
喪主様配布用 

～相続の手引き～　士業事務所紹介 
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パンフレット広告	
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独自のネットワークにより、 

 葬儀社から相続にお困りになる喪主様へ 

手渡し配布するパンフレットを発行しており

ます。  

内容は相続関連情報と地元の専門家 

士業 紹介ページを掲載いたします!!
 

背表紙には配布葬儀社名（デザイン）が　 

入り、オリジナルパンフレットとして お客様

にお配りしていただきます。 

 

首都圏葬儀社契約数　180社以上 
※２０１４年６月〜　東京都葬儀社組合の正規代理店　任命！！ 

相続パンフレットとは？ 
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A地区　 
代表税理士 

A地区 
葬儀社 

●　弁護士事務所掲載　　 　限定１枠 
●　司法書士事務所掲載　　限定１枠 
●　税理士事務所掲載　　 　限定３枠 〜５枠 
配布葬儀社所在地区を中心に 近隣の 
各地区別代表としてご掲載致します。 

　B地区　
代表税理士　 

　　 

　D地区　
代表税理士　 

　　 

　A地区　
代表弁護士　 

　　 

　C地区　
代表税理士　 

　　 



家族葬 
一日葬 

火葬 
その他 

基礎控除の４０%カットで首都圏では４割が申告することに！ 
相続税がゼロになる人も含まれているとはいえ、 
 首都圏では、申告する人が4割近くになり、改正前の倍以上の比率となる。 

●　ターゲットは家族葬 

●　相続割合は1～3割程度 

●　資産：3億円未満 
※3億円以上の方は顧問税理士等相続対策をされている方が多い 

●資産をお持ちのお客様でも葬儀自体には費用を 

　かけない方が近年増加傾向にあります！ 

税法改正に伴い高まる相続ニーズ 

3 



広告案 

趣旨 
「相続の手引き」専門家のご紹介 

　パンフレット広告を作成した上、 

　葬儀社から喪主への手渡し配布 

ターゲット 

需要 
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①左記地域から、限定「３〜５」枠のみ地区代表 
　 税理士事務所を掲載する為、隣接エリアにおける 
　 地域別に顧客獲得率の増加が見込める。 

②信頼関係がある葬儀社からお客様へ 
　 お薦めをする手渡し配布だからこそ 
 　ご安心してお客様から相談・成約が実現 

③今後の税法改正や少子高齢化に伴い 
　　予想出来る相続対象者の増加 

　◇御社近隣地域にある葬儀社の顧客 

　　 首都圏約180社様の中から、御社対応エリア、 
　　 葬儀社様の客層を照らし合わせて厳選いたします 



展開案 

既に葬儀社には顧問税理士や提携事務所がある　　 

場合が多く、税理士事務所単体で参入することは 

難しいです。 

しかし、このパンフレット広告案により 相続

相談先の候補事務所として、 
 名を連ねることが可能となります。 

御社 

掲載事務所A 

既存提携事務所 葬儀社 

葬儀社 

掲載事務所B 

御社 

ラインプロジェクト独自の営業スキームにより、  
御社所在地周辺エリアの葬儀社と業務提携させていただきます。 
 さらに！ご指定エリアの葬儀社との契約状況を定期的にご報告させていただきます。 
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展開図 
相続依頼 

喪主様 葬儀社様 
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葬儀後の集金時等のタイミングに、  
相続でお困りになりそうなお客様にのみ手渡し致します。	
	

税理士様　 



弊社提携葬儀社の規模 

●中小企業・・・本社のみ～最大５営業所程度 

●施工件数・・・年間１００件～３００件程度 
　　　　信頼度や顧客満足度が高く、高品質なサービスの葬儀社 

サービスの質を追求・重要視するお客様の傾向が多く、 
WEBや一般広告からくる 情報収集・相見積り目的の 
お客様とは異なります！ 
 
 

「手間がかかり、成約に繋がらない」 
「安価のみを求める」「無料の範囲での情報収集のみ」 
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葬儀社 

