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ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ 

 
中小型ペットちゃん中小型ペットちゃん中小型ペットちゃん中小型ペットちゃん出張火葬出張火葬出張火葬出張火葬実績実績実績実績 No.1 No.1 No.1 No.1 ・エコカーペットちゃん葬儀・エコカーペットちゃん葬儀・エコカーペットちゃん葬儀・エコカーペットちゃん葬儀    

「「「「PET594CAR」」」」FC 事業拡充のご案内事業拡充のご案内事業拡充のご案内事業拡充のご案内 
 

平素より「「「「PET594CARPET594CARPET594CARPET594CAR（ペットご供養カー）」（ペットご供養カー）」（ペットご供養カー）」（ペットご供養カー）」出張ペット火葬サービス事業へのご支援に

御礼申し上げます。 

おかげさまで厳しい経済状況が続く中にかかわらず、「出張ペット火葬」はご愛好家に

とってもペットちゃんにとっても心安まる葬儀スタイルとして認知されて参りまして、

我々も心強い限りでございます。 

この度は弊社ＦＣ事業参画へのご検討いただき、誠にありがとうございます。 

 

弊社は創業時より、 

・ご安心ご満足ご安心ご満足ご安心ご満足ご安心ご満足の声を頂くサービスを提供… 

「かけがえのない家族の一員だから・「かけがえのない家族の一員だから・「かけがえのない家族の一員だから・「かけがえのない家族の一員だから・・・・・最愛のパートナーに最高のご供養を」最愛のパートナーに最高のご供養を」最愛のパートナーに最高のご供養を」最愛のパートナーに最高のご供養を」のコン

セプト 

・完全個別火葬完全個別火葬完全個別火葬完全個別火葬に特化… 環境に配慮、ビジネス効率・収益性でも業界他社とは一線を

画すサービスと実績を実現。    

・業界をリードするＦＣシステム… 愛好家さまのニーズの現状及び需要予測に基づく

サービスサービスサービスサービス内容・料金・ビジネス理念内容・料金・ビジネス理念内容・料金・ビジネス理念内容・料金・ビジネス理念とととと、収益性の高い収益性の高い収益性の高い収益性の高い WIN-WIN フランチャイズ事業を

提案推進してきました。 

 

今後さらに、 

◎意欲を持った起業者とのＦＣパートナー事業をさらに育て、 

◎現在弊社本部に頂いておりますご依頼の増加に対応し、 

◎お客様が安心できる業界トップの事業者として確立させていくため 

 

2015201520152015 年度は、ＦＣ展開の全国化と年度は、ＦＣ展開の全国化と年度は、ＦＣ展開の全国化と年度は、ＦＣ展開の全国化と、火葬車火葬車火葬車火葬車の拡充をの拡充をの拡充をの拡充を進めてまいります。 

 

社会貢献にも資する社会貢献にも資する社会貢献にも資する社会貢献にも資する本事業に意欲を持たれる方、時代を乗り越える起業を目指す方に、

少リスクでスピーディに高収益を目指してスタートできる少リスクでスピーディに高収益を目指してスタートできる少リスクでスピーディに高収益を目指してスタートできる少リスクでスピーディに高収益を目指してスタートできる本事業のチャンスをご検討下さ

い。 

 

 

 ■業務内容や実際の開業について直接お伺いわかりやすくご説明させて頂きます！ 

    ＜お問合せ先＞  ＴＥＬ：０３－３３２０－９７０１ＴＥＬ：０３－３３２０－９７０１ＴＥＬ：０３－３３２０－９７０１ＴＥＬ：０３－３３２０－９７０１ （担当者：渡部） 

 

 

株式会社インケイス 
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日本初！エコカー訪問ペット火葬、中小型のペットちゃんのご葬儀実績 No.1！ペット葬儀サービス 

 
 

「「「「ＰＥＴ５９４ＣＡＲ」」」」フランチャイズ事業のご案内フランチャイズ事業のご案内フランチャイズ事業のご案内フランチャイズ事業のご案内        

平素より PET594CAR 出張ペット火葬ビジネスにご支援頂きありがと

うございます。 

◆ 安心の個別火葬専門、安心の体重別均一料金制 

◆ 『中小型のペットちゃんのご葬儀実績Ｎｏ．１』 

◆ 『お客様満足度ナンバー１』 

ご依頼いただいた飼い主様から常にご満足ご安心の声をいただく業界

のリーディングカンパニーとして、さらなる発展にご参画頂ける事業パー

トナーを求めております。ご検討、ご相談いただければ幸いです。 

 

§§§§資料目次資料目次資料目次資料目次§§§§    

† ごあいさつ      … 1 

† 「ＰＥＴ５９４ＣＡＲ」フランチャイズ事業のご案内   … 2 

† 「ＰＥＴ５９４ＣＡＲ」事業理念・ポリシー   … 3 .4 

† 「ＰＥＴ５９４ＣＡＲ」フランチャイズ加盟募集概要・魅力 … 5～8 

† フランチャイジー加盟ご検討者様へ   … 9 

 （以下、ご検討者ご参考資料） 

† ＰＥＴ５９４CAR セレモニーカーの特徴   … 10 

† ＰＥＴ５９４CAR サービス料金表    … 11 ,12 

† ＰＥＴ５９４CAR サービスの手順と特徴   … 13～16 
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    コンセプトフレーズコンセプトフレーズコンセプトフレーズコンセプトフレーズ    

