
こんな事にお困りではありませんか︖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☛ ＰＩＰ認証を取得すると 
 

� お客様との事前相談時に 価格 の話から入るのではなく、お客様の 個人情報の守秘管

理 の話から入るので、最適な葬儀の提案 に結びつきやくなります。 

� ホームページの 資料請求 や 問い合わせ ボタンのそばに ＰＩＰマーク を配置する

ことで、ボタンを押す心理的ハードルが低くなり、お客様が 資料請求 や 問い合わせ

をしやすくなり、その結果、受注 に結び付く可能性が高くなります。 

� 定期会報誌や終活セミナーなどで ＰＩＰ認証 取得企業であることをアピールするこ

とにより、お客様が 御社を選ぶ理由 が確定的になっていきます。 

� ＰＩＰ認証 のポスターやチラシを販促にご活用いただけます。 

� 個人情報保護の研修を実施することで、従業員の定着率 が高まります。 

※ 社内研修実施企業の従業員定着率は、未実施企業よりも高い事が 

わかっています。 

一般社団法人 日本葬祭情報管理協議会  

� 大手の参入やネット企業の影響で少しずつ売り上げが下がってきている 
� ネット企業などの下請けになりつつあり、利益が出づらくなってきている 
� 安い葬儀の影響で利益が減ってきている 

� ネットの普及、競争激化の環境下ではお客様との対面でのやり取りによる信頼関係
構築が最も大切になります。 

� 葬儀の事前相談では宗旨宗派、保険、病状等、重要な個人情報の開示が必要になり
ますが、信頼できる葬儀社でないと安心して情報の開示はできません。 

� 事前相談での葬儀社選びの際に、第三者認証である『ＰＩＰ認証』を取得している
ことがアドバンテージとなります。「ＰＩＰマーク」の多角的活用ができます。 

� 気軽に相談できる安心・信頼の葬儀社 として選ばれるために・・・ 
まごころや気配りを「見える化」する。個人情報の守秘管理意識やそれに伴う企業
理念の表出や発信をおこなう。そこから受注の拡充や利益率の向上を目指していく
ことが大切であり、その手段のひとつが「ＰＩＰ認証」の取得と表出なのです。 

第三者認証である「ＰＩＰ認証」を取得して 
お客様が御社を選ぶ理由を作り出しましょう 



ＰＩＰ認証活用事例のご紹介

～顧客が御社を指名する「必然性」を高める取り組み～

個人情報保護 啓発用ポスター漫画つきチラシ

ＰＩＰオリジナル資料

ホームページでのＰＩＰマーク

使用による資料請求時の

心理的不安や抵抗の排除

ニュースレターでのＰＩＰマーク使用

による自社への信用醸成

終活フェアでの講演内容への

組込みによるアピール

資
料
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せ
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☑☑☑☑ＰＩＰＰＩＰＰＩＰＰＩＰ認証認証認証認証はははは    信頼の証信頼の証信頼の証信頼の証    

プライベート インフォメーション プロテクトを略して「ＰＩＰ」と呼んでいます。

一般社団法人日本葬祭情報管理協議会において、葬家の個人情報を守るためのモラル

と仕組みを確立していると認定された葬祭企業に対して、「ＰＩＰ認証」を発行いた

します。 

ＰＩＰ認証制度は、葬儀社を中心とした葬祭関連事業者を対象にした認定制度で、

「葬祭情報管理責任者」の育成と資格認定制度を中心に構成されています。この目的は、故人や世帯の

個人情報が拡散することを防止するための法的、社会的知識の習得と、自社内の管理システムの構築、

管理状況の監査と機能評価により、一定の水準に達した葬祭企業を「個人および故人の情報を守ること

ができる信用のできる葬祭企業である」ということを広く公衆に知らしめることにあります。 

ホームページ：http://jfima.jp/ 

 

