
あなたならこのお墓どうしますか？ 

 

SAKURA SERVICE 

墓石専門 安心と信頼のさくらサービス 

霊園でこのようなお墓を目にした
ことがありますか？高齢化社会の
日本ではお墓の継承者の問題な
ど様々な問題があります。 

またほとんどの方は墓石に関する
知識はお持ちではありません。墓
石は長い間風雨にさらされ年々傷
んでいきます。 

さくらサービスでは墓石にとってこ
のような過酷な状況から少しでも
良い状態にして先祖代々のお墓を
継承していくお手伝いをいたしま
す。 
 



クリーニング前        

〇墓石の汚れを特殊工法により除去 
〇特殊コーティング剤による保護 
〇洗剤などの消耗品は個々で購入（仕入先の開示） 
 （手数料を上乗せしての取次ぎ販売はしません） 
〇現場での実地研修で実際に作業してもらいます。 

洗浄 •溶剤洗浄の技術習得 

磨き •専門の道具を使用 

コート •撥水
光沢 

さくらサービスは豊富なありとあらゆる  
施工実績で・・・ 

SAKURA SERVICE 

苦情・クレームがなんと 

クリーニング後        作業中        

コケ サビ 水垢 完
全
除
去 



SAKURA SERVICE 

本業 

•これ一本でやっていきたい方。 

•法人・個人問いません。 

副業 

•最初は不安があるので副業か
らスタートして軌道に乗ってか
ら考えたい。 

老後 

•老後に少しでもできるような仕
事で感謝される仕事がしたい。 

•空いた時間でやりたい。 

提携石材店をご紹介 

お墓リフォーム 

高齢者・お身体の不自由なお客様に 

お墓参り代行 

ネット戦略・新規開拓 

墓石クリーニング 



SAKURA SERVICE 

売上シミュレーション 
週末に最低限の各１件の受注の場合でも 

» 墓石クリーニング    ￥６０，０００ 

» お墓参り代行       ￥１５，０００ 

»       合計          ￥７５，０００ 

 

 

 

①基本開業パック 
初期研修費用      ￥１５０，０００ 
洗浄剤・道具一式    ￥８５，０００ 
資料・ツール一式     ￥６３，０００ 
       合計         ￥２９８，０００ 
※資料一式はＣＤロムにてお渡しします。チラシ・料金表・ 

見積書・請求書・販促チラシデザイン・ビフォーアフター写真
など・・・営業に必要なものを全てセットにしています。 

 
②オプション 
ホームページ制作    ￥３０，０００ 
出張指導費（研修外）  ￥２０，０００ 
               （交通費宿泊費などは別途） 
 
③電話・メールサポートは無料！ 
 
④毎月の代理店手数料・マージンなども一切無料！ 

 

１か月の売上合計 

３０万円 



SAKURA SERVICE 

No.

様

墓石クリーニング・お墓参り代行専門

下記の通りお見積り申し上げます 安心と信頼のさくらサービス

〒210-0844

神奈川県川崎市川崎区渡田新町1-4-8

見積金額（消費税込）　 ＴＥＬ：044-221-1152　　ＦＡＸ：044-221-1153

数 単価 金額

墓石の大きさ 寸

広さ（㎡） ㎡

汚れ度合 □カビ・コケ等　□水垢・エフロ　□サビ・シミ等

建墓年数

外柵 □あり　□なし

墓誌 □あり　□なし

灯篭など □あり　□なし

水周り □あり　□なし

周りの状態

コーティング

インペア（防草施工）

玉石洗浄

その他（　　　　　　　　）

目地補修

文字ペンキ入れ

小　計 0

消費税 0

合　計 0

備考

□～１０年　□～２０年　□～３０年　□～４０年
□～5０年　□その他（50年以上）

□石塔本体　□外柵　□墓誌　□灯篭　□その他

お　見　積　書 (兼請求書)
(　パーフェクトプラン　・　標準プラン　・　節約プラン　)

平成　　　年　　　月　　　日

メンテナンス内容

 

 

 

 

 

 

お墓掃除＆お墓参り 

お問い合せ・ご相談は 

 

