
ご利用手順書(レターサイズ)

送付用封筒に[ご依頼主情報]と[品名](レターパックのみ)を記入します。  ❷ 
スマートレターレターパック ＊＊＊-＊＊＊＊

○○県○○市○○○○○
○○○○○

＊＊      ＊＊＊＊     ＊＊＊＊

□□□□□□□□ ○○○○○

＊＊＊-＊＊＊＊

○○県○○市○○○○○

お焚き上げキットの内容
●お焚き上げシール ●お焚き上げ供養申込書 ●送付用封筒

お焚き上げ供養申込書

・危険物、引火物、生き物、遺骨、法令での所持禁止品、また神社で
  不適当と判断したお品は供養できません。
・郵送時の事故については、神社・運営会社は責任を負いません。
・郵送後のお品のお焚き上げの中止やご返却はできません。
・サイズ超過や重量超過の場合、追加料金をお支払いいただきます。
・以下で写真や動画をご希望の場合、個人情報に十分留意の上
 「みんなのお焚き上げ」のサイトなどに掲載されることがあります。

◉ 以下に同意し、お焚き上げ供養を申し込みます。

年　　　　月　　　　日
◉ご連絡先

お名前    

ご住所    

さま

◉通信欄 (お品の種類や想いは裏面にご記入ください。)

＊裏面にもご記入ください。

希望します 希望しません
◉お品の写真・動画撮影のご希望

撮影したお品の写真はお焚き上げ動画内で公開されます。
ご祈祷場面では配置場所によりお品を確認できない場合があります。

メール版希望　　　郵送版希望 希望しません

◉お焚き上げ供養証明書のご希望
ご希望の場合はメール版・郵送版のいずれかをご選択ください。
メール版は郵送版と同じデザインの内容を電子メールでお送りします。

レター
サイズ

群馬県高崎市山名町 1581 番地
山名八幡宮　行

〒370-1213

群馬県高崎市山名町 1581 番地
山名八幡宮　行

〒370-1213

または

お焚き上げシールを送付用封筒の上面に貼ります。❹

保管用シールを
はがしてください。

群馬県高崎市山名町 1581 番地
山名八幡宮　行

〒370-1213

東京都港区南青山 3-8-40 2F

107-0072

焚上美子

群馬県高崎市山名町 1581 番地
〒370-1213

山名八幡宮　行
TEL: 027-346-1736

東京都港区南青山 3-8-40 2F
107-0062

焚上美子

03           4488               9048

お守り・お札

・お焚き上げ完了後、ご報告メール、証明書(ご希望
  者のみ)をお届けしますが、最大1.5ヶ月程度掛かる
  場合がございます。
・証明書(郵送版）はハガキでご送付いたします。
  外見で判別できないようにお受け取りをご希望の
  際はお申込書の通信欄に「封筒での証明書送付
  希望」とご記入ください。

お申込書の表面に[ご連絡先]、[証明書のご希望]、[写真・動画撮影のご希望]を記入します。❶
ご利用手順

裏面に[ご依頼者(ひらがな)]、[お預け品]、[メッセージ](任意) を記入します。

[ 裏 ]

＊裏面にもご記入ください。

[ 表 ]
お焚き上げ供養申込書

・危険物、引火物、生き物、遺骨、法令での所持禁止品、また神社で
  不適当と判断したお品は供養できません。
・郵送時の事故については、神社・運営会社は責任を負いません。
・郵送後のお品のお焚き上げの中止やご返却はできません。
・サイズ超過や重量超過の場合、追加料金をお支払いいただきます。
・以下で写真や動画をご希望の場合、個人情報に十分留意の上
 「みんなのお焚き上げ」のサイトなどに掲載されることがあります。

◉ 以下に同意し、お焚き上げ供養を申し込みます。

年　　　　月　　　　日
◉ご連絡先

お名前    

ご住所    

さま

◉通信欄 (お品の種類や想いは裏面にご記入ください。)

