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思ひ出整理サービス



流れ

お問い合わせ
→お見積もり
→訪問
→仕分け、整理
→梱包
→搬出、処分
→清掃
→お支払い



意義

・高齢社会、核家族化、孤独死の増加
・時間がとれない
・葬儀会社が行うことで安心を
・遺品整理は発生する費用が大きく儲かる

需要の高まり



問題点

・人員確保
・お客様確保
・ゴミの処分
・どこまで担当するのか
・損益分岐、事業として成り立つのか



人員確保

経験が大切

現在の社員で不足の場合は募集をかける
遺品整理士の確保



お客様確保

・ホームページでの紹介

・お葬式とのセットプラン

・終活セミナーの際に紹介



ゴミの処分

①一般廃棄物収集運搬業（越谷市内に27カ所）

②産業廃棄物収集運搬業

③その他

市、国の許可が必要

個人情報処理
・大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目18-4
・デルエフ 茨城県常総市古間木1758-1



一般廃棄物収集運搬業者 

 

許可番号順 平成 29 年 4 月 1 日現在 

事業者名 所在地 電話番号 取り 扱い廃棄物の種類 

 

安住環境整美 (株)  越谷市千間台西五丁目２ ３ 番地７  エク レール千間台５ ０ ６ 048-979-8740 可燃・ 不燃 

(有)  作良商事 越谷市北後谷 24-1 048-962-1121 可燃・ 不燃・ 家電 

(有)  平野清掃 越谷市大字砂原 775 048-976-0934 可燃・ 不燃・ 家電（ ※）  

(有)  加藤商事 越谷市東大沢 3-35-6 048-974-0379 可燃・ 不燃 

(株)  東武エコテッ ク  越谷市東町 3-61-3 048-988-2231 可燃・ 不燃・ 家電 

(有)  大栄清掃 越谷市大字大泊 126 048-974-0088 可燃・ 不燃・ 家電（ ※）  

(有)  中村清掃 越谷市レイク タウン 1-1-14 048-988-4355 可燃・ 不燃・ 家電（ ※）  

(有)  大熊商事 越谷市川柳町 1-343-1 048-986-7933 可燃・ 不燃・ 家電 

(有)  中央清掃 越谷市蒲生 2-3-6 048-986-6536 可燃・ 不燃 

(有)  木下商事 越谷市大間野町 5-88-2 出澤マンショ ン 302 048-990-1066 可燃・ 不燃 

エスシーエス  (株)  越谷市谷中町 1-71-8 048-965-1105 可燃・ 不燃・ 家電 

(株)  十河サービス  越谷市南荻島 3706 聖学寮 212 048-978-6709 可燃・ 不燃 

(株)  木下フレンド  越谷市越ヶ谷 1-2-3  048-992-7770 可燃・ 不燃 

(株)  東日本サービス  越谷市大成町 8-2451-1 048-988-3511 可燃・ 不燃 

(株)  マルキュウ  越谷市大字下間久里 104 048-978-0939 可燃・ 不燃・ 家電（ ※）  

環境衛生 (株)  越谷市花田 3-9-12 フレンド リ ーフラ ッ ツ 102 048-965-9534 可燃・ 不燃・ 家電（ ※）  

(有)  エム・ エス  越谷市蒲生 1-13-7 048-989-7555 可燃・ 不燃 

(株)  三栄興業 越谷市南越谷 4-8-8 801 号 048-989-4277 可燃・ 不燃・ 家電 

ク リ ーンシステム  (株)  越谷市北越谷 1-22-3 ﾋﾞ ｭ ﾒーｿﾞ ﾝ･ﾌｶﾂ 107 048-970-2301 可燃・ 不燃 

ハイエスサービス  (株)  越谷市蒲生東町 6-9 048-987-4930 可燃・ 不燃 

(株)  山一商事 越谷市南越谷 1-17-1 048-961-2000 可燃・ 不燃 

アールエー環境 (株)  越谷市南越谷 1-5-49-102 048-990-0838 可燃・ 不燃 

新日本資源 (株)  越谷市伊原 1-5-9 ペスカト ーレ伊原 102 048-985-9038 可燃・ 不燃 

(有)  ヨ シダ  越谷市花田 6-11-10 048-962-2438 可燃・ 不燃 

(有)  遠藤商事 越谷市蒲生 2-12-31 048-985-3696 可燃・ 不燃 

(株)  共和商事 越谷市船渡 1785-1 048-979-6873 可燃・ 不燃 

(有)  共栄ク リ ーンサービス  越谷市大成町 6-236 048-985-8401 可燃・ 不燃 

 

限定許可の業者を除く  家電（ ※） は、 リ サイクル券取り 扱い業者 

越谷市公式ホームページ
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/index.ht
ml
より引用

http://www.city.koshigaya.saitama.jp/index.html


孤独死の現場について

○現場が荒れていること多い

・血液処理 8,000円～

・体液処理 28,000円～

・死後一ヶ月の清掃 30,000円～

・腐乱臭の特殊清掃 36,000円～

・害虫などの特殊清掃 32,000円～

※特殊清掃は担当しない方針も考えられる



予算

・人件費 利益の約46%を目安に
・梱包備品 約10万円
・マスク、ゴーグル、軍手などの備品 約10万円
・求人情報掲載費 約50万円
・特殊清掃器具 約30万円
・清掃着 約10万円



まとめ

アートエンディングの地域からの信頼を考えると、
遺品整理の新事業は大変有意義である



ご静聴ありがとうございました。


