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企業紹介

【会社概要】
■名称︓株式会社まごころ価格ドットコム ■代表︓代表取締役社⻑ 遠藤 克俊
■所在地︓＜ショールーム＞〒103-0006 東京都中央区⽇本橋富沢町4-1 ミズホビル6F

＜お客様センター＞〒030-0946 ⻘森県⻘森市古館1-13-13
■設⽴︓2009年12⽉ ■公式サイト︓https://magokorokakaku.com/
■主要取引先︓イオンライフ株式会社、株式会社 鎌倉新書、クラブツーリズム株式会社 ほか

事業内容
○「墓つくり」・・・カタログで選ぶ、⾼品質で明瞭価格のお墓の通販。
お客様と⼀緒に、最上の墓つくりを考え、実現。⼼に寄り添うお墓をご提案。

○「墓彫刻」・・・墓彫刻は⼤切な⽅のご供養のひとつです。
お持ちの墓誌や墓⽯にご戒名の追加彫刻を⽇本全国47都道府県、同⼀価格でご提供。

○「墓じまい」・・・ご先祖を想う新たなご供養のはじまりです。
お墓から遺⾻を取り出し、墓⽯を撤去します。そして、最適な墓所へ遺⾻を引っ越し。必要な⼿続きをワンセットにして、⽇本全
国で対応。

上記の事業に加え、霊園・永代供養先のご紹介、⼿元供養商品などの販売も⾏っています。
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まごころ価格ドットコムは、「墓つくり」・「墓彫刻」・「墓じまい」の3つのサービスを
カタログ通販でお届けし、47都道府県に対応できる地元の職⼈と連携することで

全国のお客様に最上のご供養を提供するお墓のプロフェッショナルです。

“お墓に関するカタログ通販のパイオニア”

代表挨拶 遠藤 克俊（代表取締役社⻑）

弊社は、2009年に⽇本全国墓⽯ネット通販事業の草分けとして誕⽣しました。そして2017
年よりランドワークグループへ参画し、新経営体制の下、経営基盤を強化してまいりました。
現在、お墓やご供養に関する価値観・お客様のニーズは、刻⼀刻と変化しております。環境
変化の中で、お客様にとって最良のサービスはどうあるべきか、を常に考え続けております。
これまでの墓⽯ネット通販事業で培ってまいりました全国40,000件以上の相談実績と事業
ノウハウを活⽤し、 「墓彫刻（ご戒名の彫刻事業）」「墓じまい」の新事業を開拓してまいり
ました。「墓つくり」・「墓彫刻」・「墓じまい」、の3事業は、現時点で私たちが志す、「多様化
するお客様のご供養ニーズに最⼤限対応する」ことを具現化したサービスです。
これからも、私たちはお客様に寄り添い、より多様化していくお客様ニーズに対応すべく、
お客様のご供養に最⼤限貢献できるサービスを提供し続けることを⽬指し、⽇々研鑽していく
所存でございます。

全ての
お客様に
まごころ品質
を保証

まごころアドバイザー 万全のお客様サポート体制

まごころ職⼈ 確かな品質と施⼯技術

アフターサポート 墓⽯の10年保証



お客様へのサポート「体制紹介」

『まごころ価格ドットコム』は、単なるお墓のカタログ通販会社ではありません。
お客様と⼀緒に、最上の墓つくりを考え、実現することがポリシーです。

【まごころアドバイザー】【まごころデザイナー】が専⾨分野からお客様のご供養をサポート

まごころアドバイザー

お客様と最初に対応するのが“まごころアドバイザー”。
全スタッフが「お墓ディレクター」と「終活カウンセラー」の資格を所有。
お問い合わせは、メールが7割、電話が3割。
具体的な疑問、質問、相談は電話での連絡が多く、供養や終活に
関する様々な内容に対して、経験豊富なまごころアドバイザーが
様々な側⾯からアドバイスします。

まごころデザイナー

完全オーダーメイドのご要望にもお答えする、スキル・体制を整備。
まごころデザイナーは、お客様の思い描く理想のお墓を
実現するための、お墓専⾨のデザイナー。
「もっと⾃由にお墓づくりをしたい」という声から⽣まれたお仕事です。
お墓を建てる場所やご要望から、正確なお墓の完成予想図を作成。
お客様の想像よりも、より理想に近い、世界にひとつだけの
最上のお墓をデザインします。

