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ごあいさつ

「好きか、大好きか」

私の生き様が「好きか、大好きか」。
嫌い＝敵を作らないというポリシー。
生き様においても、ビジネスにおいてもライバルや競争は必
要だが、敵はいらない。
「好きか、大好きか」この言葉がもっと人の心に広がれば犯
罪や戦争にはならない・・・。
みんなが幸せになれる世界創りの一助になればと思います。

株式会社カーベル
代表取締役 伊藤一正

プロフィール
名前：伊藤 一正 【ito kazumasa】
生年月日：1970生まれ
出身地：愛媛
趣味：アクション映画鑑賞
出没地：全国の車屋さん
特技：変身（サンタクロース、タイガーマスク、マジシャンキングなど多数）
経歴：小学校時代は給食委員長

中学校時代は奉仕委員長
高校時代は生徒会長
専学時代は卒業生総代
家電営業マン時代はレコードビルダー
オニキス時代は取締役
2006年カーベルを設立
代表取締役に就任
2008年から松江小学校PTA副会長
2010年からTV出演多数
2014年エイベックスよりCDデビュー
2016年メキシコにてプロレスデビュー
2016年東久邇宮国際文化褒賞
2016年後楽園ホールにて国内プロレスデビュー
2017年棘の中にある奇跡にて俳優デビュー
2017年豆腐プロレスとコラボしたTVCM出演

車を通じて、お客様に幸せを届けたい。車屋さんの“成幸店”を全国に創りたい。
お客様がハッピー×スタッフがハッピー×経営者がハッピー＝ハッピートルネード
これがカーベルの目指す姿です。



株式会社 カーベル

企業
理念

・カーベルをメジャーに
・みんなを幸せに
・子供を守ろう

会社名 株式会社カーベル
所在地 東京都中央区日本橋久松町11-6 日本橋TSビル9F
設立 2006年9月
資本金 30,000,000円
従業員 50名

事業内容
「新車市場」と「100円レンタカー」と「ペットの旅立ち」の全国チェーン店展開
及び加盟店の販売促進支援

会社概要

HAPPY MAKER! カーベル!
全国900店舗展開中！（H29,12月現在）
全メーカーの新車が安い『新車市場』550店舗、10分100円からレンタルできる
『100円レンタカー』350店舗。
ペットの訪問火葬サービス『ペットの旅立ち』をH28.9月にスタート。
クルマに関するハッピーを全国に展開する！それがカーベルです。



「全メーカーの新車が選べて、お客様の
カーライフに合わせた支払い方法の提案
で新車が安く買える。もちろん、その後
のメンテもしっかりやってくれる。」お
客様にとって便利でハッピーになれる新
車販売の全国チェーン店です。

「10分だけ借りたい」「1時間だけ借り
たい」「2時間しか乗ってないのに、6
時間分払うのは損した気がする」という
お客様の声で誕生した、お客様の声で誕
生したサービスです。”全車売り物のレ
ンタカー”となっており、レンタルされ
たお客様がそのまま購入できます。

■ブランドのご紹介

一緒に暮らし、癒しを与えてくれた
ペットちゃんに感謝の気持ちを込めて
最後の旅立ちをお見送りします。お客
様のご自宅に専用火葬車でお伺いし、
セレモニー、個別火葬、ご収骨までお
手伝いをさせていただきます。



平成２９年４月よりFC展開スタート！

現在全国に
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●最高水準のセレモニー ●安心の個別火葬 ●動物葬祭ディレクターが対応 ●２４時間ネット予約可能