お墓参りを通して、一人ひとりの『こころの支え』になります。 

お墓参りに行くと清々しい気持になりますよね？ 

言うまでもなくお墓には故人が眠っています。 

大切だったあの人にいろいろな事を報告して、また

これからも頑張ろうと気持を引き締め、変わらず私

たちを見守ってくれるようお願いするからでしょう

か？ 

私たち、さくらサービスは墓石クリーニングを通し

て、少しでも『こころの支え』になれるようお手伝い

いたします。ご利用料金はうれしい 15,000円より。 

エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県 

 

墓地清掃管理 さくらサービス 
  0120-300-193 

神奈川県川崎市川崎区渡田新町1-4-8 

ＴＥＬ044-221-115２ ＦＡＸ044-221-1153 

一人ひとりの目線でお客様をサポートします。

お気軽にご相談ください。 

[サービス運営会社] 

墓地清掃管理さくらサービス 

 

今ならうれしい 
5大特典付き！ 

□特典５・・・お掃除後のお写真無料！ 

 

 

□特典１・・・雑草とり無料！ 

 □特典２・・・お花添え無料！ 

 □特典３・・・お線香無料！ 

 □特典４・・・交通費無料！（離島除く） 

上記以外にもお供え（タバコ・お酒・コー
ヒー）などご要望にお応えします。 
どんな小さなことでもご相談ください。 

 

ご
利
用
者
の

皆
様
へ
。 

お
墓
の
お
掃
除 

行
っ
て
き
ま
す
。 

 

おお墓墓掃掃除除＆＆おお墓墓参参りり代代行行
期期期間間間限限限定定定！！！111000,,,000000000円円円！！！  

  今今なならら・・・・・・３３大大無無料料特特典典付付きき！！  

①①  おおお花花花添添添えええ無無無料料料！！！②②おお線線香香無無料料！！③③交交通通費費無無料料！！  

  0120-300-193 
墓石クリーニング・お墓参り代行なら 

〒210-0844 

神奈川県川崎市川崎区渡田新町 1-4-8 

http://www.mirastone.jp さくらサービス 

限定30名様 
おお墓墓ののエエスステテはは全全部部ままととめめてて２２万万円円～～ 

墓石の大きさ、建墓年数、

汚れの種類により施工金

額に変動があります。 

安心と信頼の 

  

  

蘇
え
る
！ 

こ
ん
な
に
美
し
く 

墓石クリーニング・お墓参り代行のさくらサービス

　下記のアンケートにご回答いただきましたら、お墓参り代行を1回サービスさせていただきます。

　　（お花添え・お線香・お写真付き）

ご記入日 平成　　　　年　　　　月　　　　日

よみがな

氏　名 様

ご連絡先 ご自宅　　 携帯

□　民営霊園

　　　所在地又は名称　【 】

□　公営墓地

　　　所在地又は名称　【 】

□　寺院墓地

　　　所在地又は名称　【 】

Q１．お墓参りには、年に何回行かれますか？ A　毎月１回は行く

B　命日・お彼岸・お盆・年末年始など、年に５～６回

C　年に２～３回

D　年に１回行くかどうか

E　事情があり最近はまったく行けていない

F　その他【 　】

Q２．お墓参りに行かれた時に、気になることはありますか？

A　周りのお墓の雑草や汚れが気になる。

B　お寺さんや管理者が常に綺麗に維持してほしい。

C　その他【 　】

Q３．墓石の汚れで気になる所はありますか？ A　まったくない

B　水あかのような黒ずみ

C　白っぽい汚れ

D　雑草がのびてくる

E　外柵の汚れ

F　その他【 】

Q４．その他にお墓参り・お墓の掃除など、ご質問やあったら良いと思うサービスがあればご記入ください。

　　　　　　　　　　　　　ご協力ありがとうございました。

墓地の種類（✓を
入れてください）

ご住所

        -               -        -               -



SAKURA SERVICE 

じっくり検討した後は少しの勇気と営業努力が大切です。 

ご相談 
資料請求 

ご契約 
ご入金 

研修実施 
用具発送 

開業 
スタート 

【お問合せ】 
墓石専門 安心と信頼のさくらサービス 
神奈川県川崎市川崎区渡田新町1-4-8 
http://www.mirastone.jp/ 
フリーダイヤル：0120-300-193 
ＴＥＬ：044-221-1152 
ＦＡＸ：044-221-1153 

どんなことで
もお気軽にご
相談ください。 

さくらサービスグループ
は全国に広がっています。 