☑ＰＩＰ認証の仕組み☑ＰＩＰ認証の仕組み☑ＰＩＰ認証の仕組み☑ＰＩＰ認証の仕組み    

① 認定講習受講（葬祭情報管理責任者講習） 

② 調査票の持ち帰り 

③ 改善計画の立案・実施 

④ 調査票にそれらの報告や結果の記入をもって申請書とし提出、訪問調査、審査を行ないます。 

⑤ 申請内容が適格ならば葬祭情報管理責任者の在職する「事業所」を認定 

⑥ 認定証付与、業務活動支援 

 

これらの経過を経て、認証を受けた企業は、「葬祭情報管理適格事業所」 

としてＰＩＰ 認証（右記・見本）が交付されます。 
 

 

＜お問合せ＞＜お問合せ＞＜お問合せ＞＜お問合せ＞    

一般社団法人日本葬祭情報管理協議会一般社団法人日本葬祭情報管理協議会一般社団法人日本葬祭情報管理協議会一般社団法人日本葬祭情報管理協議会    

日本葬祭アカデミー教務研究室日本葬祭アカデミー教務研究室日本葬祭アカデミー教務研究室日本葬祭アカデミー教務研究室    内内内内    

〒〒〒〒102102102102----0075007500750075    東京都千代田区三番町東京都千代田区三番町東京都千代田区三番町東京都千代田区三番町 7777----1111    朝日三番町プラザ朝日三番町プラザ朝日三番町プラザ朝日三番町プラザ 503503503503    

電話電話電話電話    03(5215)576703(5215)576703(5215)576703(5215)5767    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    03(5215)576803(5215)576803(5215)576803(5215)5768    

 
 

 

 

 

ＰＩＰ認証制度のご案内ＰＩＰ認証制度のご案内ＰＩＰ認証制度のご案内ＰＩＰ認証制度のご案内        一般社団法人日本葬祭情報管理協議会一般社団法人日本葬祭情報管理協議会一般社団法人日本葬祭情報管理協議会一般社団法人日本葬祭情報管理協議会    

◆一般社団法人日本葬祭情報管理協議会 とは 

葬祭企業が業務上接する個人情報や世帯情報などを適正に管理保護し、故意過失にかかわらず個人・当該世帯の情報を漏

洩させないようなモラルやその仕組み作りの確立を目指し、啓発普及する団体です。 

＜活動内容＞ 

★ Ｐ Ｉ Ｐ 認証  

「葬祭関連事業者に限定した葬祭に関する情報管理体制を客観的に判断するＰＩＰ認証制度」（プライベート インフォメーション 

プロテクトの略）を作り、葬祭企業に対する認定を行っています。 

★ オンブズマン活動 

一般消費者向けには、お葬式にかかわるオンブズマン的な活動を展開することをめざしており、協議会のサポート会員として

個人会員を募るとともに、葬祭に関する個人情報の拡散防止・保護・管理など重要性を認識していただくための啓発活動や認

定意義の認知促進を図り、葬祭情報が適切に管理できる葬祭業者を選ぶ一つの視点を消費者に確立するためのセミナーを

行っています。 

「ＰＩＰ認証」取得で 

事前相談時の安心感醸成と 

顧客からのロイヤリティ獲得を！ 

顧客が御社を指名する必然性を創出！ 
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☑一般社団法人日本葬祭情報管理協議会へのご入会☑一般社団法人日本葬祭情報管理協議会へのご入会☑一般社団法人日本葬祭情報管理協議会へのご入会☑一般社団法人日本葬祭情報管理協議会へのご入会    

 

ＰＩＰ認証を受けるためには、認定講習の受講・申請・審査を経て、一般社団法人日本葬祭情報管理
協議会への入会が必要です。法人ごとに、「ＰＩＰ会員」として入会いただきます。 
 

入会金  ２０，０００円（１法人につき）＋消費税 
 

 

    

