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 製造
■対応エリア：全国対応

HDフラワーホールディングスグループ ㈱ディーマーケット

㈱A．K設計/アーキテクト・ケイ

設立：1999年8月 代表者：代表取締役社長 村上雅樹
資本金：1,000万円 従業員数：40人
所在地：〒590-0824 堺市堺区老松町1-35-7
TEL：072-243-2783 FAX：072-243-8784

設立：1997年 代表者：代表取締役社長 松葉啓
資本金：1,000万円 従業員数：8人
所在地：〒165-0031 東京都中野区上鷺宮2-13-3 グランベル鷺宮サンクチュアリ402号
TEL：03-3577-8535 FAX：03-3577-8536

■事業所
東京営業所（03-6276-8701）

■事業所

http://www.ds-market.net/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・切花の卸売販売（国内外市場外流通）
・葬儀用品卸売販売（道具、供物、
消耗品）
・壁面緑化・造園の企画・設計・施行等

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 サービス 施工
■対応エリア：―

http://www.a-k.jp/

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・建築の設計および監理
・室内外装飾品・家具・照明器具の設計開発・
コーディネート

■業務範囲分類
販売形態：―
企画 設計
■対応エリア：全国対応

㈱SHF

エスパック㈱

設立：1986年6月 代表者：代表取締役 岡田正人
資本金：5,800万円 従業員数：35人
所在地：〒620-0017 京都府福知山市字猪崎小字古黒353
TEL：0773-23-8117 FAX：0773-23-7730

設立：1997年 代表者：代表取締役 長倉英治
資本金：7,000万円 従業員数：―
所在地：〒136-0071 東京都江東区亀戸2-24-3
TEL：03-6715-7720 FAX：03-6715-7721

■事業所

■事業所
丸子商品センター
（054-268-1115）

https://esosai.com/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・ソフトウェア開発（筆耕、管理、見積、
他）
・ホームページ制作
・葬祭用品専門カタログ通販運営

http://www.s-pack.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 企画

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・不繊布やポリステル製のバッグやノベルティの
製造販売
（規格品〜OEM）

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 製造 企画
■対応エリア：―

■対応エリア：全国対応

㈱オートウィル

大橋産業㈱

設立：2010年12月 代表者：取締役社長 横山繁利
資本金：400万円 従業員数：7人
所在地：〒561-0841 大阪府豊中市名神口1-6-21
TEL：06-6863-1141 FAX：06-6863-4486

設立：1980年9月 代表者：代表取締役 岡勝章
資本金：1,500万円 従業員数：5人
所在地：〒960-0112 福島県福島市矢野目字境田2-2
TEL：024-557-0111 FAX：024-557-0178

■事業所

■事業所

http://autowill.info/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・霊柩車、搬送車

https://www.oohashisangyou.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 委託製造 施工
■対応エリア：全国対応

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・新しい供物のかたち
「癒しの小箱」
発売元
・花環用ポリカバー 製造・販売
・葬祭用品、
仏具 卸売

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造
■対応エリア：関東、
東北
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㈱オリジナルあい

㈱CALM

設立：1981年9月 代表者：代表取締役 纐纈暁久
資本金：1,000万円 従業員数：250人（パート含む）
所在地：〒493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字北宿三ノ切86-1
TEL：0586-86-4800 FAX：0586-86-7221

設立：2006年2月 代表者：代表取締役社長 太田博
資本金：4,000万円 従業員数：86人
所在地：〒501-3245 岐阜県関市北福野町2-6-20
TEL：0575-21-3117 FAX：0575-24-9920

■事業所
東京オフィス 台湾支店 北方工場
更屋敷工場 とうかい企画事業部

■事業所

https://original-ai.jp/

玉ノ井工場

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・ギフト製造・食品製造・食品開発
・商品企画・開発・デザイン・カタログ製作
・台湾、
シンガポールへの輸出

http://www.calm1.co.jp/

里小牧事務所

木更津工房

岐南八剣倉庫

■業務範囲分類
販売形態：メーカー

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・返礼品を含むギフトの企画・製造・販売

販売 委託製造 企画

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 企画

■対応エリア：全国対応

■対応エリア：全国対応

㈱家研

家樹㈱

設立：1973年 代表者：代表取締役社長 前田栄治
資本金：1,000万円 従業員数：8人
所在地：〒584-0023 大阪府富田林市若松町東2-5-20
TEL：0721-24-7501 FAX：0721-24-7503

設立：2017年3月 代表者：代表取締役 田代隆浩
資本金：1,000万円 従業員数：10人
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-9 銀座スワロービル8階
TEL：03-3538-8200 FAX：050-3488-2167

■事業所

■事業所

http://sougi.bestnet.ne.jp/goods/kaken/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・オリジナル祭壇・什器備品・生花台
・会館用設備品全般、
パンフレット作成
・LED設備工事、
パソコン･防災工事全般

https://ka-ju.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 企画
■対応エリア：全国対応
（出張費別途必要）

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・家系図作成サービス
（集客・コミュニケーションツール）
※OEM対応可能

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造
■対応エリア：全国対応

カドミ光学工業㈱

㈱カミカワ服飾

設立：1999年2月 代表者：代表取締役 竹内広之
資本金：1,000万円 従業員数：34人
所在地：〒191-0024 東京都日野市万願寺2-25-7
TEL：042-587-7707 FAX：042-587-8747

設立：1988年 代表者：代表取締役 遠藤基栄
資本金：1,000万円 従業員数：1人
所在地：〒969-1133 福島県本宮市本宮字中條14-1
TEL：0243-33-4511 FAX：0243-24-2105

■事業所

■事業所

http://www.fromnowhere.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・手元供養品

http://www.inori-kamikawa.com/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・男女ネクタイ服飾品、
ネームプレート

販売 製造

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 企画

■対応エリア：全国対応

■対応エリア：全国対応

㈱カワキタ

ギミット㈱

設立：2014年 代表者：代表取締役 河村賢整
資本金：800万円 従業員数：12人
所在地：〒939-2202 富山県富山市小黒838-1
TEL：076-467-5620 FAX：076-467-5622

設立：2010年7月 代表者：代表取締役 望月明日香
資本金：3,000万円 従業員数：4人
所在地：〒530-0003 大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島３階
TEL：06-4795-2233 FAX：06-4795-1222

■事業所
東日本営業所（0120-39-5620）
西日本営業所（0120-39-5620）
香港オフィス
（85269688877）

■事業所

https://www.kawakita-jp.com/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・葬儀用車両の製造販売

https://sougi-osoushiki.com/

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 製造 企画

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・定額葬儀
「お手本にしたいお葬式」
の販売
・ポータルサイト
「葬儀事典」
の運営

■対応エリア：全国およびアジア

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 サービス
■対応エリア：全国対応

QLCプロデュース㈱（QLCグループ）

共栄工業㈱

設立：1997年5月 代表者：代表取締役社長 村田和男
資本金：１億円 従業員数：75人
所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田1-3-8 五反田御幸ビル4階
TEL：03-5437-5020 FAX：03-5437-5078

設立：1948年6月 代表者：代表取締役社長 三輪哲也
資本金：１億円 従業員数：120人
所在地：〒140-0013 東京都品川区南大井3-28-15 祐ビル4階
TEL：03-3762-1235 FAX：03-3762-1351

■事業所
レッツ倶楽部自由が丘（03-5754-5780） レッツ倶楽部多摩川（03-5741-5014） レッツ倶楽部立会川（03-5767-9411）
レッツ倶楽部高崎（027-330-6670） レッツ倶楽部宇佐南（058-268-6181） ブリッジライフ武蔵小山（03-5773-5821）
ブリッジライフ不動前（03-5725-0117） リハの郷（03-5765-5465） ハルサコミュニティ（03-5735-1056）

■事業所
京都工場
（0748-75-2181）

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・リハビリ特化型デイサービス運営・FC展開
・レッツ倶楽部・ブリッジライフ
全国130施設運営

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・オフィス家具製作
・納骨壇製作
・セキュリティ事業

https://www.qlc.co.jp/
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■業務範囲分類
販売形態：―
企画 サービス
■対応エリア：―
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http://kye.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
製造 委託製造
■対応エリア：全国対応

極東産機㈱

㈱キングマカデミアンJAPAN

設立：1948年10月 代表者：代表取締役社長 頃安雅樹
資本金：6億3,111万円 従業員数：261人
所在地：〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼190
TEL：0791-62-0088 FAX：0791-62-4698

設立：2005年10月 代表者：代表取締役社長 松島幸弘
資本金：3,660万円 従業員数：10人
所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-12-1 ※2019年3月末移転予定
TEL：03-6459-0602 FAX：03-6459-0603

■事業所
東京支社（03-6660-2270）

■事業所
浜松営業所
（053-589-5238）

https://www.kyokuto-sanki.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・｢おくりたたみ｣｢棺敷たたみ｣「安息たたみ」
など
・会館和室の畳、襖、障子工事
・除菌・消臭「ジアグリーン」

http://www.kingmacadamianjapan.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・新鮮グルメギフトなどの選べる返礼品卸販売
・各種食品ギフトの卸販売

■対応エリア：全国対応

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造
■対応エリア：全国対応

㈱くぼた

㈱Genten Links

設立：2016年1月 代表者：代表取締役 久保田豊
資本金：― 従業員数：―
所在地：〒183-0055 東京都府中市府中町2-12-1-102
TEL：042-332-2984 FAX：042-315-2984

