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片付け 生前整理 ゴミ屋敷片付け リサイクル買取遺品整理

ハウスクリーニング 草刈・剪定・伐採 エアコン工事 軽作業なんでも



株式会社化 尾上明子代表取締役社長就任

会計を統一

業者に多い問題点

便利業 リサイクル業

NIPPON SEIRI
日本整理の成り立ち

便利業 開業（林田） リサイクル業 開業（尾上、高橋）２００７年

２００８年 取引開始 同時に多数の便利屋さん、
片付け業者さんと付き合う

• 業者によって見積り金額に差がありすぎる
• 現金・有価証券・重要書類等を返さない
• 不法投棄をする業者がいる

• 心無い言葉を使う
• 遺品や不用品を完全なゴミとして扱う
• 個人情報の扱いが雑すぎる
• いわゆるブラック企業ばかり

便利業 リサイクル業協業開始

メリット

日本整理

２０１４年

２０１５年

• 処分費が高い
• 社会保障無し
• 社員の入れ替わりが激しい

メリットを活かし、問題点を解決することで信頼と安心、更に安さを提供できる業者になれると確信。
一つの会社となる決心をする。

• リサイクルのノウハウ活用による処分費軽減
• 売上の安定

1



NIPPON SEIRI
ケアマネさんの悩み事

ケアマネさん達は高齢者の方々から相談事などが多い…
また、悩み事が多い…

相談や悩みは多いけれども、それを解決することが出来ない。

サービスでいくつかは解決できるけれど、責任をとれない…

家の片づけ

庭のお手入れ

ハウスクリーニング

引越し

リフォーム

相続相談

その他いろいろ

水のトラブル
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NIPPON SEIRI
責任ある仕事をします

私たちはケアマネさん達が受ける相談ごとやお悩みごとを
を業務として請け負っており、お任せ頂ければ解決致します。

全て毎日上記の仕事を行っております

便利屋さんならではの『その他いろいろ』も多種多様！

家の片づけ

庭のお手入れ

ハウスクリーニング

引越し

リフォーム

相続相談

その他いろいろ

水のトラブル
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NIPPON SEIRI
役割

● 生前に持ち物の整理をしたい・・

● 草刈・剪定をしたいけど、体力的に難しい・・

● 遠方の身内の家を片づけたい・・

● 福祉施設退去の片付けをして欲しい

● ハウスクリーニングやリホームをして欲しい

● 自宅・実家の片付けをして欲しい

日本整理は本来業務以外でやることが多いケアマネさんや
高齢者の方々をサポート、問題を解決することです。

● 土地を売却方法がわからない・・

● 身寄り不在で福祉施設に入れない・・

● 福祉用品が高額で買えない・・

● 遺産相続の相談に乗って欲しい・・

日本整理へお任せください！

成年後見人を紹介致します
※NPO法人成年後見支援センター

司法書士・税理士を紹介致します

不動産業者を紹介致します

多様なものを寄付しております。

● 携帯契約解除や廃車手続きをしたい・・

司法書士・税理士を紹介致します
※別紙にて説明

解決方法が分か
らない相談が多い

本来業務以外
でやることが多い

● その他いろいろ相談事がある・・
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NIPPON SEIRI契約解除等

携帯・固定電話

自動車廃車手続きや相続

原付・バイク廃車手続き

車庫契約

クレジットカード

全ての金融機関の口座の解約

新聞や定期購読雑誌等

住宅ローン

インターネットプロバイダ

健康保険・年金

賃貸住宅

遺言書の検認手続き

特別代理人等の選任申立手続き・就任

ゴルフクラブ会員権の名義変更

NHK受信料の解約

生命保険受給手続き

施設への引越しなどに伴い、諸契約・口座の解約、廃車手続きなどの手続きが必要となってきます。
日本整理ではおつきあいのある司法書士・税理士さんなどを紹介させて頂いております。
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プロペラ ¥7,000 ～

