―サービスガイド―

先祖代々之墓

「家族が亡くなったので部屋を片付けたい」
「庭の手入れをしていた父が亡くなり、荒れてしまっている」
「介護施設の入退去前に荷物を整理したい」など、
お困りの事があったら、すまいる・くらぶにご相談を。お片付けはもちろん、
その後の様々なサポートも行っております。お気軽にお問い合わせください。

お悩みごと・お困りごとはお任せ下さい

お墓を整えたい！

片付けてほしい！

納骨や法要までにお墓をきれい
にしておきたい。

家族が住んでいた家を片付けたい
が物が多すぎて手が付けられない。

形見分けしきれない遺品はどう
したらいいのかわからない。

お墓が古くなっているので改修
したい。

親戚が住んでいたアパートを期間
内に引き払わなくてはならない。

人形や愛用のものをゴミとして
捨てられない。

後継ぎがいないので永代供養墓
を考えたい。

家族が亡くなったので愛用品等を
遺品整理したい。

古くなった仏壇や神棚を
供養してほしい。

お墓のサポートサービス

お片付けサービス

思い出を整理したい！ 葬儀後の悩みを相談したい

仏壇・神棚供養 / 遺品供養サービス

葬儀後の手続きが大変で、
どれから手を付けて良いのか
分からない
独り暮らしになってしまい、
今後の生活が不安
空家をどうしようか悩んでいる

空家管理・相続相談サービス

日常のちょっとしたお困りごとからお
お墓サポートサービス
お墓サポートサービス

先祖代々之墓

サービスについて

考えるポイント
●お墓はあるか？無い場合はどうするのか？
●高齢になってもお墓参りしやすいか？
●最近お墓をお掃除したのはいつか？

ご先祖様の大切なお墓を親から子へ、
そして孫へ…。
お墓は長く守っていかなければなりません。
お墓のこと、
何でもご相談下さい。

●後継ぎはいるか？

戒名彫刻・法名彫刻 28,000 円~

地震対策

故人の戒名・法名、没年月日、

震度５は、
お墓が倒れる震度と言われます。
お墓が倒れると

ご生前のお名前、没年齢など

石が欠けてご先祖様にも申し

を彫刻いたします。また門柱

訳ない気持ちになります。

や花立への家紋の彫刻や薄く

また倒れて隣のお墓を壊して

なった文字への色入れも承り

しまう危険もあります。

ます。

そうならない為にも地震対策

（税別）

100,000 円~
（税別）

をしておきましょう。

10,000 円~

納骨補助作業

（税別）

四十九日や法要の際の納骨のお手伝いをいたします。

お墓のおそうじ代行 17,000 円~
（税別）

簡単な清掃、草取りに加え墓石の汚れを手作業で落とせる
範囲でお掃除いたします。

1坪

お墓のリフォーム

相談無料

17,000 円~（0.5坪増えるごとにプラス2,500円）
（税別）

・外柵、
本体
（棹石・香炉・花立・線香皿）
墓誌の水拭き掃除
・外柵内の草取り

お墓のリフォームとは、石のつなぎ目の補修や欠けの補修、
花立や香炉の交換などの小さな工事から、お墓の引越し、
建て替えなどの大きい工事など様々です。
気になることがありましたら是非、ご相談ください。

お墓じまい

150,000 円~
（税別）

墓じまいとは、お墓を解体・撤去・処分しお骨を新しい形で
供養することです。取り出したお骨をその後どのように供養
していくのか、事前にきちんと考えておく必要があります。
気持ち穏やかなお墓じまいが出来るようにお手伝いをさせて
いただきます。

リフォーム前

リフォーム後

お片付け、葬儀後のサポートまで、お客様のラ
遺品整理・遺品供養
故人のお部屋の片づけ、清掃、不要品の処分などの遺品整理は、これまでご遺族の方の手で行われることが一般的でした。
しかし、現代のライフスタイルにおいては、時間的にも人手の面でも、ご遺族の力だけでは支えきれないのが現状です。
すまいるくらぶが、遺族様の想いに寄り添い、お手伝いします。