「かけがえのない家族の一員だから・・ 
最愛のパートナーに最高のご供養を」  

 

 ＝ PET594CAR の使命の使命の使命の使命    ＝＝＝＝ 

「沢山の笑顔」「最高の癒し」や「数え切れないほどの最良の思い出」を

もらい、共に過ごした生活の中で「永遠に忘れ去ることのない時間を共有」

した 

最愛のペット最愛のペット最愛のペット最愛のペットちゃんちゃんちゃんちゃんとのお別れとのお別れとのお別れとのお別れのセレモニーをのセレモニーをのセレモニーをのセレモニーを、、、、    

社員一同社員一同社員一同社員一同、、、、心を込めてサポート心を込めてサポート心を込めてサポート心を込めてサポートすること 

 

＝ 企業理念企業理念企業理念企業理念    ＝＝＝＝ 

ペットちゃん愛好家のみなさま・事業者・弊社社員の幸福追求と共に、

協調と愛ある社会構築への貢献に資する。 

 

※環境の中に生きる※※環境の中に生きる※※環境の中に生きる※※環境の中に生きる※    

PET594CAR のサービス運営会社である(有)エバーユアーズが、「愛・地

球博(2005 年)」にサブライセンシーとして参加した経験から「環境対策」「環境対策」「環境対策」「環境対策」に深

い関心を抱き、出張ペット火葬サービスにおいても、その移動火葬車として環

境に優しい「ハイブリッドカー」等のエコカーを採用したという経緯がございま

す。  
尚、ブランド名の「PET594CAR（ペットゴクヨーカー）」とは、ペットちゃん達を

ご供養するための車（ペットご供養カー）という意味で名付けました。 
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◆おかげさまで『中小型のペットちゃんのご葬儀実績『中小型のペットちゃんのご葬儀実績『中小型のペットちゃんのご葬儀実績『中小型のペットちゃんのご葬儀実績 No.1No.1No.1No.1』』』』 

◆お客様満足度お客様満足度お客様満足度お客様満足度 No.1No.1No.1No.1。飼い主様に大変ご好評の誠実なサービス 

 

 

◆個別火葬しかいたしません。 

個別立会形式による個別立会形式による個別立会形式による個別立会形式による安心安心安心安心でででで「心に残るセレモニー」「心に残るセレモニー」「心に残るセレモニー」「心に残るセレモニー」    

(他のペットちゃんのご遺骨が混ざったりしません。) 

 

◆火葬費用は「体重別」「体重別」「体重別」「体重別」での「全国均一料金」「全国均一料金」「全国均一料金」「全国均一料金」です。 

ご心配の無いようわかりやすく、追加料金など一切ない安心安心安心安心低料金低料金低料金低料金

です。 

 

◆ご近所のご迷惑になりません。住宅街やマンションなどの場合には、

少し移動して安全な場所にて荼毘に付させていただきます。 

 また、全車、ロゴマーク等の塗装の無いシンプル＆コンパクトカーを採

用しております 

 

◆環境重視のセレモニーカー。ハイブリッド等のコンパクトエコカーです。 

 

◆シンプルなセレモニー。宗教色を可能な限り排除したご葬儀です。 

 

◆年中無休・２４時間年中無休・２４時間年中無休・２４時間年中無休・２４時間    安心の対応安心の対応安心の対応安心の対応です。 

 

 

「安心・安全・ご満足を！」 
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2006 年の開業、2008 年のパートナーフランチャイズ事業展開以来、お客

様と共に歩み、市場の成長性と共に着実な成長を続ける PET594CAR 訪問

ペット火葬サービスでは、 

現在、人生や事業に意欲を持ち、本事業をともに成長させていって下さるフ

ランチャイズパートナーを募集しております。 

 

【募集対象者】【募集対象者】【募集対象者】【募集対象者】    

◆◆◆◆「ＰＥＴ５９４ＣＡＲ（ペットゴクヨーカー）」訪問ペット火葬オーナードライバーオーナードライバーオーナードライバーオーナードライバー 

・経験不問・募集時期逐次・全国各地経験不問・募集時期逐次・全国各地経験不問・募集時期逐次・全国各地経験不問・募集時期逐次・全国各地にて 

  (各地域に限定台数、ただし営業範囲は地域を限らない) 

・収入：下記ＦＣ契約（詳細は資料による）による高収益を見込む自己事業 

・「ＰＥＴ５９４ＣＡＲ（ペットゴクヨーカー）」の企業サービス理念にご賛同いた

だける方 

・ペットを家族に持つ愛好家の皆様に対しご満足いただける弊社サービスを

誠意を込めて提供できるプロフェッショナル（研修完備） 

・我々とともに成長事業である「訪問ペット火葬」サービスの発展に力を尽くし

ていただける方を募集いたしております。 

 