☑☑☑☑認定認定認定認定講習講習講習講習のののの受講受講受講受講、及びその費用、及びその費用、及びその費用、及びその費用についてについてについてについて    

 
新規および更新時の費用は下記の通りです。２年毎の更新となります。 

  
入会金  ２０，０００円（新規入会時のみ） 
年会費  ２０，０００円（２年分） 
受講料  ５０，０００円 受講２名まで可能（３人目以降 ￥2０,000＠） 
審査料  ３０，０００円 原則１事業所となりますが、葬祭情報管理責任者が監督指導 

＋消費税 できる範囲内の事業所については、一定の要件のもと、１事  
業所の審査登録料で認定しております。それぞれの事業所や
施設規模を考慮して個別に判定・判断いたします。複数の事
業所をお持ちの場合は、お電話にてご相談ください。確認審
査訪問時の各拠点（東京・大阪・名古屋・仙台・札幌・福
岡）から県外への交通費は別途となります） 

 
 
 
＜新 規＞  新規で １事業所で新規登録するために２名で受講申込みをする場合 

※２名まで同一料金で受講できます 
 
 

       受講料  ５０，０００円 
審査料  ３０，０００円 
年会費  ２０，０００円（２年分） 
入会金  ２０，０００円（初年度のみ） 

    ----------------------------------- 

              合計  １２０，０００円（２年分）＋消費税 
 

 

 

＜更 新＞  更新で １事業所で更新登録するために２名で受講申込みをする場合 
 
 

       受講料  ５０，０００円 
審査料  ３０，０００円 
年会費  ２０，０００円（２年分） 

    ----------------------------------- 

              合計  １００，０００円（２年分）＋消費税 
 

 

 

※複数の事業所をお持ちの場合には、ご相談ください※複数の事業所をお持ちの場合には、ご相談ください※複数の事業所をお持ちの場合には、ご相談ください※複数の事業所をお持ちの場合には、ご相談ください    

 

 

 

 

 

＜お問合せ＞＜お問合せ＞＜お問合せ＞＜お問合せ＞    

一般社団法人日本葬祭情報管理協議会一般社団法人日本葬祭情報管理協議会一般社団法人日本葬祭情報管理協議会一般社団法人日本葬祭情報管理協議会    

日本葬祭アカデミー教務研究室日本葬祭アカデミー教務研究室日本葬祭アカデミー教務研究室日本葬祭アカデミー教務研究室    内内内内    

〒〒〒〒102102102102----0075007500750075    東京都千代田区三番町東京都千代田区三番町東京都千代田区三番町東京都千代田区三番町 7777----1111    朝日三番町プラザ朝日三番町プラザ朝日三番町プラザ朝日三番町プラザ 503503503503    

電話電話電話電話    03(5215)576703(5215)576703(5215)576703(5215)5767    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    03(5215)576803(5215)576803(5215)576803(5215)5768    



 

（一社）日本葬祭情報管理協議会 
〒102-0075 東京都千代田区三番町 7-1  

朝日三番町プラザ 503  

日本葬祭アカデミー教務研究室 内 

電話 03(5215)5767 ＦＡＸ 03(5215)5768 

２０１６年１０月１７日  東京 

ＰＩＰ 新規・更新講習会場のご案内 

 

日時： ２０１６年１０月１７日（月）１３:３０～１６:３０（開場１３:２０） 

場所： NPO 法人 FBO（料飲専門家団体連合会）セミナールーム 

    東京都文京区小石川１－１５－１７  ＴＮ小石川ビル７F 

東京都文京区小石川 1-15-17   

TN 小石川ビル 7F  
NPO 法人 FBO（料飲専門家団体連合会）

セミナールーム 

 
【アクセス】 

■都営三田線「春日駅」徒歩 3 分 

■都営大江戸線「春日駅」徒歩 8分 

■東京メトロ南北線「後楽園駅」徒歩 8分 

■東京メトロ丸の内線「後楽園駅」徒歩 10 分 



※お振込み手数料はご負担願います

FAX送付先

セミナー
会場・日時

東京会場　２０１６年１０月１７日（月）13時30分～16時30分
東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル7F