希望します 希望しません
◉お品の写真・動画撮影のご希望

撮影したお品の写真はお焚き上げ動画内で公開されます。
ご祈祷場面では配置場所によりお品を確認できない場合があります。

メール版希望　　　郵送版希望 希望しません

◉お焚き上げ供養証明書のご希望
ご希望の場合はメール版・郵送版のいずれかをご選択ください。
メール版は郵送版と同じデザインの内容を電子メールでお送りします。

レター
サイズ

お焚き上げ供養証明書

お写真・動画の撮影

・Amazon メールでは、証明書を表示できない場合がございます。
  通信欄で別のメールアドレスをご指示いただくと確実です。

裏面もご覧ください➡

・動画はご祈祷風景の確認が目的であり、ご依頼のお品の実施を証明するもの
   ではございません。

・ご連絡先の [ お名前 ]以外の宛名をご希望の際は、通信欄でご指示ください。

・[希望します ]をご選択の場合、動画にて公開しますが、撮影角度や他のお品に
　隠れてご確認できないことがありますのでご了承ください。

お品とお申込書を送付用封筒に入れて閉じます（サイズや重量を規定内に収めます)。❸

・スマートレターは厚み超過の際、返却されますので、ご注意ください。

！●レターパック

●スマートレター

34.0cm×24.8cm(A4サイズ)/ 重量4kg
封を閉じることができれば厚み制限なし  

25.0cm×17.0cm(A5サイズ)/ 重量1kg
厚み2cm　

・お申込書は一番上(封を閉じる側)に置いてください。
  お品に紛れていると証明書のお届けができない場合がございます。
・小物が多い場合は、袋などにおまとめください。

・お品は丁寧にきちんとお詰めいただくようご協力ください。

・写真や動画撮影は、多くの方がお品をご確認できるように数点に限定する場合が
　あります。対象は神社で判断しますが、写真撮影を強くご希望のお品は
　通信欄に「〇〇の撮影希望」とご記載ください。(動画撮影はお受けできません。)

❺ 郵便ポストに投函または郵便局の窓口に差し出してください。
一般的なポスト投函口は3～4cmのため、それを超える場合、窓口受付となります。

　
お預けになる品への感謝や想いを
円の内側にご自由に綴ってください。

　
お預けになる品をご記入ください。
主なものだけでも大丈夫です。 

　
ご祈祷時に読み上げますので

姓名をひらがなでお書きください。

ご依頼者

お預け品

メッセージ



ご利用手順書(レターサイズ｜ロング)

送付用封筒(裏面)に[ご依頼主情報]を記入します。  ❷ 

＊  ＊   ＊   ＊   ＊   ＊   ＊

○○県○○市○○○○○
○○○○○

お焚き上げシールを送付用封筒の上面に貼ります。❹

お焚き上げ完了後、ご報告メール、証明書(ご希望者のみ)をお届けしま
すが、最大1.5ヶ月程度掛かる場合がございます。
証明書(郵送版）はハガキでご送付いたします。
外見で判別できないようにお受け取りをご希望の際は、お申込書の
通信欄に「封筒での証明書送付希望」とご記入ください。

お品とお申込書を送付用封筒に入れて閉じます（サイズや重量を規定内に収めます)。❸

・お申込書はお品を収めた後、一番上に入れてください。
  お品に紛れていると証明書のお届けができない場合がございます。
・小物が多い場合は、袋などにおまとめください。
・規定のサイズや重量を超えると、受付できませんのでご注意ください。

！

高さ61.0cm × 幅10.0cm / 重量1kg
厚み最大6.5cm  

＜規定サイズ＞

お焚き上げキットの内容
●お焚き上げシール

専用封筒にお品をお詰め
シールを貼って送るだけでご手配完了です

お焚き上げ供養
チケットシール

●お焚き上げ供養申込書 ●送付用封筒
お焚き上げ供養申込書

・危険物、引火物、生き物、遺骨、法令での所持禁止品、また神社で
  不適当と判断したお品は供養できません。
・郵送時の事故については、神社・運営会社は責任を負いません。
・郵送後のお品のお焚き上げの中止やご返却はできません。
・サイズ超過や重量超過の場合、追加料金をお支払いいただきます。
・以下で写真や動画をご希望の場合、個人情報に十分留意の上
 「みんなのお焚き上げ」のサイトなどに掲載されることがあります。

