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報道関係者各位

2017 年 8 月吉日

ペットロスを救う ペット仏壇・仏具のディアペット青山店

3周年記念 プレス向け展示会 開催
ペット仏壇・仏具のディアペット（運営：株式会社インラビングメモリー 代表：仁部武士 以下、ディアペット）は、

ペットロスに対応したペット仏壇・仏具業界シェア No.1、圧倒的存在感を放つリーディングカンパニーです。

プレス向け展示会のご案内
来る 2017 年 9 月 4 日にディアペット青山店がオープン 3 周年を迎えます。

そこで、今注目のペット仏壇や仏具をぜひご覧いただきたく、プレス向け展示会を開催いたします。
弊社代表の仁部と、ディアペット運営責任者の関口がおりますので、お気軽にお越しくださいませ。
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◇◆◇当日の取材、撮影もお受けしております◇◆◇
・ペット仏壇、仏具はどんなものがあるのか

17 時）

場所：ディアペット青山店（東京都港区南青山 3-8-9）

・いま、どのグッズが売れているのか

表参道駅 A4 出口徒歩 6 分 or 外苑前駅 1a 出口徒歩 5 分
エイベックス新本社ビル付近

・ペットロスに苦しむご家族のご意見
・売上や今後の推移、業界の動き…など

時間内出入り自由・一対一で説明いたします。
お気軽にお立ち寄りください。

売上比 150% 以上 大注目のペット用メモリアルグッズ
ペットを喪失してから体調や気持ちの面で現れた不調

ペットを亡くした後体調不良を感じる人の割合

ペットを亡くしたことにより苦しむ人が増えている背景は 2 点挙げられます。

グラフ引用：アイペット損害保険株式会社

背景① ペットブームにより、飼育される頭数が増えている＝別れの機会も増える
背景② 番犬などの実用的な動物から、家族の一員としてみなされるようになった
それにより、ペットへの愛情のかけ方が以前より深くなり、ペットロスに苦しむ人が増えていると考えられます。

ディアペットでは正社員・パートも含め、スタッフ全員がペット飼育経験があり、ペットの存在の重さ、命の尊さを

身をもって理解しています。だからこそ、辛いお気持ちを癒し、また笑顔になっていただくサポートをしたいと考え、

ペット専用のメモリアルグッズを 1000 種類以上取り揃えています。かわいらしいペット専用デザインの仏壇や仏具は、
ペットちゃんを我が子のように思う飼い主の方々には大変人気があります。
特に、ここ 2 〜 3 年は売上前年比 150% 以上となっています。
本年のお盆については、ペット用盆提灯が完売・増産・入荷待ちの状態を繰り返し、最終的に当初予定していた 500 台
を大きく上回る

700 台以上の提灯が完売いたしました。その様子は埼玉新聞やテレビ朝日でも取り上げられ、
いま、ペットを供養することが一つの社会現象に
になっています。
に
これからも、ディアペットは様々なサービスを通じて、ペットを供養すること、想い偲ぶことの大切さを伝えていきます。

（株）インラビングメモリー

関口 真季子 （ TEL：070-2681-5800 ）
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お客様の声（楽天ショップレビューより）

・心の支えであったペットが旅立ち、後悔と自責の念とやりきれない寂しさで、胸が張り裂けそうでした。これからどうやって生活
していけば良いのか、それすらも解らず、絶望と戸惑いの中、ディアペットさんのサイトにたどり着きました。少しでも気持ちが
楽になればと小さな骨壷を注文した所、翌日に届いた商品にはスタッフさん自筆のメッセージが添えられていました。本当に心が
温まりました。まだ時間がかかるかもしれませんが、絶望からは抜け出せると感じています。ありがとうございました。（40 代 女性）
・常に迅速で心温まる対応やメッセージを送って下さるとても心強いショップです。仏壇に始まり、仏具、位牌、提灯、納骨用の
骨壺袋と立て続けに購入致しましたが、ひとつ揃える度に愛猫への想いを刻み、供養できることを有り難く感じてます。
ディアペットさんのおかげです。ペットを亡くした方にオススメのショップです。（40 代 女性）
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ペット仏壇・仏具のディアペットについて

オンライン
ショップ

実店舗

青山店（東京都港区南青山）
名古屋店（愛知県名古屋市千種区）

大阪店（大阪府都島区片町）
さいたま店（埼玉県さいたま市見沼区）

お問合せ先：

株式会社インラビングメモリー
取締役 店舗運営責任者

関口真季子（せきぐちまきこ）

337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 2-38-6
TEL：048-661-6886

FAX：048-661-6887

Mail:sekiguchi@inlovingmemory.co.jp
HP: http://dearpet.memorial/

取締役 関口真季子＆愛猫
もふ

エキゾチックショートヘア
♂ 3歳

関口の携帯までいつでもお気軽にご連絡ください

携帯：070-2681-5800

めむ

ペルシャ
♀ ２ヵ月

わたあめ

エキゾチックショートヘア
♂ 6 ヵ月で他界

まむあん

エキゾチックショートヘア
♀ ２歳

ディアペット青山店

メディア展示会

FAX 回答用紙
誠に恐縮ですが、ご出席の有無 ( 出席・欠席のいずれかにチェック ) ならびに、

貴社名等をご記入の上、8

月 31 日 ( 木 ) までにご返送くださいますようお願い申し上げます。

開催日時：2017 年 9 月 7 日 ( 木 )

10 時〜 17 時

（10 時〜 12 時は事前予約をいただいた方のみ・12 時〜 17 時は出入り自由）
場所：東京都港区南青山 3‐8‐9

□ご出席

□ご欠席

➡ ご欠席の場合、資料の郵送もしくは訪問を希望されますか。

□郵送を希望する（配送先ご住所等を「その他」欄にご記入ください）
□訪問を希望する（後日、PR 担当の関口よりご連絡します）

貴社名

貴媒体名（所属部署名）

ご出席者氏名
ご連絡先
（お差し支えなければ）
E-mail
（お差し支えなければ）

□10 時〜 12 時頃
ご来場予定時間

□14 時〜 17 時頃

□12 時〜 14 時頃
□17 時以降希望

□その他、ご希望のお時間等ございましたらご記入ください
(

その他
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