
遺品整理と特殊清掃
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遺品整理は故人様の天国へのお引っ越しと心得、故人様、
ご遺族様にとって安らかで穏やかな明日を迎えられるよ
うに努めます。

ごみ減量化の為、使用可能な品は各種団体様・施設様な
どへの寄付を含め出来うる限りのリユースをし、お客様
のご負担を少しでも少なく出来るよう努めます。

�全ての業務に於いて、お預かりした品々は決まりに則り
然るべき対処を致します。

�全ての業務に於いて、「何故」「どうしてなんだろう」と
問題意識を持ちより良いサービスを提供できるように努
めます。

�全ての業務に於いて、感謝される人材の育成に努めます。
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ご遺族様のご都合や事情はさまざま。
ご依頼者様のご要望にできる限りお応えいたします。
まずは、ご相談いただくことが一番の早道なのです。

遺品整理

除菌・消臭

「孤独死」
対応の家財保険

特殊清掃

仏壇・神棚撤去、
人形供養、お焚上

自然葬
粉骨・お骨送迎

生前整理

空家管理
サービス

軽貨物配送

家財整理

ゴミ屋敷清掃
多頭飼育清掃

中古食器買取専門店
カウデー

介助整理

ドムスシューカット
（業務用除菌消臭剤）

生前契約
死後事務委任契約 身上監護

お葬式から埋葬まで

葬儀、お墓の手配は…
自分が亡くなったら自然葬にし
てほしい
檀家になっていないからどこの
お寺に頼めばいいのか…
身寄りがないので万一の時のお
迎えとかどうしよう…

「孤独死」対応の家財保険

葬儀問題

介護問題

相続問題

家の片付け

住宅販売・賃貸販売・リフォーム・解体
空き家管理から、賃貸・売買、解体まで

中古食器買取専門店 カウデー

ドムスシューカット（業務用除菌消臭剤）

賃貸契約の強い味方
日本共済株式会社の代理店

身上監護から在宅介護まで
介護の事誰に相談したらいいのか…
一人の時倒れたらどうしよう…
一人暮らしだから変な契約とかしてしまわないだろうか…
親が一人暮らしだから、近況を知りたい…

遺産相続の相談から、
実際の相続手続きまで
銀行の手続きどうするんだろう…
死後事務委任契約
終身保健や互助会とかは…

遺品整理・特殊清掃・生前整理
ライフライン廃止手続き
残った衣服はどうしよう…
布団や家具は…
神棚や仏壇を粗末にしたくない
部屋の臭いをなんとかしたい

残った家はどうしたらいいか…
リフォームってどこに頼めばいいのか…
不法投棄されたりしないかしら…

使わなくなった中古食器をお買取り
使わなくなった食器はどうしたらいいか…
まだ使えるのにもったいないな

今まで完全消臭できなった悪臭を消臭
多頭飼育現場の悪臭、認知症・精神疾患・セルフネグレクト
による糞尿臭、ゴミ屋敷の悪臭等
株式会社ビーハウス様と共同開発した業務用除菌消臭剤
特殊清掃業者専用の除菌消臭剤

「困った」を解決する16の仕事
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ご健在のうちの身の回りの整理などのお手伝
いをさせていただきます。

お引っ越しやお部屋の整理などのお手伝いを
させていただきます。

一人暮らしのご高齢者様やご高齢のご夫婦様の
お部屋の整理をさせていただきます。

市販の消臭剤などでは消せない臭いの処理を
させていただきます。

故人様の遺品の天国へのお引っ越しとご遺族
様の心の整理をお手伝いさせていただきます。

仏壇・神棚の撤去ご供養し専用の焼却炉でお
焚上をさせていただきます。

願わずして、悲しいお亡くなり方をされた現場
の整理・清掃をさせていただきます。

友人・知人から聞いた事ありませんか？
亡くなられた方の遺品整理…大変だった話。
お子様やご遺族様にご迷惑をかけない為に、ご健在のうち
に不用品整理のお手伝いいたします。

一人暮らしをされているご高齢者様が、施設の入所な
どで、お引っ越しやお部屋の整理が必要な時、一緒に
お手伝いいたします。
その際に出た不用品は有料となりますが、回収いたし
ます。

日常生活はヘルパーさんが来てくれるので問題はないけ
れど、介護のためにお部屋を広くしたいなど、大きいも
のを動かすのは、非常に大変です。
ヘルパーさんだけでは容易に対応できないを解決いたし
ます。