設立：2009年6月 代表者：代表取締役社長 小林英二
資本金：1,000万円 従業員数：60人
所在地：〒110-0016 東京都台東区台東4-8-7 ヒューリック仲御徒町ビル8階
TEL：03-6803-2225 FAX：03-6803-2226

■事業所

■事業所

https://kubota-mortuary.com/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・ご遺体用完全密閉シート。
バイオシール
・エンバーミング薬品ESCO
・海洋散骨など葬祭関連商品

https://genten-links.com/

■業務範囲分類
販売形態：小売

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・葬祭業界専門人材紹介サービス
「葬祭ジョブ」

企画 サービス

■業務範囲分類
販売形態：―
サービス

■対応エリア：全国対応、
関東エリア

■対応エリア：全国対応

㈱こもりコーポレーション

㈱坂本屋

設立：1910年4月 代表者：代表取締役社長 小森隆司
資本金：1,000万円 従業員数：110人
所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町11-6
TEL：03-3666-8886 FAX：03-3662-2688

設立：1950年4月 代表者：代表取締役社長 坂本雄太郎
資本金：1,000万円 従業員数：20人
所在地：〒020-0816 岩手県盛岡市中野1-27-6
TEL：019-622-0080 FAX：019-622-0081

■事業所
大阪営業所（06-6797-7784） 名古屋営業所
（052-841-4100）
札幌営業所（011-741-8235） 青森営業所
（017-765-3662）

■事業所
仙台営業所
（019-622-0080）

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・線香・ロウソク、葬儀用品の総合卸会社

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・おふくわけ事業／セミナー・見本市・店舗プロデュース
・線香・ロウソク、仏壇・仏具、提灯、盛籠
・業務用雑貨 カウネット たのめーる

http://www.komori-corp.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売
■対応エリア：全国対応

http://kk-sakamotoya.com/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 企画 教育
■対応エリア：東北全域

㈱サンヴィラージュ

㈱サンエース

設立：2007年3月 代表者：代表取締役社長 三村晴一
資本金：1,000万円 従業員数：13人
所在地：〒410-0306 埼玉県北本市北本1-133
TEL：048-591-2083 FAX：048-591-3190

設立：1975年3月 代表者：代表取締役社長 堀越善和
資本金：1,000万円 従業員数：30人
所在地：〒410-0306 静岡県沼津市大塚33-6
TEL：055-967-3522 FAX：055-967-3524

■事業所

■事業所
吉田工場
（0548-33-3000）

http://tearsdirection.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・生花祭壇 作成・納品（社葬・お別れの会）
・生花祭壇の実技講習会
・生花祭壇の代行作成

http://www.1-sunace.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・静岡深むし茶の返礼品・ギフト

■業務範囲分類
販売形態：卸売

製造 委託製造 教育

販売 製造 委託製造

■対応エリア：全国対応

■対応エリア：全国対応

サントイ㈱

㈱サンネット

設立：1961年 代表者：代表取締役 藤井伴明
資本金：1,000万円 従業員数：18人
所在地：〒512-0934 三重県四日市市川島町4629-11
TEL：059-321-1617 FAX：059-322-8018

設立：2002年9月 代表者：代表取締役 野中志保
資本金：900万円 従業員数：30人
所在地：〒371-0817 群馬県前橋市ぬで島町161-5
TEL：027-290-3800 FAX：027-290-3233

■事業所
四日市ペット斎場（059-321-1676）
桑名ペットメモリアル
（059-365-5600）

■事業所

https://shokyakuro.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・ペット用火葬炉（設置型・移動型）の製造・販売
・ペット斎場、ペット霊園の運営
・炉材の販売

http://www.sn-net.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：―
販売 製造
■対応エリア：全国対応、
海外対応
（相談）

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・遺影写真・液晶遺影等の写真加工サービス
・追悼ビデオ等のメモリアルDVD制作
・サプライ用品販売

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 サービス
■対応エリア：全国対応
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㈲サンリボン

三和物産㈱

設立：1974年 代表者：代表取締役社長 阿部優
資本金：300万円 従業員数：6人
所在地：〒982-0811 仙台市太白区ひより台45-35
TEL：022-245-0671 FAX：022-245-4176

設立：1959年4月 代表者：代表取締役社長 浜永良成
資本金：5,750万円 従業員数：85人
所在地：〒923-0037 石川県小松市問屋町15
TEL：0761-24-1238 FAX：0761-21-2012

■事業所

■事業所
東京支店
（03-5713-0101） 大阪支店
（072-874-1238）
福岡支店
（092-473-1857） 札幌営業所
（011-598-0168）

http://www.sunribbon.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・額縁用リボン製造・販売
・額縁販売

http://www.sanwa-bussan.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・葬祭用品の製造販売
・棺・祭壇・仏衣等

■対応エリア：全国対応

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 委託製造
■対応エリア：全国対応

㈱スープ

㈱創心社

設立：2013年5月 代表者：代表取締役 武村綾子
資本金：100万円 従業員数：3人
所在地：〒564-0083 大阪府河内長野市寿町9-20
TEL：0721-53-8741 FAX：0721-53-8743

設立：1980年4月 代表者：代表取締役社長 松浦怜
資本金：1,000万円 従業員数：14人
所在地：〒564-0083 大阪府吹田市朝日が丘町30-23
TEL：06-4861-0111 FAX：06-4861-0112

■事業所

■事業所

http://www.soupinc.net/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・プリザーブド仏花
・プリザーブド榊

http://www.soshinsha.com/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 企画
■対応エリア：―

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
■業務範囲分類
・葬儀用備品・営業推進商品
（チラシ・カタログ・
販売形態：卸売
看板等）
作成・提案
販売 製造 企画
・ホームページ作成、
イベント請負
■対応エリア：―

㈱倉絆.

㈱ソノ

設立：2007年6月 代表者：代表取締役 倉橋桂治
資本金：1,500万円 従業員数：6人
所在地：〒699-0816 島根県出雲市湖陵町大池1962-2
TEL：0853-43-7057 FAX：0853-43-7056

設立：1962年2月 代表者：代表取締役 園敬司
資本金：1,000万円 従業員数：30人
所在地：〒691-8602 島根県出雲市東福町1984-2
TEL：0853-62-2427 FAX：0853-63-3345

■事業所

■事業所

http://www.so-han.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・納棺用副葬品および仏壇の供花の製造・販売
・納棺用「野辺の送り火シリーズ」
３商品
・仏壇用「盆の送り火シリーズ」
３商品

http://www.sono-gift.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・重要書類ファイルの製造・販売
・タオルの企画・販売

■対応エリア：全国対応

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 製造 企画
■対応エリア：全国対応

㈱空飛ぶペンギン社

㈱ソワニエ

設立：2011年4月 代表者：代表取締役 原勝則
資本金：1,600万円 従業員数：4人
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-12-1
TEL：03-5422-7615 FAX：050-3737-8819

設立：2002年8月 代表者：代表取締役社長 中村典充
資本金：800万円 従業員数：34人
所在地：〒918-8231 福井県福井市問屋町4-717
TEL：0776-28-0002 FAX：0776-28-0330

■事業所

■事業所
滋賀支店（0749-49-2110） 奈良支店（0742-50-0012） 和歌山支店（073-465-3001）
和歌山南支店（0738-24-4017） 山口東支店（0833-74-2227） 徳島支店（088-677-9777）
熊本支店（096-311-4087） 横浜支店（045-334-7046）

https://soratobu-penguin.com/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・ブライダル関連演出アイテム
・葬儀関連メモリアルアイテム
・映像制作

http://www.sowanie.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 企画

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・湯灌、
納棺
（ありがとう納棺）
業務請負
・納棺
（ありがとう納棺）
教育

■業務範囲分類
販売形態：卸売
サービス 教育
■対応エリア：本社ならびに各支店の都道府県

■対応エリア：―

㐧一衛材㈱

大栄㈱

設立：1965年１月 代表者：代表取締役社長 星川光宏
資本金：4,500万円 従業員数：210人
所在地：〒769-1602 香川県観音寺市豊浜町和田浜1610-2
TEL：0875-52-3131 FAX：0875-52-2328

設立：1953年11月 代表者：代表取締役社長 中村典充
資本金：1,000万円 従業員数：46人
所在地：〒918-8231 福井県福井市問屋町1-27
TEL：0776-24-3880 FAX：0776-24-0650

■事業所

■事業所
札幌営業所
（011-863-5566） 仙台営業所
（022-355-7144）
東京営業所
（03-3395-0481） 北九州営業所
（093-581-3688）

http://www.daiichi-eizai.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・葬祭用品 製造・販売
（ドライアイスシート、吸水シーツ等）

http://www.daiei-kabu.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造
■対応エリア：全国対応
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■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・仏衣などの繊維製品
・人材教育サービス
・経営サポートサービス

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 教育
■対応エリア：全国対応

大東㈱

ダイナコムウェア㈱

設立：1984年9月 代表者：代表取締役社長 綱木裕一
資本金：5,000万円 従業員数：115人
所在地：〒226-0016 横浜市緑区霧が丘2-2-14
TEL：045-921-6581 FAX：045-921-9450

設立：2001年５月 代表者：代表取締役 羅慧美
資本金：1,216万9,800円 従業員数：27人
所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-38 いちご九段ビル8F
TEL：03-3556-6591 FAX：03-3556-6593

■事業所
城北営業所（045-921-6581）

■事業所

http://www.1daito.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・会葬御礼品、即日・後返し返礼品の企画・販売
・婚礼引き出物、婚礼印刷物の企画・販売
・家系図作成の代理店販売

https://www.dynacw.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 企画 サービス
■対応エリア：１都３県（東京、神奈川、埼玉、千葉）