まごころ職⼈

全国に広がる「まごころ職⼈」のネットワークにより、
全国47都道府県のお客様に対応。
地元のお墓の⼯事に携わってきた職⼈だからこそ、
地域の特性にあわせたご供養をお⼿伝いできるのです。
昔ながらの堅実な仕事に加え、お客様がご希望されるデザイン
実現のため、お墓に関する⼯法などを⽇々、勉強しています。

3

地元の職⼈と連携した【まごころ職⼈】のネットワークを全国各地に構築。
昔ながらの職⼈技と最新の技術を活かして、墓⽯の建⽴や解体を⾏います。

ご納⾻のお⼿伝いや追加彫刻など、アフターサービスにも対応。

■お墓ディレクター
⼀般社団法⼈⽇本⽯材産業協会が認定する資格。お墓の種類や形
状などの基礎知識、墓地や埋葬に関わる法律、仏事の作法やマナーな
ど幅広い知識を習得しています。

■終活カウンセラー
⼀般社団法⼈終活カウンセラー協会が認定する資格。終活に必要な
幅広い知識を備え、漠然とした悩みをひも解き、解決に向けた⽷⼝を探
る終活のコンシェルジュ。



お客様へのサポート「スタッフ紹介」
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20年以上の経験を持つ、墓⽯業界のスペシャリスト
北⼭修哉・技術部部⻑（まごころスタッフ） 1997年9⽉⼊社 社歴20余年

【1997年9⽉〜2007年3⽉】やまと⽯材⼊社。環境⽯材事業部
の責任者として公共⼯事を中⼼に、各種モニュメント・歩道の⽯張り
⼯事・公園の⽯積⼯事等を担当。
【2007年4⽉〜2009年3⽉】国内の⽯材店へ⼩売り⽤の卸業務
を開始。北海道から九州迄の15都道府県で墓⽯の卸販売を⾏う。
【2009年4⽉】まごころ価格ドットコムの⽴ち上げに携わり、2014年
度から技術部責任者として主に⼯事部⾨を取りまとめ、現在に⾄る。

〇まごころスタッフの仕事をするうえで⼀番気をつけていること
担当職⼈がお客様と⼀緒に墓地を確認した後、問題無く完成引渡しが出来るよう、墓地の状況を詳しく聞き取りすることに⼀番注
⼒しています。
〇この仕事を通して嬉しかった出来事・エピソード
ご建⽴頂いたお客様から「前回、良く対応して頂いたので、親戚のお墓もお願いしたい」とご紹介を頂いたことです。

【寺澤美紀・営業部係⻑（まごころアドバイザー） 社歴︓7年】
〇まごころアドバイザーの仕事をするうえで

⼀番気をつけていること
お墓に対するお客様の想いを⼤切にしてい
ます。直接、お客様とお会いする機会がな
いので、会話を通して思い描きながら仕事
に取り組んでおります。
〇この仕事を通して嬉しかった出来事・エ

ピソード
お⺟様が⽣前、お花がお好きだったというこ
とで、墓の周りに花壇をつくったお客様がお
りました。亡くなったあとも⼤好きなお花に
囲まれて過ごしてほしいと想う息⼦様の優
しさに感動しました。

【津志⽥純・設計部係⻑（まごころデザイナー） 社歴︓19年】

〇まごころデザイナーの仕事をするうえで⼀
番気をつけていること

⾒た⽬はもちろん、施⼯のしやすさ、使い
勝⼿の良さまで考えた図⾯の作成を⼼が
けています。
〇この仕事を通して嬉しかった出来事・エ

ピソード
上⾼地の河童橋と穂⾼連峰の⼭並みを
彫刻しました。打ち合わせで何度も細かく
調整や修正した結果、完成したお墓をす
ごく気に⼊ってもらえたので良かったです。

【本間⼀彰・営業部係⻑（まごころアドバイザー） 社歴︓5年】
〇まごころアドバイザーの仕事をするうえで

⼀番気をつけていること
⽯材業界の常識を押し付けずに、お客様
のご要望を最⼤限に汲むこと。
〇この仕事を通して嬉しかった出来事・エ

ピソード
「予算は︖とかデザインは︖と聞いてくる⽯
屋さんが多い中、御社は私の話を聞いてく
れて、⼀緒にお墓をつくっていきましょうと
⾔ってくれた。夫を亡くした私にはそれが⼀
番嬉しかった」と完成後に感謝のお声をい
ただいことです。