●　パンフレットの配布状況の集計を取りまして 

　　各葬儀社の配布部数を毎月ご報告いたします。 

●　月末締めで集計致しますので、 

　　翌月末に弊社からご報告連絡を差し上げます。 

弊社 

ラインプロジェクト 

御社 

税理士事務所様 

葬儀社より月末締めにて 
翌月に弊社まで報告 

弊社より先月の各葬儀社 
別に配布部数をご報告 

状況報告フロー 
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パンフレット内容 

●　種類：中綴じ冊子フルカラー 

●　総ページ数：３６ページ（表紙・背表紙を含む） 

●　掲載可能士業事務所数 

　　税理士事務所　：３~５社（見開きの６〜１０ページ） 

　　司法書士事務所：１社（見開きの２ページ） 

　　弁護士事務所　：１社（見開きの２ページ） 

●　掲載サイズ：A4サイズ（A5見開きH210 x W297mm）	

●　出来上がりサイズ：A5サイズ	

●　配布部数：プラン別　各２００、３００、５００部 

●　配布期間：２年間 

9 



 
弊社提携の相続専門税理士法人より調査した結果、 
葬儀社からオリジナルパンフレットを同じ方法で 
喪主様に配布したところ、顧客獲得率が約５％という結果が出ました。	
	
	

　　５事務所掲載ですので、単純に約１％と想定した場合	
　　更に、2015年相続税対象者２倍の増加を加味すると	
　　５００部配布 → ５～１０件の顧客獲得が見込めます	

	
	

自社分析結果 

新規成約の報酬金額を	
３０万円〜（仮）としますと 

	

獲得報酬金額　	
　３０万 × ５～１０件 	
＝ １５０〜３００万円	

 
1
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本パンフレットについてのお 
 

055　http://line-p.jp/souzoku/ 
0022　東京都港区海岸 1-2-20 汐留 ビルディング 3F 表紙 背表紙 

◆表紙／背表紙（葬儀社掲載） 

レイアウト① 
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- 掲載内容（背表紙）- 

●　写真 

●　葬儀社ロゴ 

●　葬儀社名 

●　住所 

●　電話番号 

●　Eメール 

●　公式サイトURL 

葬儀社オリジナルパンフレットデザイン となりま

すので紹介に近い効果があります。 



レイアウト② 

各特徴 

２４０文字程度 

◆税理士事務所様　掲載ページ 
 

料金体系 

１００文字程度 

事務所案内 事務所

名、代表者名、 受付時

間、所在地、 最寄り駅、

電話番号、 公式サイト

URL、写真 

お持ちの地図データ入稿 
または、 オプションにて弊

社作成 
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背景デザイン お

よび写真合成 

※パンフレットデザインは勝手ながら変更する場合がございます。 

※文字数や段落により、フォントサイズや文章内容を変更する場合がございます。 



その他掲載情報ページ 

 
 

その他情報ページは下記URLにアクセスして、インターネットにてご確認ください。 
http://line-p.jp/data/pamphlet/info.pdf 
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①　パンフレットの特徴 	
②　相続Q&A	
③　相続税申告のポイント	
④　相続税還付チェックシート	
⑤　葬儀後の諸手続き～窓口と必要書類～	

	
	



●記事投稿型ファン育成オウンドメディア 
 
「Linke～近くて頼れるあなたの為の専門家」 

 
士業事務所より得意業務内容をご寄稿頂き、 
一般ユーザーの皆様に有益な情報を蓄積し、 
信用度の高いサイト運営を行うことにより、  
PV数を爆発的にあげ、一般ユーザー様から 
士業事務所へご相談へと繋げられる仕組み	  
になっております。	
 
サイトURL：https://linke.jp/ 
 
 

 
 
※詳細については随時お問い合わせください	

　 

●　成果報酬型紹介 
 
パンフレットでは配布地域を限定しているため、	

配布地域内でのご紹介は一切、紹介料等の	
料金をいただいておりません。 
	
但し、配布地域外からの案件紹介に関しまして
は成果報酬でご紹介いたします。	

 

※　料金・詳細については随時お問い合わせください。 

掲載後の付加価値サービス 
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弊社会社概要 
●　会社名　：株式会社ラインプロジェクト 

●　会社所在地: 

　　東京都港区海岸１－２－２０　汐留ビルディング３F 

●　TEL：03-5524-6078　／　FAX：03-5524-5962 

●　設立年月：２００６年１月 

●　役　員　：代表取締役　尾沼友博 

●　従業員数：１５名（アルバイト・パート含む） 

●　事業内容：代理店事業、デザインの企画・制作、HP・WEBサイト制作 

●　取引銀行：三菱東京UFJ銀行　 

　　　　　　　　　りそな銀行　　　　 

URL：http://line-p.jp　　相続サイト：http://line-p.jp/souzoku/ 
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ラインプロジェクトは　想いをつなぐ 	  
人々の想いをつなぎ形にする会社です。	  
	  
何か役に立てないかを追求する事が	  
社訓であり使命です！！	  
少しでもお困りの事がございましたら	  
お声をおかけください！！	  