【事業環境と動向】【事業環境と動向】【事業環境と動向】【事業環境と動向】    

◆「ペット関連ビジネス」、特に、「訪問ペット火葬ビジネス」は、 

鈍化経済の中にも、現在着実な成長を続け、需要予測からみても極めてポテ

ンシャルの高い成長事業であり、近年認知度も上がり、一時のブームでなく、

日本社会に正業として根付く、時宜を得たビジネスです。 

 

経済動向の見えにくい現今に経済動向の見えにくい現今に経済動向の見えにくい現今に経済動向の見えにくい現今においてもおいてもおいてもおいても努力に応じて収益の見込める事業努力に応じて収益の見込める事業努力に応じて収益の見込める事業努力に応じて収益の見込める事業とととと

してスタートできるしてスタートできるしてスタートできるしてスタートできるビジネスモデルです。ビジネスモデルです。ビジネスモデルです。ビジネスモデルです。    

 

「ＰＥＴ５９４ＣＡＲ（ペットゴクヨーカー）」といたしましては、今こそ、ペット愛好

家の皆様に誠意を込めたサービスの質で他を圧倒する絶好の機会と考えて

全国進出へ、名実ともにオンリーワンに向け、前進しております。
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【【【【PET594CARPET594CARPET594CARPET594CAR    FCFCFCFC 加盟営業の加盟営業の加盟営業の加盟営業のメリット】メリット】メリット】メリット】    

◆ スピーディかつ円滑な安心の事業スタートスピーディかつ円滑な安心の事業スタートスピーディかつ円滑な安心の事業スタートスピーディかつ円滑な安心の事業スタート        ((((少リスク少リスク少リスク少リスク))))    

 ご自身とご家族の夢を掛け、将来の安心を求めて今や必須とも言え

る起業ですが、新たな挑戦にその決断・準備、実際の経営に不安は

つきもの。弊社の実績とノウハウ、システムのオールサポートでスム

ーズで安心な事業開始に邁進できます。事業運営研修も完備してお

ります。 

◆ 顧客の紹介顧客の紹介顧客の紹介顧客の紹介        ((((営業拡販サポート営業拡販サポート営業拡販サポート営業拡販サポート))))    

順調な事業の成否を分ける集客について、ＦＣ本部に依頼されたご

葬儀の紹介を受けることができます。 

    

◆ 効果的な広告効果的な広告効果的な広告効果的な広告    ((((ブランドサポートブランドサポートブランドサポートブランドサポート))))    

フランチャイジー様からのロイヤリティから、ＦＣ本部が各フランチ

ャイジー様の営業エリアへ効果的な広告の掲載を行ないます。 

    

◆ 受付等業務不要受付等業務不要受付等業務不要受付等業務不要    ((((業務サポート業務サポート業務サポート業務サポート)))) 

お客様からの葬儀のご依頼、お問合せ、クレーム等は、全て、ＦＣ

本部の総合受付オペレーターが、２４時間・親切丁寧に対応させてい

ただきます。 

        

◆ 直接仕入直接仕入直接仕入直接仕入    ((((費用削減サポート費用削減サポート費用削減サポート費用削減サポート))))    

備品（骨壺、覆い）や、メモリアルグッズ、オーナメント等は、ＦＣ本

部の契約した仕入価格にて、各メーカーより直接仕入を行なっていた

だくことができます。 

◆ 高い収益性高い収益性高い収益性高い収益性    ((((成長ビジネスモデル成長ビジネスモデル成長ビジネスモデル成長ビジネスモデル))))    

この成長事業を一つの生業として、高い収益を見込めることができ

ます。ご自身の高い事業意欲に寄れば、年収益で１０００万円を超え

る例も多く、早く投資を回収し、長く続けることができる数少ない事業

の一つです     

◆ その他その他その他その他    ((((各種サポート各種サポート各種サポート各種サポート))))    

上記以外にも、セレモニーカーのメンテナンスや、お客様対応や、

営業上のご相談等、各種の指導やサポートを受けることができます。 
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【事業加盟・【事業加盟・【事業加盟・【事業加盟・スタート時スタート時スタート時スタート時資金等について】資金等について】資金等について】資金等について】    

    

    ◆FC◆FC◆FC◆FC 本部へのロイヤリティ等本部へのロイヤリティ等本部へのロイヤリティ等本部へのロイヤリティ等    

 

イニシャルフィーイニシャルフィーイニシャルフィーイニシャルフィー    ＦＣ加盟金      ＝５００，０００円（契約時） 

ロイヤリティロイヤリティロイヤリティロイヤリティ    ((((月次月次月次月次))))    ＦＣ本部依頼売上   ＝売上金の３０％ 

ＦＣ加盟店直接売上 ＝売上金の ５％ 

※上記ＦＣ加盟金（５４０，０００円）は、１０回までの分割でのお支払も可能 

 

 ◆創業時必要資金創業時必要資金創業時必要資金創業時必要資金 (火葬車設備等) 