【⾕嶋光⼀・まごころ職⼈ 職⼈歴︓58年】

〇まごころ職⼈の仕事をするうえで⼀番気
をつけていること

基礎⼯事に⼀番細⼼の注意を払っていま
す。⾃重が多く掛かる箇所や⼟質を⾒な
がら慎重に基礎⼯事を⾏っています。
〇この仕事を通して嬉しかった出来事・エ

ピソード
完成お引渡しの時にお客様から「⼯事担
当が⾕嶋さんで本当に良かった」とお⾔葉
を頂いたことです。



事業紹介① まごころ価格の「墓つくり」

カタログで選ぶ、⾼品質で明瞭価格のお墓の通販

無料のハンドブックを基に墓つくりを⾏います。商品は、50万円・80万円・120万円の3プライス。また、オーダーメイドの墓
つくりも可能です。豊富なデザインや国内外から厳選された⾼品質みかげ⽯を組み合わせ、世界にひとつだけのオリジナル
墓⽯をおつくりします。

基本タイプのお墓
3プライス
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ご依頼の流れ 理想のお墓を実現するため、お客様に実際にやっていただくのは3ステップのみ︕

STEP①

ハンドブックでお好みのお墓を選ぶ
ご請求いただいたハンドブック（無料）
からお好みのデザインを選ぶ。

STEP②

墓地の⼨法を調べる・写真を撮る
墓地サイズを採⼨。⼀緒にお写真も⽤
意いただくと、より具体的な提案が可能。

STEP③

お取り寄せシートを送る
お取り寄せシートに必要事項を記⼊。
写真と⼀緒にメールか封筒で送付。

お取り寄せシートを基に、お墓の完成予想図・⽯⾒本・御⾒積書を無料送付︕

ご契約後、墓つくりがはじまります。
お墓を建てる⼟地や地域性を熟知した
まごころ職⼈が⼯事を担当。
墓⽯の加⼯から、お墓の建て込み⼯事を経て、
完成まではご契約後、2か⽉程度。
お墓は完成して終わりではなく、ここからが始まり。
ご納⾻のお⼿伝いや、ご戒名の追加彫刻など
アフターサポートも対応。お墓は10年保証付きです。

※採⼨が難しい⽅には、まごころ職⼈が対応

完成予想図を基に
まごころ職⼈が施⼯

←完成予想図

↓完成写真

ご契約後はまごころ職⼈が
責任を持って⼯事

120万円のお墓
品格に満ちたハイクラス

50万円のお墓
シンプルで必要⼗分

80万円のお墓
上質でお⼿頃なスタンダード

※上記は⼀例。⾦額は全て税抜き。

※『まごころ価格の「墓つくり」』は商標登録を出願中

38種類のデザインと24種類の⽯材から選べる︕



事業紹介② まごころ価格の「墓彫刻」

墓彫刻は⼤切な⽅のご供養のひとつです

お客様がすでにお持ちの墓誌や墓⽯にご戒名の追加彫刻をします。
お墓が遠⽅のためご納⾻できていない⽅や、はじめてのご納⾻で対応がわからない⽅には、ご納⾻のお⼿伝いもセットにし
たサービスをご⽤意しています。⽇本全国47都道府県、同⼀価格で対応しています。
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ご依頼の流れ

電話・メールで依頼

彫刻するお墓の確認

彫刻原稿の確認

ご注⽂

ご戒名の彫刻

写真付き報告書の発⾏

ご戒名・ご命⽇など彫刻する内容やお墓の場所などを連絡

彫刻する位置の確認のため、まごころ職⼈と現地で打ち合わせ。
※⽴会いが困難な場合は要相談

作成した彫刻原稿を確認いただきます。
※お墓の無料診断書も同封

彫刻原稿と⼀緒にお送りしたご契約書の到着後、⼯事⽇程を調整。

注⽂から4週間以内にまごころ職⼈がご戒名を彫刻。
※ご納⾻のお⼿伝いをセットにしたサービスもご⽤意

彫刻作業内容を記録した報告書（写真付き）をお送りします。

ご戒名の追加彫刻
全国⼀律︓39,800円（ご戒名1名様分）

ご戒名の追加彫刻＋ご納⾻⼿伝い
全国⼀律︓69,800円（ご戒名1名様分）

全国どこでも対応
出張費0円

専⾨アドバイザーがサポート
忘れがちなお坊さんの⼿配（法要）などもお⼿伝い

さらに︕

お墓の無料診断も実施中
お墓のプロが不具合や劣化を点検します︕

お客様に安⼼してご利⽤いただけるよう、まごころアドバイザー
は仏事に関する様々な知識を有しています。そのため、意外と
忘れがちなお坊さんの⼿配（法要）、などもサポートしていま
す。サービス向上のため、全社員によるロープレ⼤会も開催。ま
た、まごころ職⼈が参加する研修会も実施。最新技術を学ぶ
勉強会を⾏っています。