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・文字フォント開発、その関連製品の開発・販売・保守
・文字フォント制作、外字サーバー等の外字関連製品の
開発・販売、多言語フォントの販売

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 サービス
■対応エリア：全国対応

㈱ダスキン（役務提供サービス5事業）

㈱ダスキン（ダスキン ライフケア事業）

設立：1963年2月 代表者：代表取締役 社長執行役員 山村輝治
資本金：113億円 従業員数：1,991人
所在地：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33
TEL：0120-100-100

設立：1963年2月 代表者：代表取締役 社長執行役員 山村輝治
資本金：113億円 従業員数：1,991人
所在地：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33
TEL：06-6821-7812 FAX：06-6821-7823

■事業所

■事業所

https://duskin.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・プロのお掃除サービス、便利な家事代行サービス
・害虫獣の駆除と総合衛生管理サービス
・緑と花のお手入れ、住まいのピンポイント補修

■業務範囲分類
販売形態：加盟店募集
サービス

https://lifecare.duskin.jp/

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・公的介護保険外
高齢者向け介護サービス

■対応エリア：全国対応

■業務範囲分類
販売形態：加盟店募集
サービス
■対応エリア：全国対応

中国システム機器㈱

ティ・アール・ジィ㈱

設立：1982年3月 代表者：代表取締役 池原堅
資本金：2,000万円 従業員数：17人
所在地：〒720-0837 広島県福山市瀬戸町地頭分2035-12
TEL：084-949-1180 FAX：084-949-1130

設立：2001年11月 代表者：代表取締役社長 藤野利浩
資本金：300万円 従業員数：17人
所在地：〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-3-15
TEL：092-587-0236 FAX：092-504-1351

■事業所
サポートセンター（089-989-5533）

■事業所

http://www.csk-net.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・シアター祭壇の制作
・企画・制作・遺影写真・映像加工
・OA機器販売・システム開発・施工

http://trg-net.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・霊柩車・架装車のデザイン企画・製造・販売

販売 製造 企画

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 製造 企画

■対応エリア：全国対応、中四国・九州・関西・中部・関東

■対応エリア：全国対応

㈱Digtus

㈱デジタルスペースワウ（グループ会社：葬儀終活サポートセンター合同会社）

設立：2017年10月 代表者：代表取締役 岡澤広和
資本金：― 従業員数：―
所在地：〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7階
TEL：045-315-7877

設立：2001年10月 代表者：代表取締役 本木浩喜
資本金：1,000万円 従業員数：20人
所在地：〒981-0923 仙台市青葉区東勝山3-5-10
TEL：022-727-0861 FAX：022-727-0864

■事業所

■事業所
新潟営業所
（025-287-3208）
東京事務所
（0120-367-362）

https://www.digtus.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・デジタル終活サービス
（https://secbo.jp/）
・終活関連事業者の紹介（事前登録受付中）
・終活関連相談の取次（事前登録受付中）

https://wow.ne.jp/

■業務範囲分類
販売形態：―
サービス
■対応エリア：全国対応

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・遺影写真電送サービス
・生い立ちビデオ制作
・業績UPアプリ
「供養」
サービス

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 サービス
■対応エリア：全国対応

㈱東京ソワール

東京ローソク製造㈱

設立：1969年1月 代表者：代表取締役社長 村越眞二
資本金：40億4,907万円 従業員数：246人
所在地：〒107-8604 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館
TEL：03-5474-6595 FAX：03-3475-1273

設立：1949年4月 代表者：代表取締役社長 塩田博幸
資本金：4,500万円 従業員数：50人
所在地：〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-25-5
TEL：03-3863-6041 FAX：03-3851-1413

■事業所
関西支店（06-4964-7271）
中部営業所（052-962-6231）
川崎商品センター（044-299-1601）

■事業所
名古屋支店
（052-445-0071） 大阪営業所
（072-686-6861）
岐阜工場
（0572-57-6408） 香港東輝有限公司
（86-769-8128-7523）

http://www.soir.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・喪服（紳士・婦人）
レンタルサービス

http://www.tokyocandle.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売
サービス
■対応エリア：本社管轄（首都圏・関東・東北中心）

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
■業務範囲分類
・ローソク製造・販売、
各線香メーカー代理店
販売形態：卸売
・ペット手元供養品製造・販売
販売 製造 企画
・季節用品製造・販売
（クリスマス用品、
水物等） ■対応エリア：全国対応
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㈱ドウシシャ

㈱東和ユニフォーム

設立：1977年1月 代表者：代表取締役社長 兼 最高執行責任者 野村正幸
資本金：49億9,300万円 従業員数：1,652人
（連結）
／単体
（796人）
所在地：〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10
TEL：03-3474-6804

設立：1973年12月 代表者：代表取締役社長 佐藤恵一
資本金：1,000万円 従業員数：7人
所在地：〒969-1128 福島県本宮市本宮字舘町2-1
TEL：0243-33-5121 FAX：0243-33-3674

■事業所
大阪本社（06-6121-5888） 東京本社（03-6408-5577） 大阪特販部（06-6121-5903）
東京特販部（03-3474-6853） 大阪メモリアルギフト部（06-6121-5859）
東京メモリアルギフト部（03-6408-5630）

■事業所

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・開発型モデル：家電、家庭用品、
収納など
・卸売型モデル：時計、
カバン、
ギフトなど
・フューネラル事業：遺体冷却装置、
返礼品

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・葬祭業スタッフ様向け制服の販売

http://memorialbed.com/

http://www.towauniform.com/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 委託製造 企画

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売

■対応エリア：全国（離島など一部非対応エリアあり）

■対応エリア：全国対応

㈱登喜

㈱トランスブレイン

設立：2015年2月 代表者：代表取締役 小澤幸子
資本金：100万円 従業員数：4人
所在地：〒335-0002 埼玉県蕨市塚越2-14-7 蕨北野マンション2階
TEL：048-430-7706 FAX：048-475-8646

設立：2008年3月 代表者：代表取締役 山本仁
資本金：1,000万円 従業員数：5人
所在地：〒550-0005 大阪市西区西本町1-15-8 FUJIビル6号館8F
TEL：06-4394-7926 FAX：06-4394-7927

■事業所

■事業所

http://www.tokilife.net/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・ご遺体用冷却安置ベッドの販売
・ペット葬祭用品の製造・販売

http://transbrain.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 委託製造 企画
■対応エリア：全国対応

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・広告企画制作・販促支援
・営業力強化支援、
ブランド構築・活性化支援
・Web企画・制作・運用支援

■業務範囲分類
販売形態：―
販売 委託製造 企画
■対応エリア：全国対応

㈱ナーム

㈱日本香堂

設立：2005年11月 代表者：代表取締役 平岡学
資本金：1,000万円 従業員数：7人
所在地：〒154-0011 東京都世田谷区上馬3-18-11 エルフレア駒沢504
TEL：03-5433-4490 FAX：03-5433-4484

設立：1942年7月 代表者：代表取締役社長 土屋義幸
資本金：9,000万円 従業員数：373人
所在地：〒104-8135 東京都中央区銀座4-9-1
TEL：03-3541-3401 FAX：03-3541-3579

■事業所

■事業所
東京本店（03-3973-7111） 仙台支店（022-271-1516） 名古屋支店（052-412-2700）
大阪支店（06-6271-8591） 中四国支店（082-293-0082） 福岡支店（092-531-8143）
札幌営業所（011-756-5810）

https://namas.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・葬儀、法要時の寺院をご紹介
・墓地・墓石、霊園のご紹介

https://www.nipponkodo.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：―
サービス
■対応エリア：―

（一社）
日本儀礼文化調査協会（JECIA）
http://www.jecia.co.jp/

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・薫物線香・ロウソク全般の製造・販売
・お香・香関連商品の製造・販売
・インテリア・フレグランス等香り商品の製造・販売

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 委託製造
■対応エリア：全国対応

㈱日本コフィン
http://www.coﬃn.co.jp/

設立：1986年11月 代表者：理事長 設楽岩久
資本金：― 従業員数：―
所在地：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル6階
TEL：03-5379-3881 FAX：03-5379-3882

設立：1965年10月 代表者：代表取締役社長 平山八広
資本金：3,640万円 従業員数：35人
所在地：〒726-0001 広島県府中市本山町530-268
TEL：0847-43-4256 FAX：0847-41-4256

■事業所

■事業所

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・葬祭事業者の格付
・消費者に安心な葬儀社選びの情報を提供
・信用調査業

■業務範囲分類
販売形態：小売
サービス 教育
■対応エリア：―

（一社）
日本葬祭コーディネーター協会
https://www.facebook.com/japan.reisetu/itiban/

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・日本製にこだわる棺の製造・販売
・儀礼に関わる商品の製造・販売、
輸入商品の
販売

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 委託製造
■対応エリア：全国対応

㈱日本ソフトウエアサービス
http://www.nspop.co.jp/

設立：2014年4月 代表者：代表理事 安部由美子
資本金：― 従業員数：―
所在地：〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942
TEL：03-6811-1205

設立：1984年8月 代表者：代表取締役 赤堀浩美
資本金：3,000万円 従業員数：20人
所在地：〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-6-23
TEL：048-836-2681 FAX：048-836-2688

■事業所

■事業所
仙台オフィス
（022-254-7128） 大阪オフィス
（06-6889-7535）
広島オフィス
（082-876-0008） 熊本オフィス
（096-387-1730）