 

    
15151515 ㎏火葬タイプ㎏火葬タイプ㎏火葬タイプ㎏火葬タイプ    

（軽ワゴン）（軽ワゴン）（軽ワゴン）（軽ワゴン） 

30303030 ㎏火葬タイプ㎏火葬タイプ㎏火葬タイプ㎏火葬タイプ    

((((小型ワゴン小型ワゴン小型ワゴン小型ワゴン)))) 

火葬車本体火葬車本体火葬車本体火葬車本体((((※※※※1111))))    １，０００，０００円 1，６００，０００円 

車輌取得費車輌取得費車輌取得費車輌取得費    １００，０００円 ２００，０００円 

車載火葬炉（設置工事費込）車載火葬炉（設置工事費込）車載火葬炉（設置工事費込）車載火葬炉（設置工事費込）    ２，９００，０００円 ３，９００，０００円 

備品費備品費備品費備品費 ９０，０００円 １６０，０００円 

研修費（都内５～６日間）研修費（都内５～６日間）研修費（都内５～６日間）研修費（都内５～６日間） １００，０００円 １００，０００円 

契約書貼付印紙代契約書貼付印紙代契約書貼付印紙代契約書貼付印紙代 ４，０００円 ４，０００円 

合合合合    計計計計    ４，１９４，００４，１９４，００４，１９４，００４，１９４，０００円０円０円０円    ５，９６４５，９６４５，９６４５，９６４，０００円，０００円，０００円，０００円    

注１．イニシャルフィー及びその他注１．イニシャルフィー及びその他注１．イニシャルフィー及びその他注１．イニシャルフィー及びその他には消費税が含まれておりません。別途消費税には消費税が含まれておりません。別途消費税には消費税が含まれておりません。別途消費税には消費税が含まれておりません。別途消費税

がかかります。がかかります。がかかります。がかかります。    

注２．上記以外に、必要に応じて（例えば、自動車保険料・研修時の交通費や宿泊注２．上記以外に、必要に応じて（例えば、自動車保険料・研修時の交通費や宿泊注２．上記以外に、必要に応じて（例えば、自動車保険料・研修時の交通費や宿泊注２．上記以外に、必要に応じて（例えば、自動車保険料・研修時の交通費や宿泊

費・カーナビ費・カーナビ費・カーナビ費・カーナビ ETCETCETCETC 機器代・駐車場使用料等）費用がかかる場合がございます。機器代・駐車場使用料等）費用がかかる場合がございます。機器代・駐車場使用料等）費用がかかる場合がございます。機器代・駐車場使用料等）費用がかかる場合がございます。    
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※１．ペット火葬車本体の価格は、グレード等により若干異なります。（中古車の取※１．ペット火葬車本体の価格は、グレード等により若干異なります。（中古車の取※１．ペット火葬車本体の価格は、グレード等により若干異なります。（中古車の取※１．ペット火葬車本体の価格は、グレード等により若干異なります。（中古車の取

得でもＯＫです。）得でもＯＫです。）得でもＯＫです。）得でもＯＫです。）    

※※※※ペット火葬車本体の取得費用は事業者様ご自身の手配により民間クレジット会社ペット火葬車本体の取得費用は事業者様ご自身の手配により民間クレジット会社ペット火葬車本体の取得費用は事業者様ご自身の手配により民間クレジット会社ペット火葬車本体の取得費用は事業者様ご自身の手配により民間クレジット会社

とのクレジット契約でのお支払も可能でございます。とのクレジット契約でのお支払も可能でございます。とのクレジット契約でのお支払も可能でございます。とのクレジット契約でのお支払も可能でございます。    

※※※※ペット火葬車本体の車種ペット火葬車本体の車種ペット火葬車本体の車種ペット火葬車本体の車種は本部の指定ですが、価格はグレード等により若干異なりは本部の指定ですが、価格はグレード等により若干異なりは本部の指定ですが、価格はグレード等により若干異なりは本部の指定ですが、価格はグレード等により若干異なり

ます。ます。ます。ます。    また、弊社が認める車種で、ご自身の手配による中古車をベースにすることまた、弊社が認める車種で、ご自身の手配による中古車をベースにすることまた、弊社が認める車種で、ご自身の手配による中古車をベースにすることまた、弊社が認める車種で、ご自身の手配による中古車をベースにすること

も可能です。も可能です。も可能です。も可能です。    

※※※※上記以外に、必要に応じて（車輌任意保険料・研修時の交通費宿泊費・カーナビ上記以外に、必要に応じて（車輌任意保険料・研修時の交通費宿泊費・カーナビ上記以外に、必要に応じて（車輌任意保険料・研修時の交通費宿泊費・カーナビ上記以外に、必要に応じて（車輌任意保険料・研修時の交通費宿泊費・カーナビ

ETCETCETCETC 代・駐車場契約金等の）費用がかかる場合がございます。代・駐車場契約金等の）費用がかかる場合がございます。代・駐車場契約金等の）費用がかかる場合がございます。代・駐車場契約金等の）費用がかかる場合がございます。    