さらに、まごころ職⼈を講師に招いて勉強会を開催するなど、ま
ごころ職⼈との連携強化を図るとともに、現場の声を聞くことで
教材では知ることのできない知識を学び、まごころアドバイザー
の質の向上に取り組んでいます。

【まごころ職⼈を講師に、勉強会も実施︕】

※⾦額は全て税抜き。

※『まごころ価格の「墓彫刻」』は商標登録を出願中



事業紹介③ まごころ価格の「墓じまい」

墓じまいは、前向きで新たなご供養のストーリー

“墓じまい”とは︖
⼤切なご先祖さまが眠るお墓からご遺⾻を取り出し、墓⽯を撤去します。そして、今の暮らしに最適な墓所へご遺⾻をお
引越しすることです。墓じまいは、ご家族のご負担を少なくしてご先祖さまを想う、新たなご供養の始まりです。

■お墓のお引越し「改葬」から「墓じまい」のニーズも︕

「墓じまい」はお墓に対する様々な不安を取り除き、
引き続き先祖の供養を⾏う、⼤切な終活のひとつです。
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鎌倉新書が運営するサイト「いいお墓」のユーザーに対し⾏われたお墓の消費者調査「いいお墓／第9回お墓の全国消
費者実態調査」によると2017年に「いいお墓」を利⽤してお墓を購⼊した⽇本全国の男⼥433件の内、改葬のため購
⼊した⼈は15％でした。

また、まごころ価格ドットコムを利⽤してお墓つくりをした⽅の中には、岡⼭県在住者の⽅で『郷⾥・⼭⼝県にある両親の
お墓参りの際、⾃分の年齢を考えると今後帰省は困難となること、郷⾥には⾝内もいないため、改葬する決断をした』
との声もありました。

さらに、厚⽣労働省によると2016年度の全国改葬件数は97,317件。少⼦⾼齢化が進む⽇本において、お墓を守っ
ていけない世帯が増えていると考えられます。

お墓の跡継ぎが
いないので

墓じまいしたい

遠い故郷の
お墓を近くに

移したい

墓守の⾃分が亡くなった後、
先祖が無縁にならないよう
永代供養墓に移したい

墓じまいは、複雑な⼿続きやご遺⾻の取り扱いなど、たくさんの労⼒と時間がかかります。
霊園や寺院への墓じまい承諾、お墓の⼯事業者とのやりとりなど、

想像以上に⼤変な作業。
まごころ価格ドットコムでは、墓じまいに必要な⼿続きを⼀⼿に引き受けます。

サービス内容

■申請書の提出代⾏
■ご遺⾻の取り出し（2名様まで）
■墓⽯の解体・撤去

価格
198,000円（0〜2㎡未満）〜

※⽇本全国の永代供養墓、納⾻堂、⾃然葬（散⾻・樹⽊葬）
など次の供養先も無料で紹介。

※⾦額は税抜き。

※『まごころ価格の「墓じまい」』は商標登録を出願中



HP紹介・お客様の声

まごころ価格ドットコムでは、初めてで対応がわからない⽅のために
お墓にまつわる情報を発信しています

知って得する、まごころ価格の知恵袋知って得する、まごころ価格の知恵袋

まごころ価格ドットコムHPでは、お墓にまつわる情報「知って得する、まごころ価格の知恵袋」を掲載しています。
HP︓https://magokorokakaku.com/chiebukuro/

ここでは「知って得する、まごころ価格の知恵袋」に掲載している情報をいくつかご紹介します。

お客様からの声お客様からの声

HPでは、知恵袋のほかにもご利⽤いただいた「お客
様の声」やまごころ職⼈の仕事内容を紹介した「本
⽇のまごころ職⼈」を掲載しています。
初めての⽅にも⼼配なくご利⽤いただけるよう、数多
くの事例を紹介しています。
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仏事・しきたり「地域によって異なるお墓事情」