画期的な効果をあげる除菌・消臭パワーは、インフルエ
ンザやMRSA、ノロウイルス、大腸菌O-157や緑膿菌
VRE等の院内感染の防止に役立っています。
確かな安全性が認められているので、食べ物を扱う場所
でも安心してご利用になれます。冷蔵庫・冷凍庫内での消
臭・除菌効果の他、クーラーのフィルターから浮遊する菌
をしっかりと防止します。
ゴキブリ・ねずみ等の忌避効果もあり衛生的な環境作り
のお手伝いいたします。

突然の事で何から手を付けたらいいか、分からないこと
ばかりで困惑するのは当然です。
故人様・ご遺族様に失礼のないように対応いたします。

「ご仏壇・お位牌・神棚・写真・衣類」のご供養代行業務
も承ります。ご供養が求められる理由としては、遺品には
『故人様が生きた証』という想いがあります。
故人様への想いが強ければ強いほど、ご遺族様からも「ゴ
ミとして他の物と一緒にして欲しくない」「遺品を供養した
い」というご要望がございます。提携宗教法人にて、宗派を
問わずにご供養可能です。ご供養後にお焚上をいたします。

特殊清掃は、通常の業務と違いとてもデリケートな清掃
です。
願わずして、悲しいお亡くなり方をされた故人様や、残
されたご遺族様に対し、最大最高の敬意を払い作業いた
します。
※貴重品や探し物がある場合はこの段階でお申し出ください。
※ご希望であれば、ご近所へのご挨拶もさせていただきます。

■おまかせ遺品整理
　�故人様のお住まいを全て当社にお任せいただくプランと
なっております。
■一緒に遺品整理
　�故人様の形見・不用品の片付けをしながら分別をしたい方
にお勧めのプランです。
■ご指示だけの遺品整理
　�遺品整理作業に立ち会って頂き指示をしていただきます。
■全国からの遺品整理
　全国からの遺品整理のご依頼も承っております。
　�遠方に住んでいるなど、遺品整理に立ち会えない場合もご
安心ください。
　お打ち合わせの上作業させていただきます。

■特殊清掃の作業内容
　�特殊清掃作業、害虫駆除作業、汚物の除去作業、お部屋・
家財・遺品などの除菌・消臭作業、ご供養品・ご不用品分
別作業、家財・遺品などの総出作業、清掃作業、除菌・消
臭作業

７つの特徴
①�広範囲の菌種に適応…細菌、カビ、ウイルスに驚異的な除
菌力
②瞬時に除菌・消臭する
③毒性のある副産物を作らない
④低濃度で除菌出来る
⑤菌に耐性が出来ない
⑥酸性物質と混ざっても塩素ガスを発生しない
⑦�腐敗臭、カビ臭、タバコ臭、糞便臭、ペット臭等…の悪臭
を分解消臭

※�上記の作業には全て当方のスタッフがお伺いをし、除菌・消臭作業をします。
　決して機械の販売ではございませんので、ご安心ください。

遺品整理

仏壇・神棚撤去、人形供養、お焚上

生前整理

家財整理

介助整理

除菌・消臭

特殊清掃



青森県初の「樹木散骨葬」をはじめ、モコオリ
ジナルの「風石散骨葬」まで承ります。
樹木・風石散骨、海洋散骨にするには粉骨し
なければなりません。
また、ご遺骨をお迎え・お届けできない方に
代わり送迎も承ります。

家族にご迷惑をかけたくない
私は一人だから、今後はどうなるの？

時間が経過して汚染がひどくなった腐敗臭、多
頭飼育現場の悪臭等、今まで完全消臭できなっ
た悪臭を消臭致します。

チャーター便・引っ越し便・一般軽貨物

一人暮らしだから、毎日が不安

従来の日本で行われていた墓石を用いる葬法とは違い、
遺骨を直接自然へ返したり、墓標として人工物を用いない
海洋散骨・樹木散骨・風石散骨を承ります。
墓じまいのご相談から、実際の墓じまいから自然葬まで
トータルでサポートします。
また、自然葬を行うにあたりご遺骨を粉状にしなければな
りません。
当社では担当者が直接粉骨致します。
なお、当社にお持ち込みできない方には遺骨送迎も行って
おります。「お墓が無くて埋骨していない遺骨をお寺に届け
てほしい」、「お墓を建立したのでお寺に遺骨を迎えに行っ
てほしい」など