レンジフード ¥12,000 ～

浴室 ¥12,000 ～

トイレ ¥8,000 ～

キッチン ¥10,000 ～

排水詰まり ¥5,000 ～

トイレ詰まり ¥8,000 ～

パッキン交換 ¥3,000 ～

水栓 ¥8,500 ～

草刈 ¥5,000

剪定 ¥8,000

伐採 ¥3,000

抜根 要相談

（処分費は別途料金となります）

家具の移動 ¥3,000

雨樋の取り換え、掃除 ¥8,000

電球の交換 ¥3,000

他何でも 要相談

軽作業

ハウスクリーニング

換気扇

水のトラブル

庭のお手入れ

家の片付け
不用品の回収

要見積

解体（家・納屋・倉庫等） 要見積

網戸張替（／枚） ¥2,500

障子張替（／枚） ¥3,000

ふすま張替（／枚） ¥3,500

フローリング工事 要見積

畳表替（／枚） ¥6,000

畳新規（／枚） ¥11,000

クロス張替 要見積

解体工事（家屋・倉庫・他） 要見積

取り付け ¥8,500

取り外し ¥4,500

新規配管（／ｍ） ¥1,500

クリーニング（／台） ¥8,500

エアコン移設 ¥19,000

リフォーム全般

エアコン

NIPPON SEIRI
料金目安①

豊富な実績と経験豊かな職人が責任をもって施行させていただきます。

※次ページ参照
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NIPPON SEIRI
料金目安②

冷蔵庫 ※1 ¥6,500

エアコン ※1 ¥4,800

冷蔵庫 ※1 ¥5,000

テレビ ※1 ¥4,500

タンス ¥3,000 ～

ベッド シングルマット

（木枠・鉄枠・介護用は別途

布団（１枚） ¥1,000 ～

机 ¥3,000 ～

自転車 ¥1,500

その他 要見積

¥4,000 ～
不用品回収処分

１Ｋ ¥33,000 ～

１ＤＫ ¥55,000 ～

１ＬＤＫ ¥70,000 ～

２ＤＫ ¥110,000 ～

２ＬＤＫ ¥140,000 ～

３ＤＫ ¥170,000 ～

３ＬＤＫ ¥190,000 ～

４ＤＫ ¥220,000 ～

４ＬＤＫ ¥250,000 ～

一軒家 要見積 ～

倉庫・納屋・他 要見積 ～

アパート
マンション
一軒家
の片付け

軽トラパック ¥25,000 ～

ハイエースパック ¥35,000 ～

２㌧トラックパック ¥65,000 ～

１時間以内での作業

1.5時間以内での作業

2時間以内での作業

注意事項
① １時間を超えてからは３０分毎に￥１，５００／人
の料金が発生致します。

②お客様側にて可燃と不燃で分別作業して頂いている
ことが前提となります。

③上記価格はリサイクル品は買取った扱いとなります。
⑤３階から１階上がるごとに追加料金１，０００円/人
が発生いたします。
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NIPPON SEIRI
こんなこともやってます

害虫・害獣
駆除

※重量物は最後に男性スタッフが片付け

女性スタッフのみ
での片付け

アンテナ設置
電波レベル出しシャワー付きトイレ

設置・交換

テレビ配線
増設等工事

引越し
引越し手伝い ご相談ください！

病院への
搬送送迎

寄付・紹介
福祉用具寄付
日用品寄付

後見人紹介
不動産屋紹介

※詳細は８ページ参照

家具の組み立て

家具の移動

ストッパー設置
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中古品になってしまいますが、このようなものが寄付出来ます。
他にもご要望ありましたらご相談ください。

NIPPON SEIRI寄付出来るもの①

注意！リサイクル品ですので常に
在庫があるとは限りません・・・

他にも児童福祉施設におもちゃなどの寄付を行っております。
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寄付出来るものは日本整理ホームページ中のブログで随時お伝え致します。

NIPPON SEIRI寄付出来るもの②

ホームページURL http://www.nipponseiri.com/

お問い合わせは電話かメール、ブログコメント欄にて！
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整理部門

リサイクル部門 ネット通販

市場販売

日本整理は不要品を回収し、再利用・再生出来るものを極力リサイクルし、残った廃棄物を適正に
処理・処分することにより低価格にてサービスを提供しております。

金属類

紙ゴミ

プラスチック

布類

燃えるゴミ

産廃

金属類リサイクル業者

古紙回収業者※Ｐマーク取得業者

樹脂再生業者※Ｐマーク取得業者

古布再生・輸出業者

環境センター

産廃処理業者

再販可能品

本・ＣＤ・ＤＶＤ・家電・オーディオ機器・フィギュア・雑貨

NIPPON SEIRI
回収処分・リサイクルの流れ

資源と古物のリサイクル

実際に行っているのは

資源リサイクル

寄付
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費用負担軽減

NIPPON SEIRI買取りで負担軽減

福祉施設に入居される際の自宅の片付けに、また退居される際の
片付け・ハウスクリーニングには是非日本整理をご利用ください。

片付け・ハウスクリーニング
費用負担者様

・不用品
・生前整理

・福祉施設への引越し時
・福祉施設からの退去時

・遺品

日本整理

・不用品処分
・遺品整理
・福祉整理

(福祉施設への引越し+不用品処分)

・残置物処分
・リサイクル品買取

依頼
お支払い

買取金額支払

費用相殺
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NIPPON SEIRI片付けの種類

日本整理ではさまざまな片付けを行っております。
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NIPPON SEIRI買取可能品目

本・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームはもちろんのこと、他にも多種多様なものを買わせて頂いております
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NIPPON SEIRI実際の現場