    

◆◆◆◆営業時負担経費営業時負担経費営業時負担経費営業時負担経費    

・ガソリン代、高速道路料金、灯油代、駐車場代、備品代（骨壺、覆い）

等 

    

    

※※※※貴殿における実際の開業資金貴殿における実際の開業資金貴殿における実際の開業資金貴殿における実際の開業資金    詳細についてのお見積り、ご相談詳細についてのお見積り、ご相談詳細についてのお見積り、ご相談詳細についてのお見積り、ご相談

はすぐ承ります（無料）はすぐ承ります（無料）はすぐ承ります（無料）はすぐ承ります（無料）    
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【フランチャイジー【フランチャイジー【フランチャイジー【フランチャイジー加盟加盟加盟加盟ご検討ご検討ご検討ご検討者者者者様様様様へへへへ】】】】    

    加えまして、次項以降のペット火葬の業務内容及び業務進行手順の概

要の通り、 

弊社の蓄積した経験とノウハウによる研修等での指導に基づきまして、

技術等の習得していただき、心配なく新規起業、営業をスタート心配なく新規起業、営業をスタート心配なく新規起業、営業をスタート心配なく新規起業、営業をスタートすること

ができます。 

 

Q,Q,Q,Q,    全くの未経験者でも開業、経営できるのか？全くの未経験者でも開業、経営できるのか？全くの未経験者でも開業、経営できるのか？全くの未経験者でも開業、経営できるのか？    

ＱＱＱＱ,,,,     開業までの日時は長くかからないのか？開業までの日時は長くかからないのか？開業までの日時は長くかからないのか？開業までの日時は長くかからないのか？        

    Q,Q,Q,Q,    開業資金に見合う収益は上げられるか？開業資金に見合う収益は上げられるか？開業資金に見合う収益は上げられるか？開業資金に見合う収益は上げられるか？    

    Q,Q,Q,Q,    営業日数、時間はどのくらいがいいのか？営業日数、時間はどのくらいがいいのか？営業日数、時間はどのくらいがいいのか？営業日数、時間はどのくらいがいいのか？    

    Q,Q,Q,Q,    とくに開業時の営業、集客などに不安がある。とくに開業時の営業、集客などに不安がある。とくに開業時の営業、集客などに不安がある。とくに開業時の営業、集客などに不安がある。    

    Q,Q,Q,Q,    作業研修、作業研修、作業研修、作業研修、手順手順手順手順は修得できるか？は修得できるか？は修得できるか？は修得できるか？    

    Q,Q,Q,Q,    どのくらいの収入どのくらいの収入どのくらいの収入どのくらいの収入が見込めるのか？が見込めるのか？が見込めるのか？が見込めるのか？                                等等等等 々々々々、、、、    

        

本ＦＣ事業加盟につきまして、全般に渡り、ご納得いただくまで、 

詳細詳細詳細詳細資料資料資料資料提示提示提示提示、、、、ごごごご面面面面談談談談、、、、ごごごご説明説明説明説明、、、、等等等等、、、、弊社担当よりお受けくださいませ。    

    

    加盟加盟加盟加盟に際し、契約、研修、開業、そして、日に際し、契約、研修、開業、そして、日に際し、契約、研修、開業、そして、日に際し、契約、研修、開業、そして、日 々々々々の営業までの営業までの営業までの営業まで共共共共にににに歩歩歩歩まままませせせせてててて

いいいいたたたただだだだきます。きます。きます。きます。    

ままままずずずずはははは、、、、気気気気軽軽軽軽ににににおおおお問合問合問合問合せせせせを心よりおを心よりおを心よりおを心よりお待待待待ちしております。ちしております。ちしております。ちしております。    

        

    （お問合（お問合（お問合（お問合せ先せ先せ先せ先））））    

株式会社インケイス（担当：渡部宛）にお気軽にお電話ください。 

＜＜＜＜TEL:TEL:TEL:TEL:03030303----3333333322220000----9797979701010101＞＞＞＞      
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（（（（以下以下以下以下、ご、ご、ご、ご検討検討検討検討者ご者ご者ご者ご参考参考参考参考資料）資料）資料）資料）    

 

 
【ペット火葬対応セレモニーカーの特徴】【ペット火葬対応セレモニーカーの特徴】【ペット火葬対応セレモニーカーの特徴】【ペット火葬対応セレモニーカーの特徴】    

①PET594CAR の個別ペット火葬セレモニーカーは、環境に配慮した環境に配慮した環境に配慮した環境に配慮したコンパクトエコ

カーです＜本部指定車種＞ （中型車（中型車（中型車（中型車 30kg30kg30kg30kg タイプ火葬炉での営業も可能）タイプ火葬炉での営業も可能）タイプ火葬炉での営業も可能）タイプ火葬炉での営業も可能）    

 