料金の目安

,

48,000 ⰼ։玗ⴽ

80,000 円～（税別）
2LDK 180,000 円～（税別）
1DK

110,000 円～（税別）
3DK 200,000 円～（税別）

1LDK

※作業内容や物量によって料金が変動する場合がございます。

サービスについて

160,000 円～（税別）
3LDK 220,000 円～（税別）
2DK

ご依頼の流れ

遺品整理・遺品供養

1 お電話でのお問合わせ

すまいる・くらぶの遺品整理プランには下記のサービスが
含まれております。

2 訪問打ち合わせ
3 整理方法のご提案
4 お見積り

お片付け

お掃除

遺品供養

住まいのレイアウト変更

（簡易清掃）

（合同供養）

（家財の移動）

こんな方にオススメです

お客様の確認のもと、必要な物と

5 仕分け 処分する物を仕分けます。
6 整理・搬出・簡易清掃

遺品整理

・葬儀後は忙しくて、片付けに時間がとれない
・量が多くて、自分達だけでは整理出来ない

必要な物は整理し、処分する物は都道府県知事許可
の収集運搬業者に委託し搬出します。搬出後、空に
なったお部屋をスタッフが清掃します。

・故人が一人暮らしだったので片付けに行けない
遺品供養

・形見分けしきれなかった遺品がある

7 処分

！ 遺品供養

・香典袋や弔電の処分方法に悩んでいる

処分する物に応じて
地域毎に定められた
方法にて処分します。

仏壇や人形、遺品などを供養
致します。

・故人が使った愛用品を捨てることが出来ない

心を込めて供養致します

上置き型・小型のお仏壇

仏壇・神棚供養

（3 辺の合計が 160cm 以内のお仏壇）

20,000 円～

（税別）

様々な理由で処分せざるを得なくなった仏壇や神棚の供養から
処分までお任せ下さい。

30,000 円～

■御供養の流れ
お問い合わせ

重ね型・中型のお仏壇
（3 辺の合計が 160cm 以上のお仏壇）

（税別）

訪問引き取り
又は持込・発送

※引き取りの場合、別途引き取り料を頂戴致します。

供 養

※特別サイズのお仏壇に関しては別途お見積りとなります。

神棚 1体（幅 70cm 以内 神社・お社）

10,000 円～（税別）

※他にもご位牌やご遺影などの供養も承っております。

ライフスタイルに合わせてお手伝い致します！
お住まい・お庭の掃除クリーニング
サービスについて

クリーニングサービス

こんな方にオススメです
●受け継いだ家をきれいにしたい
●忙しくてなかなか掃除に時間がとれない
●退去期限までにアパートをきれいにしたい

プロのハウスクリーニングで、溜まった頑固な汚れも
スッキリ落とします。

●庭のお手入れを出来る人がいなくなってしまった

料金の目安

お住まいのクリーニング

住宅まるごとクリーニング

エアコンクリーニング

14,400 円~

【マンション・アパート】1DK・1LDK・2DK

36,000 円~

浴室クリーニング

18,000 円~

【マンション・アパート】2LDK・3DK・3LDK・4DK

60,000 円~

【戸建て】2LDK・3DK

72,000 円~

（税別）

（税別）

洗面所クリーニング

6,000 円~

トイレクリーニング

6,000 円~

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

お掃除の内容

レンジフードクリーニング 18,000 円~
（税別）

キッチンまわりクリーニング 30,000 円~
（税別）

キッチン / 換気扇 / 浴室 / 洗面所 /トイレ
ガラス・サッシ / フローリング面ワックス

※汚れの程度や建物の状況によってはクリーニングの効果が得られ
ないもの、もしくはクリーニングできない場合もございます。

（流し台・レンジフード・吊戸棚）

その他のサービス

（税別）

冷蔵庫クリーニング・フローリングクリーニング
網戸クリーニング・ガラスサッシクリーニング etc

お庭のお手入れ

※劣化による変色についてはクリーニング効果が得られない場合も
ございます。予めご了承ください。

除雪・排雪作業

草刈り費用 1坪につき 700 円~
草の運搬・処分費（軽トラック 1台分につき）11,000 円~
除草剤散布 1坪につき 400 円~
（税別）

（税別）

（税別）

植木や樹木の伐根も承ります。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

玄関車庫前の雪かき
住宅の周辺の雪かき
溜まった雪の運搬

作業員 2 名・軽トラ 1台

10,000 円~
（税別）

1 時間

作業内容・条件によって異なります。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

ご利用事例

エアコンクリーニング

お庭を綺麗にしてほしい

見た目は綺麗なんだけどエアコンから臭いがす
る、というお客様からご依頼を頂きました。表面
上は綺麗に見えても、内部のカビが原因で臭いが
発生する場合があります。クリーニングを行った
ことで、表面に付着したほこりはもちろん、内部
に蔓延していたカビもすっかり除去できました。