 ＮＰＯ法人ＦＢＯ（料飲専門家団体連合会）セミナールーム

一般社団法人　日本葬祭情報管理協議会　主催

業種

フリガナ

法人名
又は

屋　号

基本情報記入欄

ＰＩＰ認証認定講習の受講をご希望される方は、太枠内に必要事項をご記入の上
一般社団法人 日本葬祭情報管理協議会 事務局　までFAXにてお申し込みください。
なお、お申し込みに際しては下記の注意事項をご一読願います。

※具体的にご記入ください。

ＰＩＰ認証　新規講習　受講申込書

フリガナ

フリガナ

０３－５２１５－５７６８

認証認定に必要な費用のご案内

　受講２名まで可能（３人目以降 ￥27,000＠）

　確認審査訪問時、東京・大阪・名古屋・仙台・札幌・
　福岡の各拠点から県外への交通費は別途

受講者氏名

e-mail
アドレス

※　葬祭情報管理責任者が監督指導できる範囲内の事業所については、一定の要件のもと、１
事業所の審査登録料で認定しております。それぞれの事業所や施設規模を考慮して個別に判

定・判断いたします。複数の事業所をお持ちの場合は、お電話にてご相談ください。

受講者氏名

〒

TEL

                      @

住　所

受講者氏名

FAX
フリガナ

お振込先：　三菱東京UFJ銀行　池袋支店　普通　０１４６４０３
口座名義：　一般社団法人　日本葬祭情報管理協議会

・「葬祭情報管理適格事業所」認定は原則として「葬祭情報管理責任者」が管理指導する事業所1箇所に対
してとなり、その担当者ごとの受講が必要となりますが、複数の施設を有し、当該葬祭情報管理責任者が
それら複数施設の管理指導にあたっている場合など、それぞれの事業所や施設規模の実情を考慮して個別
に判定・判断いたします。複数の事業所をお持ちの場合は、お電話にてご相談ください。
・本申込書の送付にあたり、銀行振込にて、必要費用の払い込みをお願いいたします。お申し込みは、お
振込の確認をもって完了とさせていただきます。
・領収書は振込控えをもって代えさせて頂きます。別途、領収書の発行をご希望の方は本部までご連絡下
さい。
・お振込後にキャンセルされる場合、代金の返金は出来ませんが、次回講習開催時の代金として振替させ
ていただきます。

お振込先：　三菱東京UFJ銀行　池袋支店　普通　０１４６４０３
口座名義：　一般社団法人　日本葬祭情報管理協議会

　２年分の会費合計となります

一般社団法人　日本葬祭情報管理協議会事務局　（日本葬祭アカデミー教務研究室内）

¥54,000

¥21,600

¥32,400新規審査登録料

年会費

合計 ¥129,600 　要振込額

　１法人あたり(初回のみ)

＜注意事項＞
・「葬祭情報管理適格事業所」認定は原則として「葬祭情報管理責任者」が管理指導する事業所1箇所に対
してとなり、その担当者ごとの受講が必要となりますが、複数の施設を有し、当該葬祭情報管理責任者が
それら複数施設の管理指導にあたっている場合など、それぞれの事業所や施設規模の実情を考慮して個別
に判定・判断いたします。複数の事業所をお持ちの場合は、お電話にてご相談ください。
・本申込書の送付にあたり、銀行振込にて、必要費用の払い込みをお願いいたします。お申し込みは、お
振込の確認をもって完了とさせていただきます。
・領収書は振込控えをもって代えさせて頂きます。別途、領収書の発行をご希望の方は本部までご連絡下
さい。
・お振込後にキャンセルされる場合、代金の返金は出来ませんが、次回講習開催時の代金として振替させ
ていただきます。

新規講習受講料

入会金 ¥21,600