②PET594CAR の個別ペット火葬セレモニーカーは、ご近所の目を気にすることなく

ご葬儀が行なえるよう、全車、ロゴマーク等の塗装の無いシシシシンプルなファインシルバンプルなファインシルバンプルなファインシルバンプルなファインシルバ

ーメタリック色の車体ーメタリック色の車体ーメタリック色の車体ーメタリック色の車体でございます。 

事業者様にとっても事業者様にとっても事業者様にとっても事業者様にとっても、イメージよくトラブルを避けるメリットが考えられております。イメージよくトラブルを避けるメリットが考えられております。イメージよくトラブルを避けるメリットが考えられております。イメージよくトラブルを避けるメリットが考えられております。    

 

③PET594CAR の個別ペット火葬セレモニーカーには、、、、基本的に基本的に基本的に基本的にコンパクトな軽自動コンパクトな軽自動コンパクトな軽自動コンパクトな軽自動

車を採用車を採用車を採用車を採用しておりますので、狭い住宅地の道路でも道幅を気にすることなくスイスイ

とご指定の場所近くまでお伺いすることができますので、お忙しい方や、お身体の不

自由な方も、安心してご用命いただけます。 

事業者様にとっても、事業者様にとっても、事業者様にとっても、事業者様にとっても、車の取り回し、安全性、収益性に有利車の取り回し、安全性、収益性に有利車の取り回し、安全性、収益性に有利車の取り回し、安全性、収益性に有利でででですすすす。。。。    

 

④PET594CAR の個別ペット火葬セレモニーカーに搭載の火葬炉は、２次燃焼方式

を採用していることで、臭いや煙の発生を最小限に抑える構造臭いや煙の発生を最小限に抑える構造臭いや煙の発生を最小限に抑える構造臭いや煙の発生を最小限に抑える構造となっておりますので、

ご近所の方にご迷惑をお掛けすることもございません。ご近所の方にご迷惑をお掛けすることもございません。ご近所の方にご迷惑をお掛けすることもございません。ご近所の方にご迷惑をお掛けすることもございません。    

 

⑤PET594CAR のペット火葬セレモニーカーによる個別立会火葬個別立会火葬個別立会火葬個別立会火葬では、 

ご遺族ご遺族ご遺族ご遺族ななななどどどどのののの皆皆皆皆ささささままままののののに立会に立会に立会に立会ってもらうことも可能でございます。 

【ベースカー】【ベースカー】【ベースカー】【ベースカー】    

ダイハツ ハイゼット 660 カーゴ ハイルーフを指定ベースとしております。 

メーカーURL: http://www.daihatsu.co.jp/showroom/lineup/cargo_hybrid/index.htm 
（30 ㎏タイプ火葬炉設置サービスカーをご要望の場合は、日産バネット等のハイルーフ

バンを指定しております。） 
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体体体体    重重重重    参考種別（一例）参考種別（一例）参考種別（一例）参考種別（一例）    ごごごご費用費用費用費用（税込）（税込）（税込）（税込）    

～１㎏未満～１㎏未満～１㎏未満～１㎏未満    小鳥、ハムスター、リス、トカゲ、ヘビ等 １１１１６６６６，０００円，０００円，０００円，０００円    

１１１１.0.0.0.0～～～～2.92.92.92.9 ㎏㎏㎏㎏    

フェレット、モルモット、プレーリードッグ、

亀、子猫、ウサギ、チワワ等 

１１１１９９９９，０００円，０００円，０００円，０００円    

3 .03.03.03.0～～～～4.94.94.94.9 ㎏㎏㎏㎏    

猫、パピヨン、マルチーズ、ヨーキー、 

ポメラニアン等 

２２２２１１１１，０００円，０００円，０００円，０００円    

5 .05.05.05.0～～～～6.96.96.96.9 ㎏㎏㎏㎏    

Ｍダックス、プードル、シーズー、 

キャバリア等 

２２２２３３３３，０００円，０００円，０００円，０００円    

7 .07.07.07.0～～～～9.99.99.99.9 ㎏㎏㎏㎏    

コーギー、ビーグル、シェルティー、 

Ｍシュナウザー等 

２２２２５５５５，０００円，０００円，０００円，０００円    

10.010.010.010.0～～～～14.914.914.914.9 ㎏㎏㎏㎏    

柴犬、川上犬、三河犬、フレンチブル、 

ブルテリア、パグ等 

２２２２９９９９，０００円，０００円，０００円，０００円    

15.015.015.015.0～～～～19.919.919.919.9 ㎏㎏㎏㎏    

北海道犬、甲斐犬、紀州犬、琉球犬、 

ボーダーコリー等 

３４，０００円３４，０００円３４，０００円３４，０００円    

20.020.020.020.0～～～～24.924.924.924.9 ㎏㎏㎏㎏    

薩摩犬、四国犬、コリー、ハスキー、シェパ

ード、ダルメシアン等 

４０，０００円４０，０００円４０，０００円４０，０００円    

25.025.025.025.0～～～～39.939.939.939.9 ㎏㎏㎏㎏    

秋田犬、ゴールデン、ラブラドール、 

ボクサー、ドーベルマン等 

５０，０００円５０，０００円５０，０００円５０，０００円    

40.040.040.040.0～～～～60.060.060.060.0 ㎏㎏㎏㎏    

土佐犬、樺太犬、セントバーナード、 

グレートデン、グレートピレニーズ等 

５８，０００円５８，０００円５８，０００円５８，０００円    

注１）火葬費用は、「体重別」となっております。 

注２）上記費用には、消費税が含まれております。 

注３）上記費用には、お迎えの交通費、お骨壺代、覆袋代が含まれております。 
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注４）本訪問ペット火葬サービスでは、飼い主様のお立会い、及び、お骨上げをしていただくことが