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・全国の葬儀社で下記内容の講演、
研修等
「アシスタント技術質向上研修」
「司会技術質向上研修」
「葬儀社終活活動」
等
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■業務範囲分類
販売形態：―
サービス 教育
■対応エリア：全国対応
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■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・パッケージ・ソフトの販売・開発
・コンピュータおよび周辺機器の販売、消耗品販売
・「筆の先生」および販売管理

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 サービス
■対応エリア：全国対応

日本農産種苗㈱

ハート㈱

設立：1950年 代表者：代表取締役社長 有賀ひとみ
資本金：１億円 従業員数：50人
所在地：〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪9301
TEL：0265-79-2187 FAX：0265-79-9333

設立：1956年3月 代表者：代表取締役社長 田中嗣人
資本金：9,900万円 従業員数：500人
所在地：〒540-0019 大阪市中央区和泉町2-1-13
TEL：06-6942-2322 FAX：06-6945-1029

■事業所
岩手駐在所（0191-48-3925） 金沢営業所（076-274-1945） 奈良駐在所（0744-47-3760）
愛媛駐在所（0897-47-7180） 広島駐在所（082-490-3340） 福岡営業所（0942-77-4415）
九州営業所（0995-45-0516）

■事業所
札幌支店（011-662-5161） 仙台支店（022-227-7811） 名古屋支店（052-563-1221）
福岡支店（092-471-5421） 東京支店（03-3518-0311） 大阪中央支店（06-6942-2322）
岡山支店（086-231-3305） 広島支店（082-247-3471） 高松支店（087-882-5551）

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・野菜・花種子製造卸販売
・野菜・花種子

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・紙製品の企画・製造・販売
・お悔み用はがき・封筒
・お悔み用会葬礼状カード

https://www.nichinou.co.jp/

http://www.heart-group.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 企画
■対応エリア：全国対応

■業務範囲分類
販売形態：―
販売 製造 企画
■対応エリア：全国対応

㈲葉月写真工芸社

ハッピーメモリーズ㈱

設立：1976年8月 代表者：代表取締役 今井智
資本金：300万円 従業員数：3人
所在地：〒558-0011 大阪市住吉区苅田8-10-26
TEL：06-6696-5713 FAX：06-6696-5714

設立：2012年4月 代表者：代表 谷郷徹日郎
資本金：100万円 従業員数：5人
所在地：〒530-0053 大阪市北区末広町2-38
TEL：06-6364-7767 FAX：06-7897-3388

■事業所

■事業所

http://www.iei-hazuki.com/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・遺影写真加工・出力サービス
・大型電照額・液晶モニターレンタルサービス
生前遺影写真撮影・集合写真撮影サービス

https://www.happy-memories.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 サービス

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・アプリ開発
・家系図作成

■対応エリア：関西

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 委託製造
■対応エリア：全国対応

㈱ハブデザイン

㈱B-WAYグループ

設立：2012年2月 代表者：代表取締役 小林忠嗣
資本金：200万円 従業員数：1人
所在地：〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15 ダイヤビル2階
TEL：03-6695-5577 FAX：03-6740-2290

設立：2000年 代表者：代表取締役 齋藤浩司
資本金：1,000万円 従業員数：13人
所在地：〒333-0851 埼玉県川口市芝新町9-3 蓮浄院1階
TEL：048-264-7694 FAX：048-264-7695

■事業所

■事業所

http://www.zensyu-ren.co.jp/

http://www.hub-design.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・おくりことば の企画・製造・販売

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 企画

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・僧侶派遣
・仏事相談

■業務範囲分類
販売形態：―
サービス
■対応エリア：関東、
関西

■対応エリア：全国対応

㈱ビー・ハウス

ファミリーヒストリー記録社

設立：1984年4月 代表者：代表取締役社長 髙野圭介
資本金：1,000万円 従業員数：12人
所在地：〒132-0021 東京都江戸川区中央3-6-14 三家第一ビル1階
TEL：03-5879-9091 FAX：03-5879-9093

設立：2012年 代表者：代表 吉田富美子
資本金：― 従業員数：5人
所在地：〒121-0813 東京都足立区竹の塚1-40-15 庄栄ビル5階
TEL：03-5809-4688 FAX：03-5831-5851

■事業所

■事業所

https://familyhistoryrecord.jp/

http://www.doms.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・遺体保全剤（遅腐、消臭、殺菌）の製造販売

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造
■対応エリア：全国対応

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・家系図製作
・ルーツ調査
（個人・法人）
・ファミリーヒストリー書籍
（個人・法人）

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 サービス
■対応エリア：全国対応
（海外含む）

双葉㈱

双葉トータルケア㈱

設立：1965年８月 代表者：代表取締役 大河芳洋
資本金：1,000万円 従業員数：25人
所在地：〒463-0069 名古屋市守山区新守西1014
TEL：052-794-5246 FAX：052-794-5242

設立：1992年３月 代表者：代表取締役 大河芳洋
資本金：1,000万円 従業員数：180人
所在地：〒463-0069 名古屋市守山区新守西1015
TEL：052-758-5181 FAX：052-758-5182

■事業所
札幌支店（011-867-1520） 仙台支店
（022-771-2660） 東京支店
（0480-31-0871）
横浜支店（045-924-1107） 豊橋支店
（0532-35-7177） 大阪支店
（06-6990-7829）
姫路支店（079-337-6405） 下関支店
（083-775-1057） 大分支店
（0974-64-0123）

■事業所
札幌営業所（011-860-3620） 仙台営業所（022-771-6750） 横浜営業所（045-922-6862）
名古屋営業所（052-794-9703） 京都営業所（075-634-9206） 大阪営業所（06-6990-7881）
岡山営業所（086-805-1066） 福岡営業所（092-588-4655）

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・祭壇・祭壇用備品の製造・販売
・棺・棺布団、仏衣の葬祭消耗品の製造・販売
・遺品整理、
お焚き上げ

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・湯灌・納棺

http://www.futaba-kk.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 企画
■対応エリア：全国対応

■業務範囲分類
販売形態：小売
サービス
■対応エリア：全国対応
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（一社）フューネラル・フラワー技能検定協会

㈱福良梱包

https://www.nadeshiko.jp/fukuyoshi/

http://aﬀa.or.jp/

設立：1973年９月 代表者：代表取締役 佐藤良一
資本金：1,000万円 従業員数：10人
所在地：〒960-2153 福島県福島市庄野字一本柳1-14
TEL：024-593-4122 FAX：024-593-4103

設立：2014年4月 代表者：理事長 山田大平
資本金：― 従業員数：―
所在地：〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-12-22（YOU KA EN 本社ビル3階）
TEL：03-5799-6221 FAX：03-5799-6221

■事業所

■事業所

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・梱包資材販売
・紙製棺販売
・運送業

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売
■対応エリア：東北・関東

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・葬儀生花装飾の文化の普及啓発と振興
・葬儀生花装飾の技能の認定と資格の付与
・葬儀生花装飾に関連する技能の育成

■業務範囲分類
販売形態：―
販売 サービス 教育
■対応エリア：全国対応

㈱フルーツワールド

㈲平和カスケット

設立：1988年 代表者：代表取締役 大城正浩
資本金：300万円 従業員数：25人
所在地：〒132-0021 浜松市浜北区尾野1476
TEL：053-582-1001 FAX：053-582-1002

設立：1985年8月 代表者：代表取締役 日比章
資本金：570万円 従業員数：39人
所在地：〒470-0343 愛知県豊田市御船町山ノ神56-165
TEL：0565-45-5008 FAX：0565-45-8288

■事業所

■事業所

http://www.fruitworld.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・御供物用品（盛籠、籠盛）
・ギフト用フルーツ全般

http://www.heiwa-casket.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
製造 委託製造 企画
■対応エリア：全国対応

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・寝棺製造
・木製品加工
・葬祭備品の製造・販売

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 委託製造
■対応エリア：全国対応

ベル少額短期保険㈱

㈱マイプレシャス

設立：1984年6月 代表者：代表取締役 波多江利光
資本金：5,000万円 従業員数：16人
所在地：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-7-3
TEL：092-474-4444 FAX：092-481-3068

設立：1965年5月 代表者：代表取締役 蔵野正嗣
資本金：2,700万円 従業員数：280人
所在地：〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク ノーススクエアⅠ2階
TEL：045-339-6120 FAX：045-331-5866

■事業所

■事業所
大阪支店
（06-6150-3333）
九州支店
（092-415-5322）
物流センター

http://www.bell-shotan.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・葬儀保険「千の風」の販売
・葬儀社代理店の情報共有を図るための研修会
開催

https://www.myprecious.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 企画 サービス
■対応エリア：全国対応

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・ギフト商品の企画・開発・生産・物流・販売
・返礼品案内ツールの製作・フォロー
・返礼品にまつわる付帯サービスの提供

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 企画
■対応エリア：全国対応

㈱マコセエージェンシー

マックス㈱

設立：1988年10月 代表者：代表取締役社長 五十嵐芳明
資本金：1,000万円 従業員数：149人
所在地：〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町25-33 macose PARKSビル
TEL：099-254-2986 FAX：099-258-4227

設立：1942年11月 代表者：代表取締役社長 黒沢光照
資本金：123億6,700万円 従業員数：911人（単独）
所在地：〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL：03-3669-8108 FAX：03-5644-7546