◉ 以下に同意し、お焚き上げ供養を申し込みます。

年　　　　月　　　　日
◉ご連絡先

お名前    

ご住所    

さま

◉通信欄 (お品の種類や想いは裏面にご記入ください。)

＊裏面にもご記入ください。

希望します 希望しません
◉お品の写真・動画撮影のご希望

撮影したお品の写真はお焚き上げ動画内で公開されます。
ご祈祷場面では配置場所によりお品を確認できない場合があります。

メール版希望　　　郵送版希望 希望しません

◉お焚き上げ供養証明書のご希望
ご希望の場合はメール版・郵送版のいずれかをご選択ください。
メール版は郵送版と同じデザインの内容を電子メールでお送りします。

レター
サイズ

❺ 郵便局の窓口に差し出してください。(料金は受取人払いのため、お支払いの必要はございません。)
◯ お焚き上げ完了のご報告メールが届きましたら、「みんなのお焚き上げ」サイトのTOPページで
　 お焚き上げの動画をご覧いただけます。下記URLからお問い合わせください。 

お焚き上げ供養申込書

・危険物、引火物、生き物、遺骨、法令での所持禁止品、また神社で
  不適当と判断したお品は供養できません。
・郵送時の事故については、神社・運営会社は責任を負いません。
・郵送後のお品のお焚き上げの中止やご返却はできません。
・サイズ超過や重量超過の場合、追加料金をお支払いいただきます。
・以下で写真や動画をご希望の場合、個人情報に十分留意の上
 「みんなのお焚き上げ」のサイトなどに掲載されることがあります。

◉ 以下に同意し、お焚き上げ供養を申し込みます。

年　　　　月　　　　日
◉ご連絡先

お名前    

ご住所    

さま

◉通信欄 (お品の種類や想いは裏面にご記入ください。)

＊裏面にもご記入ください。

希望します 希望しません
◉お品の写真・動画撮影のご希望

撮影したお品の写真はお焚き上げ動画内で公開されます。
ご祈祷場面では配置場所によりお品を確認できない場合があります。

メール版希望　　　郵送版希望 希望しません

◉お焚き上げ供養証明書のご希望
ご希望の場合はメール版・郵送版のいずれかをご選択ください。
メール版は郵送版と同じデザインの内容を電子メールでお送りします。

レター
サイズ



お焚き上げどっとこむ サポートセンター
info@otakiage.com
https ://www.otakiage.com

0120-675-034  
みんなのお焚き上げ受付時間｜平日9:00～18:00

お
問
合
せ

封筒の規定サイズ・重さに収まっています。

撮影対象でないお品についても別途、ご祈祷を実施しておりますのでご安心ください。
写真や動画動画はご祈祷風景の確認が目的です。お品のご祈祷執行を証明するものではございません。
予めご了承ください。(特別祈祷はこの限りではございません。)

　

ご希望の方にお焚き上げ証明書(郵送版)をお届けします。

お焚き上げ実施日を「みんなのお焚き上げ」サイトにてご案内します。
天候や神社の神事の都合から間際のご案内となりますことをご了承ください。

ご祈祷・お焚き上げを実施します。
タイミングによってお品発送から最大1.5ヶ月程度掛かる場合がございます。

お焚き上げ完了後、ご登録のメールアドレスにご連絡します。

ご希望の方にお焚き上げ証明書(電子版）を送信します。

ご祈祷動画を「みんなのお焚き上げ」サイトで閲覧できます。

写真や動画撮影は、多くの方がお品をご確認できるように数点に限定する場合があります。
対象は神社で判断しますが、写真撮影を強くご希望のお品は通信欄に「〇〇の撮影希望」と
ご記載ください。(動画撮影のご指定はお受けできません。)