“所変われば品変わる”ということわざのように、お墓にまつわる常識は地域によって異なります。⾃分の地域では当たり前のこと
が、隣の町・県では全く異なるということもよくあります。

【納⾻の⽅法】
関東では故⼈のご遺⾻を⾻壺に⼊れ、お墓に収めるのが⼀般的。しかし、地域によっては納⾻が異なります。例えば、東北
地⽅では、「仏様は⼟に還す」という意識が強いため、焼⾻は⾻壺ではなく『カロート（お墓の納⾻室の部分）』に直接⼊れ
ます。そのため、お墓の作りはカロートの下はコンクリートが敷かれず⼟のままになっています。

【お墓参り】
お墓参りではお線⾹をあげることが⼀般的ですが、北海道や東北地⽅などでは、さらにロウソクを灯します。もともとは仏教のお
灯明「お釈迦様がこの世のすべてを照らす知恵」からきているようです。ロウソクは「ご先祖様の⽬」と考えられています。そのた
め、この⽂化がある地域では当然、お墓の両端２カ所に「ロウソク⽴て」があります。

仮
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まごころ価格ドットコムは、
建築⽯材・墓⽯・霊園事業を中⼼に、

不動産事業、測量・設計事業、貿易事業などを⾏う、
ランドワーク株式会社のグループ会社です。

9

グループ共通経営スローガン「⼈を⽣かし、強みを活かす経営。」を掲げ
⼈のために、地域のために各会社が事業を展開

＜ランドワークグループ体制図・グループ全事業（完全独⽴採算制）＞

(株)まつしまメモリーランド
（墓⽯・霊園事業）

(株)秋⽥⽯材
（墓⽯・霊園事業）

(株)やまと⽯材
（墓⽯・霊園事業）

(株)まごころ価格ドットコム
（墓⽯通販事業）

⼭⼝⽯彫(株)
（墓⽯・霊園事業）

(株)⼀測設計
（建設コンサルタント事業）

(株)アイエスプランニング
（建設コンサルタント事業）

(株)オリエント測量設計
（建設コンサルタント事業）

(株)ランドワーク不動産
（不動産事業）

事業組合仙臺納⾻堂
（納⾻堂販売事業）

⼤志貿易(厦⾨)有限公司
（中国貿易事業）

ランドワーク(株)は⼀部事業会社を残したホールディング会社

ストーンライフ事業
（建築⽯材事業）

ホールディング本部
（グループ全社・事業開発他）

不動産賃貸業
太陽光発電事業

ランドワーク(株)
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クレド経営

ランドワークグループは、グループ全社の基本的な信念、社員全員が共通して⽬指すべき⽅向・指針を明⽰した「クレド」を基盤に、お
客様・地域・社会のために、そしてともに働く仲間のために何をすべきか、責任をもって適切に判断・⾏動することに努めています。
グループ共通の19の経営理念を書いたクレドを社員は常に携⾏し、機会あるごとに読み返し、その都度、志を胸に刻んでいます。

ランドワーク(株) 沿⾰

昭和37年 松島湾沿岸で採れた凝灰岩の卸売会社として創業
昭和40年 松島産業(株)を設⽴
昭和52年 本社ビルを新築。この頃、国産⼤理⽯に替わり、輸⼊材

の需要が増えてきたことから、独⾃の直輸⼊ルートを開拓。
その後、建築⽯材事業は、⽇本全国における販売シェアを
拡⼤。

平成12年 墓⽯⼩売ショールーム「まつしまメモリーランド泉店」オープン。
平成20年 中国・厦⾨に「⼤志貿易(厦⾨)有限公司」設⽴。
平成21年 品川倉庫建物(株)【現︓(株)ランドワーク不動産】の親

会社になる。

平成24年 (株)⼀測設計の親会社になる。(株)アイエスプランニング
を設⽴。

平成25年 事業組合仙臺納⾻堂を設⽴。
平成27年 (株)オリエント測量設計の親会社になる。
平成28年 (株)秋⽥⽯材の親会社になる。
平成29年 (株)やまと⽯材、 (株)まごころ価格ドットコムの親会社に

なる。
平成30年 松島産業(株)からランドワーク(株)に社名変更。