■事業所
東京本部（03-6404-6295）
大阪支店（06-6398-3020）
熊本事務所（096-288-2545）

■事業所
東京支店（03-3669-8141） 名古屋支店（052-918-8620） 大阪支店（06-6444-2031）
福岡支店（092-411-5416） 仙台支店（022-236-4121） 札幌支店（011-261-7141）
広島支店（082-291-6331） 静岡営業所（054-205-3535） マックス販売㈱四国営業所（087-866-5599）

https://www.macose.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・総合広告代理業
・オリジナル会葬礼状、
メモリアルDVD他
・社葬・お別れ会、
フューネラル商品 企画立案

■業務範囲分類
販売形態：卸売
委託製造 企画 サービス
■対応エリア：全国対応

http://www.max-ltd.co.jp/

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・筆文字作成ソフト
・サーマルプリンタ、
カッティングマシン
・文具・事務機器

■業務範囲分類
販売形態：卸売
製造
■対応エリア：全国対応

㈱丸栄

マルコメ㈱

設立：1996年10月 代表者：代表取締役 水上博太嘉
資本金：1,000万円 従業員数：16人
所在地：〒929-0126 石川県能美市山口町夕195
TEL：0761-21-6351 FAX：0761-24-4754

設立：1948年 代表者：代表取締役社長 青木時男
資本金：1億円 従業員数：436人
所在地：〒381-2214 長野県長野市稲里町田牧字東大下917
TEL：026-480-0379 FAX：026-286-1280

■事業所

■事業所

http://www.maruei-ishikawa.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・冠婚葬祭用品全般
・北陸の伝統工芸品および九谷焼製品
・海洋散骨
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https://www.marukome.co.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 企画
■対応エリア：全国対応
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■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・みそのフリーズドライ、
即席みそ汁
・糀甘酒の飲料、
フリーズドライ

■業務範囲分類
販売形態：小売
製造
■対応エリア：全国対応

㈱MICHALLON

㈱光岡自動車

設立：2014年3月 代表者：代表取締役 石川味季
資本金：700万円 従業員数：2人
所在地：〒106-0032 東京都港区六本木3-4-5-318
TEL：03-3587-1718 FAX：03-6277-7178

設立：1979年11月 代表者：代表取締役社長 光岡章夫
資本金：1億円万円 従業員数：411人
所在地：〒939-8212 富山県富山市掛尾町508-3
TEL：076-494-1500 FAX：076-494-1555

■事業所

■事業所
東京営業所
（03-5451-3700）
大阪営業所
（06-6428-7025）
富山営業所
（076-465-2822）

https://www.michallon.com/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・ZENとフレンチスタイルの造花
・胡蝶蘭（生花）、観葉植物の販売

http://www.mitsuoka-motor.com/

■業務範囲分類
販売形態：小売

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・霊柩車・搬送車の製造・販売

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売

販売 製造 サービス

販売 製造 サービス

■対応エリア：全国対応

■対応エリア：全国対応

㈱みづま

㈱未来創想

設立：1998年4月 代表者：代表取締役兼CEO 廣滝正明
資本金：1,000万円 従業員数：60人
所在地：〒827-0002 福岡県田川郡川崎町大字池尻403-1
TEL：0947-46-8422 FAX：0947-46-8100

設立：2000年 代表者：代表取締役 松村正子
資本金：1,000万円 従業員数：8人
所在地：〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4-2-10 東明ビル5階
TEL：06-6121-6277 FAX：050-3737-7816

■事業所

■事業所

https://www.mizuma-com.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・遺影写真システム販売、
デジタル画像処理
・葬儀専用サイネージモニター・システム販売
・各種額縁・会葬礼状の卸売販売

https://www.miraisoso.jp/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 企画 サービス
■対応エリア：全国対応

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・手元供養品
・カロートペンダント
・ミニ骨壺

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造
■対応エリア：―

㈱モリ・エンタープライズ

㈱ヤマト

設立：1990年7月 代表者：代表取締役 森洋一
資本金：2,000万円 従業員数：98人
所在地：〒277-0852 千葉県柏市旭町4-1-5
TEL：04-7148-1251 FAX：04-7148-1285

設立：1994年8月 代表者：取締役社長 臼井由和
資本金：2,000万円 従業員数：46人
所在地：〒615-0051 京都市右京区西院安塚町24
TEL：075-311-7811 FAX：075-311-8911

■事業所
鎌ヶ谷営業所（047-441-8111）
福島営業所（024-563-7975

■事業所
大阪営業所
（06-6991-8173）
札幌営業所
（011-780-1109）
九州営業所
（099-218-2091）

http://www.mori-e.co.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・冠婚葬祭贈答品卸
・お茶、
コーヒー、紅茶、
クッキー

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造
■対応エリア：全国対応

https://yamatocf.com/

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・葬祭用品卸
・高級仏衣・高級棺各種
・霊柩車・湯かんサービス

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 製造 サービス
■対応エリア：全国対応

㈱ユー花園

㈱友心

設立：1977年10月 代表者：代表取締役社長 山田大平
資本金：3,100万円 従業員数：340人
所在地：〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-12-22
TEL：03-3706-8701 FAX：03-3706-8787

設立：2012年４月 代表者：代表取締役 岩橋ひろし
資本金：300万円 従業員数：11人
所在地：〒818-0005 福岡県筑紫野市原265-4
TEL：092-408-5939 FAX：092-408-5949

■事業所
国立府中支社（042-576-8700）
江東支店（03-5569-8701）
所沢支店（04-2951-8701）

■事業所
大野城営業所
（092-558-7681）
久留米支店
（0942-55-4455）

https://www.youkaen.com/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・葬儀装飾花事業（生花装飾による空間演出）
・ウェディング装花事業
・フラワーショップ
（小売店舗）事業

http://yushin-magokoro.com/

■業務範囲分類
販売形態：卸売
販売 企画 施工
■対応エリア：首都圏を中心に全国対応

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・各種整理事業
（遺品・生前・空家・店舗）
・特殊清掃 消臭・消毒・原状回復
・リユース事業

■業務範囲分類
販売形態：―
サービス
■対応エリア：九州一円、
山口県

㈱ユニコーン

㈱吉澤企画

設立：1992年4月 代表者：代表取締役社長 中野惠司
資本金：3,000万円 従業員数：27人
所在地：〒540-0021 大阪市中央区大手通1-1-2 アトランティス21ビル3階
TEL：06-6943-4560 FAX：06-6920-5311

設立：1996年1月 代表者：代表取締役 吉澤隆
資本金：1,500万円 従業員数：10人
所在地：〒214-0013 川崎市多摩区登戸新町391
TEL：044-911-3381 FAX：044-931-1637

■事業所
東京事業本部（03-6808-1237）

■事業所
ステーション登戸 ステーション磯子 ステーション町田
新宿営業所 さいたま営業所

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
■業務範囲分類
・葬祭基幹システム
「FN Cloud」
販売形態：小売
・婚礼宴集会総合支援システム
「BV Manager」
販売 製造 サービス
・購買原価管理システム
「UnicC」
■対応エリア：全国対応

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・葬儀専門人材サービス、祭壇レンタル
・寝台搬送、安置室・家族葬ホール貸出し、搬送備品販売
・遺品整理、遺影写真加工プリント

https://www.atlantis21.co.jp/

http://kikaku-y.com/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 サービス
■対応エリア：神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県
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㈱ライフデザイン研究所

リミット通販㈱

設立：2013年7月 代表者：代表取締役 大竹将司
資本金：1,000万円 従業員数：30人
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル9階
TEL：03-5155-6682 FAX：03-5155-6687

設立：1997年2月 代表者：代表取締役 有木美子
資本金：1,000万円 従業員数：30人
所在地：〒720-0811 広島県福山市紅葉町2-27 日本生命ビル7階
TEL：084-924-5333 FAX：084-924-7999

■事業所

■事業所

http://www.sougi-call.jp/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・葬儀業界専門コールセンター
・電話アンケート

■業務範囲分類
販売形態：―
販売 サービス
■対応エリア：全国対応

http://www.limit-tsuhan.com/

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・セレモニー専用レディス・メンズユニフォーム
・装飾用品
（ネクタイ・スカーフ・リボン等）
・バックヤード・事務系・作業用ユニフォーム

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 製造 企画
■対応エリア：全国対応

菱熱工業㈱

㈱ルーナ

設立：1966年2月 代表者：代表取締役社長 近藤貢
資本金：1億円 従業員数：108人
所在地：〒143-0025 東京都大田区南馬込2-29-17
TEL：03-3778-2111 FAX：03-3778-2100

設立：1994年1月 代表者：代表取締役 中野雅子
資本金：1,500万円 従業員数：5人
所在地：〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-18 福岡芸術センター 501号
TEL：092-600-7255 FAX：092-409-5855

■事業所
名古屋支店（052-212-8360）
大阪支店（06-6170-8480）

■事業所

https://www.ryonetsu.com/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・
「Lastect」
ご面会対応の遺体保管庫
・横型ご遺体保管庫の製造・販売
・省スペース縦型ご遺体保管庫の製造・販売

https://www.sakura-luna.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 製造

■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・おしゃれ仏衣・ドレスの製造・卸・販売
・骨袋ほか布製葬祭用品の商品企画・OEM

■対応エリア：全国対応

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 企画
■対応エリア：全国対応

㈱レイセキ

㈱ワイイーシーソリューションズ

設立：2002年11月 代表者：代表取締役 栁田剛
資本金：1,000万円 従業員数：6人
所在地：〒590-0072 堺市堺区中向陽町1-6-1
TEL：072-228-6152 FAX：072-228-6153