できます。 

注５）体重４０ｋｇ以上のペットちゃんの火葬は、固定型火葬炉での火葬となります。 

注６）ご葬儀当日の予約キャンセルの場合には、キャンセル料として、火葬費用の５０％の金額を

頂戴いたします。 

 
 

【【【【おおおお支払支払支払支払についてについてについてについて】】】】    

◆火葬費用は、セレモニー当日、ご返骨の際に、現金にてお支払いただきます。  
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＜＜＜＜STEPSTEPSTEPSTEP1111＞最愛＞最愛＞最愛＞最愛のペットがのペットがのペットがのペットが亡亡亡亡くなくなくなくなっっっってしまてしまてしまてしまったったったったら・・・、ら・・・、ら・・・、ら・・・、    

０１２００１２００１２００１２０－－－－１２４１２４１２４１２４－－－－５９４（ワンニャン５９４（ワンニャン５９４（ワンニャン５９４（ワンニャンヨヨヨヨイイイイ    ゴクゴクゴクゴクヨヨヨヨー）ー）ー）ー）    

・先ずは、ペットちゃんをクッションやバスタオル等に寝かせてあげてください。ちょう

ど良いサイズのお箱がございましたら、お箱の中に安置して涼しいお部屋に寝かせ

てあげてください。また、夏場に長期間安置される場合には、おなかのところに「保冷

剤」や「ドライアイス」をあててご遺体を冷やしてあげてください。 

・フリーダイヤルお電話を。「詳しいご葬儀の流れ」をご説明させていただき、

ペットの種ペットの種ペットの種ペットの種類類類類・体重・体重・体重・体重と、訪訪訪訪問問問問先先先先のののの住所住所住所住所、ごごごご遺族遺族遺族遺族様のお様のお様のお様のお名前名前名前名前・・・・電話番号電話番号電話番号電話番号、、、、ごごごご

葬儀葬儀葬儀葬儀希望希望希望希望日日日日時時時時等必要な事柄をお伺いします。 

※ご不明な点や、葬儀に関するご心配事等がございましたら、お気軽に

ご質問ください。 

 

＜＜＜＜STEP2STEP2STEP2STEP2＞＞＞＞ごごごご訪訪訪訪問問問問    

・PET594CAR の個別ペット火葬車にて、ご予約の日時・場所へご訪問い

たします。「ペットちゃんの火葬依頼書」に飼い主様のお名前・ご住所・ペ

ットちゃんのお名前・性別・体重・年齢・お亡くなりになられた日などの必

要事項をご記入いただきます。 

 

＜＜＜＜STEPSTEPSTEPSTEP3333＞＞＞＞火葬火葬火葬火葬、、、、    

・火葬炉にペットちゃんを乗せ、最後のお別れをしていただいた後、安全、

且つ、ご近所の迷惑にならない場所にて、静かに荼毘に付させていただ

きます。 最後のお別れの際に、「ペットちゃんが好きだったおやつ」や、

「お花」などを少量お供えいただくことは可能でございます。 

※夜間や雨の日でも火葬は可能でございます。また、火葬の間、飼い

主様は、ご自宅でお待ちいただいて結構でございます。 

尚、火葬時間は、小型のワンちゃんや猫ちゃんの場合には、１時間３０分

程度でございます。 

 

＜＜＜＜STESTESTESTEP4P4P4P4＞＞＞＞おおおお骨骨骨骨上上上上げげげげ    

・火葬後、ご遺骨を飼い主様ご自身でご拾骨していただけます。お骨上げ

にかかる時間は、１０分程度でございます。 

尚、お骨上げがお辛い場合などには、こちらでご拾骨させていただきお骨

壺にお入れしてご返骨させていただくことも可能でございます。 
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＜＜＜＜SSSSTTTTEEEEPPPP5555＞＞＞＞ごごごご返骨返骨返骨返骨     

・お骨壺にお納めして、覆袋にお包みしたご遺骨をご返骨いたします。 

ご返骨の際に、火葬費用をお支払いいただきます。 

・小さなお骨壺になりますので、ご自宅にて「お手元供養」される方がほと

んどですが、お寺やペット霊園にて「合同供養」や「納骨」をご希望の際に

は、お気軽にご相談ください。 

■ペットちゃんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 

 

        

■■■■ペットのご遺体は、安らかな姿で安置してあげてください。ペットのご遺体は、安らかな姿で安置してあげてください。ペットのご遺体は、安らかな姿で安置してあげてください。ペットのご遺体は、安らかな姿で安置してあげてください。    