より多くのご家族様から選ばれる感動のセレモニーを



加盟店様とのつながりを大切にしています

加盟店様に向けて、店舗経営に有益な情報をご提供
全国大会

加盟店様を対象に、スタッフ
一同が揃い、代表取締役伊藤
自らがカーベルの政策方針を
ご説明します。同時に、年間
優秀店舗の表彰を行います。

春と秋の勉強会
加盟店様を対象に、年に２回
全国各地で開催。ブランドの
理解や、新システムの発表な
どを行い、重要なポイントを
ご確認いただきます。

報奨視察旅行
日頃より質の高い接客を実
践し、売上の高かった加盟
店様を対象に、報奨として
毎年海外視察旅行を行って
おります。



導
入
研
修
後

加盟店様は共営するパートナー。
経営・準備を徹底してサポートします

ペットの旅立ちのFCシステム 経営は常に加盟店様とともに

スターターキット（先送分）送付

セレモニー試験合格講座
DVD・テキスト送付

ペット葬祭業について

営業方法、商品について

システム・火葬車の操作方法

セレモニー練習ロールプレイング

セレモニー試験

導
入
研
修

３
日
間

スターターキット（後送分）送付

火葬車納車
オープン準備

導入研修の一ヶ月ほど前にセ
レモニー試験合格講座
DVD・テキストを送付しま
す。セレモニーに必要なアイ
テムをスターターキット（先
送分）として送付します。

ペット葬祭業について
の基礎知識、営業方法
や商品について、火葬
車の操作方法など運営
をしていく上で必要な
ことを研修で学びます。
セレモニー試験で合格
すると認定証が発行さ
れ、営業可能となりま
す。

導
入
研
修
前

火葬に必要なアイテムをス
ターターキット（後送分）と
して送付します。納車時は、
本部のスタッフが加盟店様の
店舗まで伺い、スターター
キットの解説、火葬車の操作
方法を改めてお教えします。

加盟店様
事業運営

本部
システムの提供
運営サポート

共に成長
する

パートナー



事業の運営と発展のために
オープン後も全力でサポート

加盟店様を支える本部のスタッフ
地域の情報や市場の動向を調査・分析し、担当エリアや、経営計画を加盟店様と一緒に考えます。
定期的に店舗訪問をして、事業経営、さらなる売上拡大に貢献できるよう、全力でサポートします。

サポート体制
本部の戦略を一方的にお伝えす
るのではなく、経験に基づいた
適切な対応、対策を提案します。
さらに全国で開催する年2回の
勉強会でアドバイスなど、あら
ゆる面で加盟店様をサポートし
ます。

情報交換
グループチャットにて、加盟
店様同士の情報交換や本部か
らの情報共有をリアルタイム
で行っております。いつでも
連絡が取れる状態を作ってい
ます。常に目標を共有し、実
行します。

困りごと解決
事業の経営や運営に関する疑問や
悩みについてご相談ください。定
期的に開催する経営者向けの勉強
会も開催、さらには加盟店様と接
して得たノウハウに基づいたアド
バイスをご提供します。



「ペットの旅立ち」

日産 NV３５０キャラバン
DXスーパーロングボディ
標準幅ハイルーフ

5AT ２WD 4ドア
２500ccガソリン
定員３名
外装色：ダークメタルグレー
内装色：ダークグレー

最大火葬重量 40ｋｇ
新車登録 自家用 貨物

日産 NV200バネット
DX ルートバン AT ２WD

AT2WD 5ドア
1500cc ガソリン
定員2名
外装色：ブレードシルバー
内装色：グレー
最大火葬重量 20ｋｇ
新車登録 自家用 小型貨物



オリジナル移動火葬車

火葬車
の
内装

外観は普通の車と変わらないのに、ダイオキシンなどの有
害物質や臭い、煙も出ないペットちゃん専用の火葬炉を搭
載した車です。近隣の方々にご心配、ご迷惑をお掛けする
ことなく火葬を行えます。

▲リアゲートを開くと火葬炉の扉。

▲火葬炉操作盤と荷室。
簡単操作で使いやすく広く設計

▲リアゲートを開くと火葬炉 ▲炉台はキャスター方式で女性でもラクラク

▲燃焼効率と安全設計にこだわり
最大４０㎏までの火葬が可能に！



「ペットの旅立ち」のサービス

継続的にサービスの見直し
「最高水準のセレモニー」と掲げてい
ます。“良いもの”とは、どんなもの
でも常に新しく改善していくものです。
ペットの旅立ちのサービスも、継続的
にサービスの見直しをしています。