設立：1969年9月 代表者：代表取締役社長 松下公哉
資本金：5,000万円 従業員数：248人
所在地：〒231-0023 横浜市中区山下町22 山下町SSKビル14F
TEL：045-664-5383 FAX：045-662-7970

■事業所

■事業所

http://www.reiseki.net/

■業務内容、取扱製品・商品・サービス
・手元供養品の製造・販売
・人工石、
ガラスの製造・販売
・海洋散骨
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https://www.yec.ne.jp/

■業務範囲分類
販売形態：小売、
卸売
販売 製造 サービス
■対応エリア：全国対応
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■業務内容、
取扱製品・商品・サービス
・システム構築・開発および販売
・アウトソーシングサービス、
労働者派遣事業
・ハウジング・ホスティング・ASPサービス等

■業務範囲分類
販売形態：小売
販売 製造 サービス
■対応エリア：全国対応

企業・関連団体索引

五十音順

24・36
㈱アーバンフューネスコーポレーション
16
RKD コーポレーション㈱
8
㈱アイエム
32・33
㈱アイ企画
14
アイコムズ㈱
28
㈱アイシム医療器
30
㈱ I-NET
16
㈱ IVY CIES
6
㈱アイビーシステム
16
㈱アイワ広告
29・36
㈲アヴェク
22
㈱浅沼商会
24
㈱アサノ
8
㈱アサヒエーシー
14
㈲旭園
22
㈱朝日サービス
6・7
朝日木材加工㈱
29
㈱味工房スイセン
21
㈱アスカネット
14・24・25・29・36・表４
アスコテクニカ㈱
24
㈲アッシュオン
31・32
㈱アドテック
20
アトリエ emu ㈱
6
アピデ㈱
22
有田焼 西方窯
10
㈲アルゴダンザ・ジャパン
31・36
㈱アルファ・ネット コンサルティング＆デザイン 12・28
㈱アンカレッジ
32
あんしんネット少額短期㈱
32
NPO 法人 安心の輪
13

あ ㈲アートモモセ

い イースートレーディング㈱
イースト㈱

㈱イー・ライフ

イー・ライフ・グループ㈱
イオンライフ㈱
㈱イガラシ
㈱石長

㈲市原産業

㈱いつでもコール 24
㈱いなば園
イワタ㈱

イワトー㈱

㈱インターコスモス

㈱インタージャンク 一級建築士事務所
㈱インターデコム

㈱インターメディア
㈱インターリンク
㈱インブルームス

6
20・36
19
34・36
12
6
33
27
13・36
22・36
18・19・37
29
29
28・37
29
30
12
31

34

㈱インラビングメモリー

31
22・37
31・37
7
34

う ㈱ WiTHART

㈱ウィズネット
㈱ WILL BE

ウィルライフ㈱
うちの子 noe

29
29
㈱Ａ . Ｋ設計 / アーキテクト・ケイ
28・37
㈱Ａ - ＵＮ 一級建築士事務所
28
㈱エクシング
30
㈱ SHF
12・16・20・37
㈲エスケー
8
エス・シー少額短期保険㈱
32
エス・ティ・プラスチック㈱
9
エスパック㈱
24・37
㈱エスビー・イトー
8
㈱ NE コミュニケーションズ
31
㈱エヌケー
9
司法書士法人ＮＣＰ ㈱ＮＣＰ相続支援センター
32
㈲ MC プロデュース
18
エルアンドイーホールディングス㈱
12・17
㈱エルクリエーション
13
㈱エルックス
30
㈲エル・プランナー
19
㈱エルブレイン
28・29
NPO 法人 エンディングセンター
35
㈱エンディング総研
12・18

え ㈱エイ・ディ・エイ
㈱えいむ

お ㈱ OASIS コーポレーション
扇商事㈱

㈱オーヴィア セト
OAG 税理士法人
㈱大江車体特装

㈱オークネット・アグリビジネス
㈱大地農園

㈱オートウィル
大橋産業㈱

岡野雄志税理士事務所
㈱岡村竹材

公益財団法人 沖縄県メモリアル整備協会
㈱小柳津清一商店
㈱オリジナルあい
㈲オルグ

㈱オレンジライフ

26・27
6
31
32
11
27
27
11・37
9・27・37
32
6
32
22
22・38
26
13・16
13
22・38

か ㈱カーベル
㈱ CALM
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7・31・38
35
32・38
32
35
13
31・38
14・38
7・10
27
30
11・38
33
35

㈱家研

（一社）家財整理相談窓口
家樹㈱
㈲風

（一社）火葬研

㈱家族葬のファミーユ
カドミ光学工業㈱
㈱カミカワ服飾
カメヤマ㈱

㈲カラコレス
㈱カワイチ
㈱カワキタ
㈲川本商店

関東ペット火葬協会
き キーパーズ㈲

技研商事インターナショナル㈱
㈱儀式マーケティング機構
㈱キタジマ
ギミット㈱

㈱キャスターアーク
キャレモジ

QLC プロデュース㈱
㈱共栄

共栄工業㈱
京都法繊㈱

㈱協和木工所
極東産機㈱

㈱銀河ステージ

㈱キングマカデミアン JAPAN
㈱金原海苔店
㈱金宝堂

五十音順

31
12
12
6
12・38
34
29
34・38
7
33・38
表紙 2・6・7
7
9・39
32
22・39
22
33

8
㈱くぼた
18・19・39
（一社）供養コンシェルジュ協会
35
（一社）供養の日普及推進協会
35
㈱クラウドテン
31
クラキエンタープライズ（同）
24
㈱くらし計画
34
㈱クラシック
26
グラボテック㈱
8
㈱グランディメモリー
18
㈱グリーネイチャー
19
㈱クリエイト
26
クリザール・ジャパン㈱
27
㈱くりや
12
㈱グレイン
12
㈱クローバー少額短期保険
32
クロスアンドクラウンセキュリティインテリジェンス（同） 31

く ㈱九谷屋
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け ㈱ケアサービス

㈱ CARE PETS

㈱ KSG インターナショナル
㈲ケルン

㈱ Genten Links
ケントピア㈱

18・31
13
21
34
17・39
16

10
28
㈱香蘭社
8
㈱コーリング
19
国際経営㈱
22
国際ホテル・ブライダル専門学校
17
㈱ココ・プランニング
33
㈱コスモサウンド
30
㈱コスモトレードアンドサービス
18・19
国家公務員共済組合連合会 特約葬祭業者連絡協議会
35
㈱ Coccolino
34
㈱コボリ
29・30
小宮商事㈱
27
㈲米桂
16
㈱こもりコーポレーション
8・10・31・39

こ 小池ろうそく店

㈱構想企画 ＡＢＥ建築事務所

さ サーバントラスト信託㈱
㈱彩静堂
㈱坂本屋

㈱佐川ヒューモニー
㈱桜

さくら情報システム㈱
㈱ SASSOU

㈱ザ・ネクスト・ワン
㈱澤口農園製茶工場
㈲三愛

㈱サンヴィラージュ
㈱サンエース

サンエネルギー㈱
サントイ㈱

㈱サンネット

㈱サン・ライフ・ファミリー
㈱サンリボン
三和物産㈱

し ㈱ジーエスアイ

㈱ＣＳＣサービス

㈱シービーサービス 旬菜亭
㈱シーマ

シーラック㈱
㈱ジール

㈲ジェイ・エフ・シー
ＪＭＭ少額短期保険㈱

32
9・27
10・39
21
19
16
28
26
22
9・27
26・39
22・39
19
34・39
24・39
32
24・25・40
6・7・40
18
18
21
30
22
32
11
32

㈱慈照苑
㈱芝寿し
㈱シフラ

㈱シモジマ
シャディ㈱

㈱ジャパン唐和

㈱ジャパン唐和木業

（一社）ジャパンフューネラルフラワー協会
( 一社）終活カウンセラー協会
㈱松栄堂
㈱浄華

松和産業㈱
進吾㈱

シンワ㈱
す ㈱スープ

㈱スカイピラーアーキテクツ
数寄清計画研究所㈱
ずゞや㈱

㈱スリーライク

駿台トラベル＆ホテル専門学校
せ ㈱清月記

（一社）生前整理普及協会
㈲セイリン
㈱清蓮

㈱セレックス

㈲セレモ九州要

全国石製品協同組合

NPO 法人 全国葬送支援協議会
全国仏壇仏具振興会

（一社）全国ペット霊園協会
（一社）全国優良石材店の会
（一社）全国霊柩自動車協会

（一社）全日本冠婚葬祭互助協会

（一社）全日本冠婚葬祭互助支援協会
全日本宗教用具協同組合

全日本葬祭業協同組合連合会

センペル・フィデス・ジャパン
そ ㈱ソア

葬儀終活サポートセンター（同）
綜合ユニコム㈱企画事業部
㈱創心社

（一社）相続手続カウンセラー協会
相続手続支援センター
㈱倉絆 .