手入れをしていた両親が亡くなって、実家の庭に
雑草が沢山生えてしまって綺麗にしたい。そんな
お客様からお庭のお掃除をご依頼頂きました。
重機を使っての抜根作業を行い、大量に出てきた
プランターを処分致しました。近くに住んでいな
いので小まめな手入れが出来ないとのことでした
ので、お庭を綺麗に保つために定期的な除草剤散
布のご依頼も頂戴致しました。

お困りごとチェックリスト
お葬式後、このようなことでお困りではありませんか？

□お墓をきれいにしたい
□古くなったお墓を建て替えたい
□お墓が傾いており、倒れないか心配
□自分が亡くなった後のお墓が心配

先祖代々之墓

～お墓のおそうじからリフォーム、お墓じまいの相談まで～

～家族だけではとても手に負えないお片付けもお気軽にご相談を～
□遺品整理を頼みたいがどこに頼めばよいか分からない
□大量のごみ・不用品があり、家族だけではとても手に負えない
□実家のお仏壇や人形を供養してほしい
□買い取り出来るものがあるか調べてほしい

～お住まいを以前の状態に近づけるため、
最大限の努力をいたします～
□独り暮らしで亡くなっていた親戚の家を掃除してほしい
□エアコンや浴槽などの汚れがひどいので掃除してほしい
□綺麗にしてもう一度住める状態に戻してほしい
□アパート、マンションを退去するのできれいにしてほしい

□高齢者住宅への入居が決まり、空き家となってしまう
□相続で家や土地を受け継いだが、どうして良いかわからない
□受け継いだ実家を有効活用したい
□空き家を解体して土地を売りたい

～笑顔で相続を進めるためのお手伝いを～
□葬儀後の様々な手続き、どうして良いかわからない
□相続の問題をどの専門家に相談して良いか分からない
□相続手続き、何をいつまでに、どうすればよいのか分からない
□独り暮らしになってしまい、今後の生活が不安

葬儀後の手続き支援

葬儀後の様々なお困りごと

空き家、空き土地の

～そのままにしておくと価値が下がるだけでなく、火災や空き巣の問題も～

処分・活用方法

空き家の管理、活用相談

片付け
クリーニング

おそうじ、クリーニングに関するお困りごと

遺品整理・仏壇
神棚供養

お片づけに関するお困りごと

お墓サポートサービス

お墓に関するお困りごと

空家管理/空き地、空き土地の処分・活用相談
地域の不動産屋と提携し、空き家を所有されているお客様の幅広い
ニーズに対応しています。

ご利用事例

＜管理＞ 木の伐採

サービス内容

？ 売る

空家や空地はいくらで売れる
のだろう。

？ 貸す

空家を貸すには、どうすれば
良いのだろう。

？ 解体

更地にしたいけど解体費用は
どのくらいかかるのだろう。

Before

After

＜解体＞ 自宅の解体工事

相続相談
相続相談内容

すまいる・くらぶには協会認定の「相続診断士」が在籍。
相続の一般的な相談に対応。具体的な問題に関してはどこの専門家が
良いのか、道先案内人として適切な専門家への橋渡しを行います。

相続診断

ヒアリング

一般の方

相続に関する
情報の提供

弁護士
※相続トラブルの相談を受ける
※遺産分割の調停等
※遺産書作成の助言等

相続診断士
・相続対象者の状況伝達 ・対象者の情報を事前に連絡 ・引き合わせ、紹介

司法書士

行政書士

※不動産の名義書換（相続登記） ※遺言書作成の助言
※不動産の生前贈与の登記
※成年後見の相談を受ける
※遺言書作成の助言

相続情報の提供

税理士
※相続税に関する相談を受ける
※相続税の申告業務等
※相続財産の評価等
※その他の税法上の相談業務

専門家紹介

加盟店一覧

URL.http://www.segawa-stone.jp/

花巻本店

〒025-0002岩手県花巻市西宮野目第5地割503
TEL 0198-26-3866 / FAX 0198-26-3888

北上支店

〒024-0084北上市さくら通り1丁目8-28
TEL 0197-65-6770 / FAX 0197-65-6798

盛岡南支店

〒028-3615紫波郡矢巾町大字南矢幅第15地割105-7
TEL 019-698-3011 / FAX 019-698-3012

お困りごとの相談は全国の「すまいる・くらぶ」加盟店へ

加盟店所在地

【京都府】
京都市
【埼玉県】
坂戸市・朝霞市
【福島県】郡山市・会津若松市
【大阪府】
茨木市
文京区・豊島区
【栃木県】宇都宮市・小山市・足利市・壬生町 【東京都】
西条市
【神奈川県】
横浜市・相模原市 【愛媛県】
【群馬県】伊勢崎市・館林市
【静岡県】
藤枝市
【茨城県】水戸市