信頼度No.1宣言
動物葬祭ディレクターの資格を持っ
たスタッフが徹底した研修と試験を
実施。最高のセレモニーを提供する
ため自己研鑽をしています。
ペット葬祭業「信頼度No.１宣言」

①ご訪問 ②セレモニー開式

③お手向け ④セレモニー閉式

⑤ご出棺 ⑥ご入炉

完全個別火葬
ほかの子と一緒に火葬することは
一切ありません。ペットの旅立ち
は安心の完全個別火葬のみ。ご利
用者様から大きくご支持いただい
ていることの一つです。



クオリティの高いサービスに自信あり
業界で圧倒的なNo.１を目指します
ご利用者様からのアンケート“ご家族様の声”
（ペットの旅立ちホームページに、ご利用者様にご了承をいただき掲載しております。）

大変お世話になりありがとうございま
した。我家の庭で火葬骨上げまでして
頂け、又色々な注文にも心良く対応し
て下さり、家族一同心より御礼申し上
げます。

愛知県W様 ショコラちゃん

東京都S様 ナナちゃん

最愛の猫ちゃんを失った悲しみはしば
らく消えることはないと思いますが、
セレモニーと火葬を行っていただいた
ことで、気持ち的にけじめをつけるこ
とができ、ほっとし、穏やかな気持ち
になれました。感謝申し上げます。

東京都S様 マメちゃん

本日は大変お世話になりました。
とてもていねいな対応で心が温かく
なりました。マメ君を愛いっぱいで
送ることができました。本当にあり
がとうございました。

種類：MIX（犬）

種類：ヨークシャテリア（犬）

種類：アメリカンショートヘア（猫）



地域に根差した店舗が選ば

ペットの旅立ち碧南店 荒川武史社⻑

社会貢献に繋がる素晴らしいサービスです。
ペットブームが始まって１４∼１５年が経って、ペットちゃんが亡くなる

時期も去年あたりから始まり今後ずっと続くと言われています。今までは、
ペットちゃんが亡くなったら火葬場に持って行く方が主でしたが、従来の火
葬場は“合同火葬”なので、お骨が戻ってきません。今は、「ペットは家
族」の時代です。人間同様にお葬式をして、きちんと“個別火葬”をするの
で、社会貢献に繋がる素晴らしいサービスであると感じております。

▲２９年１０月にＴＶで紹介されました。YouTubeにて公開中。



れている“理由”と“やりがい”

ご家族様からいただく感謝の言葉に感動するんじゃ。
ペットの旅立ち広島店 三浦幸⼆社⻑

もともとカーベルの「100円レンタカー」と「新車市場」に加盟していた
のですが、全国大会で「ペットの旅立ち」の開始を知りました。今後の事業
について考えていたので、一番最初にやりたいと思い申し込みました。

新たに店舗を構える必要がないので導入しやすかったです。
私たちが行うセレモニーで少しでもペットロスになる方が減らせればと思っ
ています。ご家族様からいただく感謝の言葉には毎回感動させられます。



虹の橋セレモニーホール

地域によっては専用の“虹の橋セレモニーホール”を設けている店舗も
あります。セレモニーホールを制作する際は、本部が加盟店様までうか
がい、デザイン企画など徹底サポート致します。

▲ ペットの旅立ち和歌山店 虹の橋セレモニーホール



事業理念

ペットは家族

私は埋めない

圧倒的業界ナンバーワン

サービスを広める
ペットが亡くなったら「ペットの旅立ち」をスタンダードへ

社会貢献度の高さを広める
信頼され必要とされる存在へ

最高のセレモニー
Thank you my family

ミッション



社会貢献活動

スポンサー活動

鎮守の森のプロジェクト参加

Fun to Share 賛同

さまざまな地域・団体・企
業の技術や取組によって
低炭素社会を作るという
発想です。

自然災害に強い、災害から
いのちを守る森をひろげる活動です。

全日本プロレス 公式スポンサー

カーリング日本代表 公式スポンサー



カーベルは経営革新計画承認企業です