埼玉県 男性 福祉施設引越し直後
公団３ＬＤＫ
４９万円 ２㌧トラック８台
一人暮らし（娘さんが車で３０分のところで生活）
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NIPPON SEIRI実際の現場

茨城県 女性 福祉施設引越し直後
１９万円 ２㌧トラック２台半
片付け＋簡単なクリーニング

16



NIPPON SEIRI実際の現場

東京都江東区 孤独死５０代女性
一軒家 ４９万円
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NIPPON SEIRI実際の現場

埼玉県 ４０代女性 孤独死（死後２週間） 一人暮らし
一軒家（2階建て）全て片づけ + 消臭作業
５０万円 ２㌧トラック５台
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NIPPON SEIRI
出入り業者としての責任と取組

福祉施設側としては業者の出入りはそれだけで様々なリスク要因
を抱えることになってしまいます。

ケアマネさんや施設のスタッフさんの声を
しっかり聞きつつ業務に活かしていく。

福祉施設側に迷惑をかけないよう当社側にて
も片付けやクリーニングの際のルールをつくる。

• 出入りする時は必ず手を洗う
• 作業時は必ずマスク着用
• 出入り口の扉を解放したままにしない
• タンス搬出・搬入は蛇腹パットを巻き必ず２名作業
• 埃を巻き上げないよう必ず掃除機持参
• 廊下に物を置かない
• 福祉施設専用の上履きを履く（スリッパは不可）
• 階段や廊下は特に入居者に注意し２名チームでの作業

荷物の搬入・搬出
作業でドアを開放
する

施設内をせわしく
動く

廊下に物を置きっ
ぱなしにする。

手を洗わないで
施設に入る。

マスクを着用
しない・・
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NIPPON SEIRI
福祉施設での作業風景①

搬出前に一ヶ所に集める（裏口） ２名作業で一気に施設外へ 搬出後すぐに扉を閉める

胸の高さまで積み上げたら２名
作業で搬出

扉の前には作業表示
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NIPPON SEIRI
福祉施設での作業風景②

大きなものは蛇腹パッドを巻く 台車に載せて搬出 長尺ものは2名作業で対応

埃は全て掃除機で吸い取ります
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引越し

NIPPON SEIRI片付け費用は高いのか？

日本整理では２㌧トラック一台の片付けを６５，０００円～で対応しております。
引越しと比較してみてみましょう。

片づけ

６～１０万円
引越し時に出る不用品処分費用は別途

搬出

搬出 搬入

搬入 仕分け
解体

搬出 処分

片付けは見えないところで工数が多い。
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当社 埼玉県春日部市 残置物２㌧トラック８台満載 ６０万円 ５万円

７５万円

５５万円

最大で２０万円差
競合他社

見積 買取 実質支払

NIPPON SEIRI過去の事例紹介

当社 茨城県古河市 残置物２㌧トラック1台未満
一部引越し手伝い

５．３万円 ０円

７万円+α

５．３万円

最大で１３．７万円差

競合他社①
１９万円競合他社②

当社 埼玉県さいたま市 残置物２㌧トラック８台満載 ５１万円 ２万円

７５万円

４９万円

最大で３５万円差

競合他社①
８４万円競合他社②

当社 埼玉県志木市 残置物２㌧トラック４台満載 ２７万円 １１万円

不明

１６万円

競合他社
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NIPPON SEIRIまとめ

片づけ整理費用

多様ご要望に対応可能

幅広いジャンルの買取

・不用品でリサイクルに回せるもの
全て買取対応。

・リサイクル品はもちろん処分費は
不要。

・便利業８年の実績

・便利業者からの買取実績８年。
ジャンルに拘らず、売れるものを

買取。

高いコストパフォーマンス

不用品の回収・処分、解体、
水のトラブル対応、設備工事、
草刈り、剪定、引越し手伝い、
リホーム、害虫駆除、内装工事

他のリサイクル業者では買わない
ようなものも買取対象。
⇒ 高い支払金額

１

２

３

24

安心でトータルな
サポート

・高齢社会に対応する継続的努力
・幅広い紹介先がある

トータルな対応・サポートが可能４



NIPPON SEIRI遺品整理業務に関して

日本整理では遺品整理士（地区統括会員）が３名在籍しております。

遺品整理士として故人の尊厳を傷つけない、またご家族に思い出を
傷つけないよう細心の注意を払い業務を行っております。

遺品整理で行っていること。

ご供養・お炊き上げ

財産整理

貴重品捜索

口座・契約の解約
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今後ともより良いサービスを提供するために効率の
良い、また環境に優しいゴミの処分のありかた、
リサイクルのあり方を考えてまいります。

ぜひ一度当社をお試し下さい。

日本整理スタッフ一同

Fin