ソシオあすか
㈱ソノ

㈱空飛ぶペンギン社

17
21
26・27
24・27
22
6・7・29
6・29
27
35
10
8・32
22
22
34
27・40
28
28
8・33
29
17
14
35
27
31
20
14・18・19
35
35
35
35
35
35
35
12
35
12・35
34

16・20・21・29
14・15・41
18
12・40
32
32
9・40
29
29・40
24・40

㈱ソワニエ

18・40

た 㐧一衛材㈱

19・40
6・18・40
26
24
30
29
22・41
28
20・21・41
24
28
29
24
9
34・41
34・41
33
28
21

大栄㈱

㈱大栄フラワーサービス
大額㈱

ダイキン HVAC ソリューション東京㈱
㈱泰山堂
大東㈱

㈱タイト設計

ダイナコムウェア㈱

タイムラインピクチャーズ
大和ハウス工業㈱

タカラスタンダード㈱
竹野㈱

㈲田坂商店

㈱ダスキン（役務提供サービス５事業）

㈱ダスキン（ダスキン ライフケア事業）
田中貴金属ジュエリー㈱
DABURA.i
玉乃屋

24
7・41
24
8

ち ㈱チクマ

中国システム機器㈱
㈱中日映像出版

㈱彫刻アイデア社
つ ㈱つえ屋

9

て ㈱ティア

13
11・41
29
9・26・37
14・41
18
24・41
16
31
31
35
24
12
33

ティ・アール・ジィ㈱

㈱ D&A コンサルティング
㈱ディーマーケット
㈱ Digtus

㈱ディライト

㈱デジタルスペース ワウ
㈱デジタル・アイ

（一社）デジタル遺品研究会ルクシー
デジタルデータソリューション㈱
NPO 法人 手元供養協会
寺下額縁㈱

㈱テラスデザイン
㈱テンマック
と ㈱ド・ア

㈱東海製蝋

㈲東海プランニング
東京観光専門学校
㈱東京三盛

㈱東京ソワール
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17
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㈱東京堂

東京フジメン㈱
東京リボン㈱

東京ローソク製造㈱

㈱ドウシシャ 特販部

㈱ドウシシャ メモリアルギフト部
㈱東洋総合技術研究センター
東礼自動車㈱

㈱東和ユニフォーム
トーコー商事㈱
㈱登喜

戸田葬祭サービス㈱
㈱富中産業

㈱トムキャット
トモエ陶業㈱
灯の宅配便
豊橋木工㈱

TRUST-RB

㈱トランスブレイン
㈱鳥居ローソク本舗
㈱トルネックス
な ㈱ナーム

名古屋特殊自動車㈱

五十音順

27
22
7・27
10・34・41
19・42
22・42
34
11
14・42
22
19・34・42
32
9
34
8・34
10
29
31
12・42
10
30
12・42
11

24
8
㈱ニチリョク
18・19・33
㈱日光社
12
㈱日天大鳳
6
㈱ニットク
11
㈱日本香堂
10・42
（一社）日本医葬連携協会
35
（一社）日本遺体衛生保全協会（IFSA）
18
㈱日本 HP
20
（一社）日本エンディングサポート協会
35
（一社）日本海洋散骨協会
35
ＮＰＯ法人 日本環境斎苑協会
35
（一社）日本儀礼文化調査協会（JECIA)
35・42
（一社）日本クオリティオブライフ協会
35
㈱日本コフィン
7・42
（一社）日本石材産業協会
35
（一社）日本葬祭コーディネーター協会
18・42
（一社）日本葬祭情報管理協議会
35
（一社）日本相続管理士協会
35
NPO 法人 日本相続士協会
35
㈱日本ソフトウエアサービス
16・20・29・42
日本テクノ㈱
30
日本デジタル終活協会
31
日本典礼寺院協会
17

に ㈲西進

西日本陶器㈱

50

ライフエンディングサポート企業ガイド2019

（一社）日本動物葬儀霊園協会
㈱日本納棺用品社
日本農産種苗㈱

（一社）日本ハッピーエンディング協会
日本 PC サービス㈱

日本ヒューマンセレモニー専門学校
日本炉機工業㈱

ね ㈱ NEO 建築事務所
㈱ネクシィーズ

㈱ネクストインターナショナル
㈲ネットワード
の ㈱野田武一商店
㈱ノムラ

は ㈱ハース
ハート㈱

㈱ハーモニック
㈱ハイエレコン
㈱パイル 21

㈱ハウスプラザ信越

㈱ハウスボートクラブ
㈱萩原

㈲バサラ

㈱ハシモト清
㈱はせがわ

㈲葉月写真工芸社
㈱ハッピーエンド

ハッピーメモリーズ㈱
㈱ハブデザイン
㈱濱田

㈱ハラダ製茶販売
㈱ハリカ

㈱バルーン工房

阪神特殊自動車㈱
ひ ㈱ B-WAY グループ
㈱ピーシーエッグ
㈱ビー・ハウス
ひいらぎ
光工芸㈲

㈱ VIP グローバル

HITOWA ライフパートナー㈱
㈱日比谷花壇

㈱ビューティ花壇
ヒューマンケア㈱

㈱ヒュー・メックス
㈲博國屋

35
9
22・43
12
31
17・18
34
28
30
12
16・20・29
10
27
11
20・43
22
16
33
7
33
6
14
31
33
24・43
6
32・43
9・43
22
22
22
33
11
17・43
24
19・43
9
7
30
34
26
26
18・31
19
31

19
ファミリーヒストリー記録社
32・43
㈱ファンテックス
24・30
㈱フィット
6・7
フェイス㈱
31
フェニックス少額短期保険㈱
32
フェニックス・ライフ㈱
19
㈱フォーシーズンズ
26
㈱フォーバル
16
㈱フクイク
28
福田㈱
22
㈱福良梱包
7・44
㈱フジ医療器
30
フジウェブ・ネット㈲
24
フジ日本精糖㈱
27
㈱フジメン通商
22
双葉㈱
6・43
双葉トータルケア㈱
18・31・43
FutureOne ㈱
16
㈱ FUNE
13
FUNERAL SUPPORT SERVICES（同）
18
（一社）フューネラル・フラワー技能検定協会
26・44
㈱プラスティックス
34
㈲フラワー企画
34
㈱フルーツワールド
9・44
（一社）PRAY for (ONE)
35
㈱フレシード
26
㈱フレネット HIBIYA
26
フローラル共済㈱
32
フロールエバー㈱
27

ふ ㈱ fuzzy bunny

7・44
16・24
7・10
31
32・44
24

へ ㈲平和カスケット
ベーシック㈱

ペガサスキャンドル㈱
㈲ベストプロデュース
ベル少額短期保険㈱
㈱ベルベ

ほ 法輪山 證大寺
㈱保志

北海道祭壇 Possible ～可能性～の会

（同）ポライトテクノ
㈱ボンズコネクト

ま ㈲舞花

マイスター㈱

㈱マイプレシャス
㈱まごころ畳

㈱マコセエージェンシー
マックス㈱

33
8・33
26
31
31

26・27
29
22・44
9
20・44
20・21・29・44

㈱まつたに
㈱丸栄

㈱マルエス

㈱丸叶むらた
丸喜㈱

マルコメ㈱
丸山製茶㈱
み ㈱美咲

㈱ MICHALLON
三井ホーム㈱
㈱光岡自動車
三菱電機㈱
㈱みづま

みどり生命保険㈱
㈱みとわ

㈱未来創想

8
6・33・44
10
10
6・33
22・23・44
22
26
26・27・45
28
11・45
29・30
20・24・45
32
22
31・45
31

む ㈱ムショウラク

11
31・33
31・33
20
13
32
30

め ㈱メディアサポート

㈱メモリアルアートの大野屋
㈱メモリアルスタイル
㈱メモリアルネット

㈱メモリアルむらもと
㈱メモリード・ライフ
㈱メルシー

も モノ・インターナショナル㈱
㈱モリ・エンタープライズ
森敬㈱
森正㈱
や ㈱八木研

やくおうじ

ヤマダイ仙台㈱

㈱山田エスクロー信託
㈱ヤマト
㈱ヤマト

㈱ヤマトコフイン

㈱ヤマニパッケージ

27
22・45
6・34
8・31・33
29・33
34
8
32
6・11・30・45
30
6・7
24

ゆ ㈱ユー花園
㈱友心

㈱ユーヤン

ユーロペーパージャパン㈱
㈱ユニクエスト
㈱ユニコーン

26・45
31・45
7
24
12
16・45
6

よ ㈱ヨシカワ商事

ライフエンディングサポート企業ガイド2019

51

企業・関連団体索引

五十音順

18・45
9
34
28
12

㈱吉澤企画
㈲吉田商店

吉田木工所プラス
㈱吉村建築事務所
㈱よりそう

ら ㈱ライフデザイン研究所

13・45
7

り ㈱リード商事

27
30
20
34
14・45
14
19・45
30
31
22

ラ・ルークス㈱

㈱利光ファシリティーズ
理想科学工業㈱

リハコンテンツ㈱
リミット通販㈱
㈱良心石材
菱熱工業㈱

㈱リラインス
㈱リリーフ
㈱リンベル

6・45

る ㈱ルーナ
れ 麗永㈱

㈱霊園・墓石のヤシロ

㈱レイ・クリエーション
㈱レイセキ
㈱レガシィ

㈱レッツコーポレーション

6
33
7
31・33・34・45
32
30
22
34

ろ ㈱ロワール

ロングライト

わ ㈱ワイイーシーソリューションズ
YM 工房

㈲ワイツープランニング
わかすぎ作業所

㈲和光造花製作所
㈱和紙来歩

㈱ワンズライフ
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9
6
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広告掲載企業 資料請求用紙
ライフエンディング
サポート企業ガイド2019

FA X番 号

03-3564-2560

お手数ですが、このページをコピーしていただき、
ご希望される企業名の右□内に 印を付け、FAXにて送信下さい。
後日、各企業のカタログ・パンフレット送付を手配いたします。