ご自身亡き後の手続きをお手伝いいたします。

弊社では他社が行った除菌消臭で消せなかった腐敗臭や
悪臭の消臭、他社に断られた現場の除菌消臭も行ってお
ります。
この除菌消臭材は特殊清掃の専門業者が扱う除菌消臭剤
になります。
取り扱いをご希望の業者様はご連絡ください。

愛用していた家財等を、ご遺族に代わり、ご指定の場所
へお届けいたします。

遠くに離れた親が心配だから状況を教えてほしいなど、
家族の心配をカバーします。

賃貸の万が一の保険をご紹介します。

火災、盗難などの様々な偶然の事故による損害を補償し、
家財、設備・備品等の財物に生じた損害について損害保険
金や各種費用保険金をお支払する保険です。

「孤独死」対応の家財保険

自然葬（海洋・樹木・風石散骨葬）
粉骨・お骨送迎

生前契約（死後事務委任契約）

ドムスシューカット（業務用除菌消臭材） 

軽貨物配送

身上監護

空家になったお住まいを不法投棄や不審者の
居座り等がないか定期的に見回りさせていた
だきます。

誰も住む人が居なくなった家は、ものすごい勢いで傷んで
いき「想像を超えて、酷い事になっていた」というケースが
大変増えてきています。空き巣や、不法投棄・不審者の居
座り、ダイレクトメールの回収等、家屋の悪戯防止のため
に見回りいたします。

空家管理サービス

心の病（セルフネグレクト※等）に陥った現場
の整理・清掃をさせていただきます。

最初は愛らしくて、癒しを求めて飼い始めた
ペットがいつの間にか管理ができない状況に
陥ってしまったお部屋を清掃し衛生的なお部屋
に致します。

※セルフネグレクト【self�neglect】
成人が通常の生活を維持するために必要な行為を行う意欲・能力
を喪失し、自己の健康・安全を損なうこと。

心の病がきっかけで、家の中がゴミ屋敷化するケースが急
増しています。周囲から中は見えないので、早期発見は難
しいですが、報道されているゴミ屋敷と大きく違う点が、
ゴミの９割が生ゴミで、その生ゴミの上を居住スペースと
して暮らしている方が、身近にいるというのが現実です。

ゴミ屋敷清掃・多頭飼育清掃

弊社では使わなくなった中古食器をお買取りさ
せて頂いております。

割れ・欠け・ひび・汚れの無い物、お買取りをさせて頂いた
食器（陶器・ガラス製品）・花器（陶器製花器・ガラス製花
瓶・剣山）・カトラリー・手工具などは各自治体の福祉団体・
地域包括支援センター・生活支援センターなどを通じ寄付
させて頂き、その他海外へ輸出させて頂いております。
捨てるのではなく必要な人のもとへお届けいたします。

中古食器買取専門店 カウデー



今、求められている生前契約
死後事務委任契約

「高齢・多死社会」を迎え、「老々介護」や「独居老人」や

「孤独死」が増加している現代において、いずれは誰もが必ず訪れる自分の死。

その時のことを考えて準備しておくことはひとつの「危機管理」といえる時代になってきました。

事前に備えておくものとして遺言書や、葬儀の時のこと、

葬儀後のお墓や供養や相続手続きなど様々な問題があります。

このような問題を、生きているうちに形（＝書面）にし、

残されるご家族に迷惑がかからないようにする契約が「生前契約」となります。

終活をテーマにしたセミナーなども開催しておりますので、お気軽にお声がけ下さい。

ドムスシューカット（業務用除菌消臭剤）
株式会社ビーハウス様と共同開発したドムスシューカット（業務用除菌消臭剤）は特
殊清掃業者専用の除菌消臭剤になります。（※注１）
時間が経過して汚染が酷くなってしまったお部屋や多頭飼育現場の悪臭、認知症・精
神疾患・セルフネグレクトによる糞尿臭、ゴミ屋敷の悪臭等を除菌消臭致します。
リフォームでしか対応できなかった原状回復がドムスシューカットを使用することに
より原状回復費用を大幅に削減可能になります。（※注２）
賃貸での孤独死や多頭飼育、ゴミ屋敷は大家様にとっては死活問題です。
また、ご家族様にとっても原状回復費用は大きな負担となります。
弊社では他社が行った除菌消臭作業で消せなかった腐敗臭や悪臭の消臭や他社に断ら
れた除菌消臭作業を承っています。