◆最愛のペットちゃんがお亡くなりになった際には、先ずは、ペットちゃんを安らかな

姿で、バスタオルやクッション（小動物ちゃんの場合には、ハンカチ）などにそっと寝

かせてあげてください。 

◆お亡くなりになられて、１～２時間経ちますと、脚部・腹部・頭部の順に、死後硬直

が始まります。死後硬直の前であれば、まぶたや口を閉じてあげて、前後の脚を優し

く曲げてあげてください。（硬直が始まった後でしたら、無理に閉じたり曲げたりしなく

て結構でございます。） 

 

■■■■ペットのご遺体を、清めてあげてください。ペットのご遺体を、清めてあげてください。ペットのご遺体を、清めてあげてください。ペットのご遺体を、清めてあげてください。    

◆その後、ブラシで毛並みを整えてあげて、少し湿らせたタオルや布で全身を清めて

あげてください。 

◆また、胃の中のものが逆流してきたり、尿が漏れ出たりすることがございますので、

ペットシートを敷いてあげると良いでしょう。 

 

 

 

 

 

■■■■ペットのご遺体を、バスタペットのご遺体を、バスタペットのご遺体を、バスタペットのご遺体を、バスタオオオオルやシールやシールやシールやシーツツツツにににに移移移移動して安らかに動して安らかに動して安らかに動して安らかに寝寝寝寝かせてあげてくださかせてあげてくださかせてあげてくださかせてあげてくださ

い。い。い。い。    

◆更に、ご遺体の腐敗速度を下げ、且つ、お腹にガスが溜まるのを防ぐ目的で、保

冷剤やドライアイスを薄いタオルに包んで、お腹のところに置いて身体を冷やしてあ

げてください。 
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◆そして、愛用していた玩具や、大好きだった食べ物を、ペットちゃんの傍らに置い

てあげて、元気だった頃の写真を飾ってあげたり、生花や、お水や、お線香などで弔

ってあげてください。 

◆最後に、優しく撫でてあげてください。そして、ギュッと抱きしめてあげてください。

楽しかった想い出を順番に想い出してあげてください。 

 

                【【【【PET594CARPET594CARPET594CARPET594CAR のペット葬儀の特徴】のペット葬儀の特徴】のペット葬儀の特徴】のペット葬儀の特徴】                ....      

 

★「個別立会火葬」と、「ご「個別立会火葬」と、「ご「個別立会火葬」と、「ご「個別立会火葬」と、「ご希望希望希望希望の時間に、ごの時間に、ごの時間に、ごの時間に、ご希望希望希望希望のののの場所場所場所場所でのご葬儀」でのご葬儀」でのご葬儀」でのご葬儀」 

PET594CAR のペット葬儀の特徴は、飼い主様が最愛のペットとのお別れにお立

会いただけるよう、基本的に移動火葬車による「「「「個別立会火葬個別立会火葬個別立会火葬個別立会火葬」」」」の葬儀スタイルをと

っております。 

従いまして、飼い主様のご希望の時間に、ご希望の場所での葬儀が可能であり、

他のペットの遺骨が混ざってしまう危険もございません。 

また、火葬後に、お骨上げを執り行っていただき、骨壺に納めた状態でご返骨させて

いただきます。 

 

★★★★犬犬犬犬、、、、猫以外猫以外猫以外猫以外のペットの火葬についてのペットの火葬についてのペットの火葬についてのペットの火葬について 

小鳥、ハムスター、リス、トカゲ、ヘビ、亀、うさぎ等の犬や猫以外のさまざまな小

型ペットの火葬も可能です。 

 

★ペット葬儀の所要時間は、通常１時間３０分～２時間３０分程度です 

★一部大型犬等の場合、固定型火葬炉での葬儀となるケースがあります 

★PET594CAR の火葬車、大雨の日でも、葬儀（火葬）が可能です 

★ペット葬儀（火葬）では 動物の種類や、体脂肪率等によっても異なりま

すが、PET594CAR のペット葬儀（火葬）では、５００℃～７００℃ぐらいの

高温で葬儀（火葬）を行ないます 

 

 

以上 
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会社名会社名会社名会社名    
株式会社インケイス株式会社インケイス株式会社インケイス株式会社インケイス    

代表者代表者代表者代表者    

代表取締役社長   渡部 文彦 

代表取締役副社長 月浦 栄裕 
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事業内容事業内容事業内容事業内容    

◆ペット葬祭業 

・軽自動車による個別火葬専門の出張ペット火葬、葬儀サービ

ス 

「PET594CAR」フランチャイズ本部の運営 

◆ペット葬祭業のコンサルタント業 

◆ペット関連グッズの販売 

◆スマートフォン向け難関資格試験学習アプリ 

「SMALA シリーズ」の企画制作、及び、販売 

◆広告代理業務 

◆出版業 

【取引銀行】 三菱東京ＵＦＪ銀行 

【その他】 

◆商標：登録第 5191750 号「PET594CAR」(第 35 類、及び、

第 45 類) 

 