別冊
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広告索引
会社名

業

ア ㈱アスカネット

種

掲載ページ
25・表４

遺影写真加工・通信システム

㈱アルファ・ネット コンサルティング＆デザイン

葬祭会館企画・設計コンサルティング

28

NPO法人安心の輪

葬祭業関連VC

13

イースト㈱

人名外字フォント・素材集

20

㈱オレンジライフ

葬祭支援コンピュータ

16

カ 京都法繊㈱

仏衣・死装束

サ ㈲サンリボン

写真額縁・写真立て

25

㈱ソア

筆耕・プリンタシステム

21

葬儀終活サポートセンター（同）

集客アプリ

15

文字フォント開発、外字フォント制作

21

㐧一衛材㈱

葬儀専用吸収物品

19

㈱Digtus

デジタル終活サービス

14

ナ ㈱日本香堂

ロウソク・線香

10

ハ ㈱B-WAYグループ

各宗派導師紹介システム

17

マ マックス㈱

筆耕・プリンタシステム

21

㈱まつたに

位牌

８

マルコメ㈱

返礼品・ギフト

23

㈱美咲

生花

26

霊柩車

11

葬祭支援コンピュータ

16

タ ダイナコムウェア㈱

ヤ ㈱ヤマト
㈱ユニコーン

表２・７

部

署

氏

名

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

貴社業種：

会社名
所在地 （〒

資料請求

-

）
役
ＴＥＬ

職
ＦＡＸ

●下記のアドレスからも掲載企業の情報が入手できます
http://www.funeral-biz.com/
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全 国市区町村・都 道府県別基礎データ

葬祭業エリアマーケティング＆消費者意識調査データ総覧
掲
第１編
第１章

載

市区町村＆都道府県別基礎データ
死亡関連データ

１ 死亡数の推移（市区町村別）
2015 年の死亡数／ 2014 年の死亡数／ 2013 年の死亡数／
2015−2014 の増減数／ 2015−2013 の増減数／ 2015
年の千人当たり死亡数／ 2014 年の千人当たり死亡数
２ 性別・65 歳以上死亡数（都道府県別）
死亡数合計／男性死亡数／女性死亡数／ 65 歳以上死亡数／ 65
歳以上男性死亡数／ 65 歳以上女性死亡数
３ 死亡率・健康寿命（都道府県別）
０〜４歳の千人当たり死亡率／ 65 歳以上の千人当たり死亡率／
65 歳以上男性の千人当たり死亡率／ 65 歳以上女性の千人当た
り死亡率／男性健康寿命／女性健康寿命
４ 年間自殺者数（都道府県別）
2015 年の自殺者数／ 2015 年の 10 万人当たり自殺者数／
2015 年の男性自殺者数／ 2015 年の女性自殺者数／ 2014
年の自殺者数／ 2014 年の 10 万人当たり自殺者数
５ 死因別死亡数（都道府県別）
生活習慣病／悪性新生物／糖尿病／高血圧性疾患／心疾患（高血
圧性を除く）／脳血管疾患
６ 場所別死亡数（都道府県別）
病院／診療所／介護老人保健施設／老人ホーム／自宅／その他

第２章

人口・世帯関連データ

１ 人口（市区町村別）
総人口／ 65 歳以上人口／ 65 歳以上人口の割合／ 75 歳以上人
口／ 75 歳以上人口の割合／出生数／自然増減数
２ 世帯数（市区町村別）
一般世帯数／単身世帯数／ 65 歳以上の世帯員がいる世帯数／
65 歳以上の単身世帯数／ 65 歳以上が１人いる２人世帯数／１
世帯当たり人員数
３ 核家族・高齢世帯（都道府県別）
核家族世帯数／夫婦のみの世帯数／うち高齢夫婦世帯数／いずれ
かが 60 歳以上の夫婦のみの世帯数／いずれかが 65 歳以上の夫
婦のみの世帯数／夫婦とも 65 歳以上の高齢夫婦世帯数
４ 平均年齢（都道府県別）
平均年齢／０〜 14 歳人口の割合／ 15 〜 64 歳人口の割合／
65 歳以上人口の割合／夫の平均初婚年齢／妻の平均初婚年齢／
男性の生涯未婚率／女性の生涯未婚率／合計特殊出生率

第３章

将来推計人口関連データ

１ 2020 年・2025 年の人口（市区町村別）
2020 年の総人口 ／ 20 2 0 年 の 6 5 歳 以 上 人 口 ／
2 020 年の 75 歳 以 上 人 口 ／ 20 2 5 年 の 総 人 口 ／
2025 年の 65 歳以上人口／ 2025 年の 75 歳以上人口
２ 2030 年・2040 年の人口（市区町村別）
2030 年の総人口 ／ 2 0 3 0 年 の 65 歳 以 上 人 口 ／
2 030 年の 75 歳 以 上 人 口 ／ 20 4 0 年 の 総 人 口 ／
2040 年の 65 歳以上人口／ 2040 年の 75 歳以上人口
３ 65 歳・75 歳以上人口の割合（都道府県別）
2020 年の 65 歳以上人口の割合／ 2020 年の 75 歳以上人口
の割合／ 2030 年の 65 歳以上人口の割合／ 2030 年の 75 歳
以上人口の割合／ 2040 年の 65 歳以上人口の割合／ 2040 年
の 75 歳以上人口の割合
４ 平均寿命・合計特殊出生率（都道府県別）
2020 〜 2025 年の男性平均寿命／ 2025 〜 2030 年の男性
平均寿命／ 2020 〜 2025 年の女性平均寿命／ 2 0 2 5 〜
2 0 3 0 年 の 女 性 平 均 寿 命 ／ 2 0 2 0 〜 2025 年の合計特殊
出生率／ 2025 〜 2030 年の合計特殊出生率

デ

ー

タ

第４章

葬祭業関連データ

第５章

その他関連データ

１ 事業所・従業者（市区町村別）
冠婚葬祭業事業所数／冠婚葬祭業従業者数／葬儀業事業所数／葬
儀業従業者数／冠婚葬祭互助会事業所数／冠婚葬祭互助会従業者
数／火葬・墓地管理業事業所数
２ 市場概況（都道府県別）
葬儀業事業所数／年間葬儀取扱件数／葬儀業年間売上高／１事業
所当たり取扱件数／１事業所当たり年間売上高／葬儀１件当たり
売上高／１葬祭会館当たり死亡数／葬祭ディレクター１級取得者数
３ 墓地・納骨堂・火葬場（都道府県別）
墓地数／納骨堂数／年間埋葬・火葬数／年間改葬数／恒常的使用
の火葬場数／霊柩運送事業者数／お墓ディレクター１級取得者数
１ 老人福祉・介護事業所（都道府県別）
老人福祉・介護事業所総数／特別養護老人ホーム／介護老人保健
施設／通所・短期入所介護事業所／認知症老人グループホーム／
訪問介護事業所／訪問看護ステーション
２ 医療機関（都道府県別）
病院数／病院の病床数／療養病床を有する病院数／一般診療所数
／一般診療所の病床数／療養病床を有する一般診療所数／歯科診
療所数
３ 宗教団体（都道府県別）
宗教団体総数／神社数／寺院数／教会数／教師数／信者数
４ 住宅・土地（都道府県別）
住宅数／持ち家数／持ち家比率／借家数／１住宅当たり延べ面積
／１住宅当たり敷地面積／地価公示平均金額
５ その他（都道府県別）
１人当たり県民所得／インターネット利用率（個人）／スマートフ
ォン利用率（個人）／１世帯当たり自動車所有台数／運転免許保有
者数／生活保護受給率

第２編

全国葬祭会館一覧

第３編

葬儀に関する消費者意識調査

全国 8,272
北海道 319 ／青森県 65 ／岩手県 132 ／宮城県 183 ／秋田県
94 ／山形県 126 ／福島県 242 ／茨城県 225 ／栃木県 236 ／群
馬県 194 ／埼玉県 350 ／千葉県 342 ／東京都 336 ／神奈川県
357 ／新潟県 235 ／富山県 74 ／石川県 100 ／福井県 62 ／山
梨県 88 ／長野県 177 ／岐阜県 150 ／静岡県 253 ／愛知県 491
／三重県 144 ／滋賀県 92 ／京都府 111 ／大阪府 374 ／兵庫県
270 ／奈良県 66 ／和歌山県 99 ／鳥取県 45 ／島根県 50 ／岡山
県 147 ／広島県 168 ／山口県 122 ／徳島県 71 ／香川県 94 ／
愛 媛 県 124 ／ 高 知 県 79 ／ 福 岡 県 458 ／ 佐 賀 県 94 ／ 長 崎 県
108 ／熊本県 206 ／大分県 125 ／宮崎県 137 ／鹿児島県 220
／沖縄県 38

【調査実施・分析＆原稿執筆】
三浦直子
（文殊リサーチワークス）
１ 葬儀規模と予算の希望
（１）会葬者の希望人数と実施の有無
（２）葬儀の希望予算
２ 葬儀・葬儀社の志向
（１）葬儀場所の希望
（２）葬儀社の選択基準
（３）葬儀の志向
３ 世代間の差から見る今後の葬儀の方向性
４ 地域の葬儀志向
（１）葬儀規模と予算希望
（２）葬儀・葬儀社の志向
５ 独身単身者の葬儀志向

http://www.sogo-unicom.co.jp/
●電話でのお申し込み 03-3563-0025
●インターネットでのお申し込み