※注１　特殊清掃業者様だけの販売になり、一般には販売しておりません。
※注２　リフォームが必要な場合もあります。例床材等の腐食、FRPの化学反応による変色等



会　社　名 株式会社�トータルプロデュースモコ

代表取締役 花輪隆俊

創立年月日 2007年９月１日　　2020年４月３日��法人化

許認可・資格

一般廃棄物収集運搬
青市指令廃対第82号
深浦町第385号
蓬田村指令第18-01

古　物　商 青森県公安委員会
第021010030020

一般社団法人遺品
整理士認定協会認定

遺品整理士�IS01088号
特定遺品整理士�TS10181号
不用品回収健全化指導員�
FK10078号

一般社団法人事件現場
特殊清掃センター認定

認定番号
事件現場特殊清掃士
CSC�01013

自然葬アドバイザー
認定委員会 認定番号NA01011

業 務 内 容

１� 遺品整理業
２� 特殊清掃業
３� 生前整理業
４� 家財整理業
５� 介助整理業
６� 除菌・消臭業
７� 仏壇・神棚撤去、人形供養、お焚上
８� 空家管理サービス
９� ゴミ屋敷清掃・多頭飼育清掃
10� ドムスシューカット（業務用除菌消臭剤）
11�「孤独死」対応の家財保険
12� �自然葬（海洋・樹木・風石散骨）粉骨・
� お骨送迎
13� 軽貨物配送
14� 中古食器買取専門店�カウデー
15� 生前契約（死後事務委任契約）
16� 身上監護

資　本　金 150万円

所　在　地

【青 森 本 店】青森県青森市中央1丁目30番3号
【弘　前　店】南津軽郡大鰐町蔵館金坂45-1
【八　戸　店】八戸市長苗代前田28-1
【黒　石　店】黒石市追子野木3-453-1
【板柳ヤード】北津軽郡板柳町深味字深宮50-4

電 話 番 号 フリーダイヤル　0120-978-491
FAX�050-3737-5781

営 業 時 間 AM９：00～ PM18：00　年中無休

対 応 地 区 青森県全域・秋田県・岩手県・宮城県・
山形県・福島県

■ビジネスパートナー

株式会社ビー・ハウス様（消臭剤製造元）

■取引金融機関

青い森信用金庫様／青森銀行様／みちのく銀行様
楽天銀行様／ジャパンネット銀行様

■取引企業

㈱リンクモア様／㈲エコネット様／㈱山村総本店様
㈱青森日産様／㈱トヨタレンタリース青森様
㈱東奥日報社様／八代産業㈱様／㈱光明葬祭様
JA全農あおもり様／青い森ペット斎場様／㈲龍美産業様
㈲天狗造花店様／生活協同組合コープあおもり様
㈲マモル商運様／㈱住まいる22様／オークス㈱様
㈲ループ様／㈲三戸清掃社様／㈱やまと石材様
日本共済㈱様／㈱タクト環境センター様／第一清掃㈱様
大矢建設工業㈱様／㈱伸和産業様／㈱寺尾商事様
㈱青南商事様／㈱一関環境保全センター様／㈱千葉商会様
㈲かづのクリーンサービス様／㈲ピアノセンター八戸様
㈱あすなろクリーン様／㈲川西商会様
㈲十和田環境サービス様／㈱ポニヨン・エンタープライズ様
㈱東奥アドシステム様／㈱齊藤興産様／㈲新菱和運送様
㈲ひまわり廃棄物処理事業所様／㈱高橋商事様
㈲オラネット様／（一社）遺品整理士認定協会様
（一社）事件現場特殊清掃センター様／青森県民生協様
青森県庁生協様（順不同）

■社会貢献

就労支援
食品・衣類・ペットボトル蓋・アルミ缶の寄付

■セミナー講師

行政・社会福祉協議会・地域包括支援センターなど依頼
を受け現状を伝える為講師として参加

クレーム
� 継続しています。

ゼ
ロ

私たちは、「0」を

 会社概要



㍿トータルプロデュース モコ
●ご相談・お見積もり無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

年中無休 秘密厳守 受付時間 9：00～ 6：00

0120-978-491
050-3737-5781 ihin-tokusyu@tp-moco.com

Ⓡ

本　　　店／青森市中央1丁目30番3号
弘　前　店／南津軽郡大鰐町蔵館金坂45-1
八　戸　店／八戸市長苗代前田28-1
黒　石　店／黒石市追子野木3-453-1
板柳ヤード／北津軽郡板柳町深味深宮50-4

あ
さ

よ
る

トータルプロデュース モコ株式
会社


