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【注意】
この操作説明書は簡易版となります。
詳細なご利用方法や機能・操作の説明については、マイページより「操作
説明書（葬祭業者様向け）」をダウンロードして、必ずご確認の上ご利用
ください。
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1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

ログインログイン

空き検索条件の指定空き検索条件の指定

空き状況表示
希望日時選択

予約情報の入力・申込予約情報の入力・申込

予約の確認
受付番号発行

（１）火葬予約の流れ

①ID、パスワードで、ログインしてください。

②空き状況を調べるための条件を指定してください。
【指定条件例】・予約種別

・年齢種別
・火葬種別
・火葬炉等級
・斎場

③指定条件での空き状況を表示します。
空き照会表より、希望の火葬日時（利用日）を
選択してください。
※選択の時点で5分間仮予約として確保します。

④新規予約画面にて、必要な予約情報を入力して
予約申込ボタンを押してください。
※5分以内に申込を完了してください。

確認FAX/メール送信

⑤予約の確認表示および受付番号を発行します。

⑥予約内容を確認のため、登録されている予約確認
受信方法に従って、FAXやメールアドレスに送信しま
す。受信後、予約内容確認をしてください。

※予約受付後12時間以内もしくは、予約の締切り時間（施設利用日前
日の12時まで）なら、変更および取消操作が可能です。

※やむを得ず期限を過ぎての変更・取消がある場合は、直接ご利用斎場に
ご連絡ください。

火葬予約の流れ
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1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

（２）火葬予約 操作手順

①TOP画面より
ボタンをクリック。

②ID、パスワードを入力し、
ボタンをクリック。

③空き照会表示条件のボタンを
選択。

・予約種別:火葬の予約
・年齢種別:選択してください。
・火葬種別:選択してください。
・火葬炉等級:選択してください。
・利用斎場:選択してください。

ボタンをクリック。

ログイン

【トップ画面】

【ログイン画面】

【空き状況表示の条件指定画面】

火葬予約 操作手順
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1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

④希望の火葬日時の数字を
クリック。
（表内の数字は、空き数）

例:3月25日 10時30分

【空き状況表示画面】

【新規予約受付画面】

数字をクリック

⑤火葬の予約に必要な情報の
入力。（※赤字は必須項目）

・故人名（カナ姓）:入力してください。
・故人名（カナ名）:入力してください。
・故人名（漢字姓）:入力してください。
・故人名（漢字名）:入力してください。
・お問合せに対する対応:選択してください。
・休憩室:選択してください。
・保棺室予約の登録
※保棺室が未使用なら登録不要です。

【予約受付完了画面】

⑥予約受付完了で受付番号と
予約内容表示。確認後、右上
のボタン操作で画面遷移してく
ださい。

⑦予約確認メールの送信

※FAX送信を設定されている
場合は、メールと同じフォーマット
でFAX送信されます。

火葬予約 操作手順



-5- 2022 東京博善株式会社

1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

ログインログイン

空き検索条件の指定空き検索条件の指定

空き状況表示
希望日時選択

予約情報の入力・申込予約情報の入力・申込

予約の確認
受付番号発行

（３）式場と火葬予約の流れ

①ID、パスワードで、ログインしてください。

②空き状況を調べるための条件を指定してください。
【指定条件例】・予約種別

・年齢種別
・火葬種別
・火葬炉等級
・斎場

③指定条件での空き状況を表示します。
空き照会表より、希望の火葬日時（利用日）を
選択してください。
※選択の時点で5分間仮予約として確保します。

④新規予約画面にて、必要な予約情報を入力して
予約申込ボタンを押してください。
※5分以内に申込を完了してください。

確認FAX/メール送信

⑤予約の確認表示および受付番号を発行します。

⑥予約内容を確認のため、登録されている予約確認
受信方法に従って、FAXやメールアドレスに送信しま
す。受信後、予約内容確認をしてください。

※予約受付後12時間以内もしくは、予約の締切り時間（施設利用日前
日の12時まで）なら、変更および取消操作が可能です。

※やむを得ず期限を過ぎての変更・取消がある場合は、直接ご利用斎場に
ご連絡ください。

式場と火葬の予約の流れ
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1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

（４）式場と火葬予約の操作手順

①TOP画面より
ボタンをクリック。

②ID、パスワードを入力し、
ボタンをクリック。

③空き照会表示条件のボタンを
選択。

・予約種別:式場と火葬の予約
・年齢種別:選択してください。
・火葬種別:選択してください。
・火葬炉等級:選択してください。
・利用斎場:選択してください。

ボタンをクリック。

ログイン

【トップ画面】

【ログイン画面】

【空き状況表示の条件指定画面】

式場と火葬予約の操作手順
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1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

④希望の式場利用日の「○」
をクリック。
（表内の○は、空き枠）

例:3月26日 式場 雪5

【空き状況表示画面】

【新規予約受付画面】

○をクリック

⑤式場の予約に必要な情報の
入力。（※赤字は必須項目）

・式場利用種別:選択してください。
・通夜開始時刻:選択してください。
・告別開始時刻:選択してください。
・故人名（カナ姓）:入力してください。
・故人名（カナ名）:入力してください。
・故人名（漢字姓）:入力してください。
・故人名（漢字名）:入力してください。
・お問合せに対する対応:選択してください。
※式場 竹利用時は、休憩室の選択
・保棺室予約の登録
※保棺室が未使用なら登録不要

【予約受付完了画面】

⑥予約受付完了で受付番号と
予約内容表示。確認後、右上
のボタン操作で画面遷移してく
ださい。

⑦予約確認メールの送信

※FAX送信を設定されている
場合は、メールと同じフォーマット
でFAX送信されます。

式場と火葬予約の操作手順

こちらは東京博善斎場予約システムです。
以下の新規予約を受け付けましたのでご確認ください。

◆受付番号：21000011
葬祭業者：フェロー葬祭（本店）
受付日時：令和4年3月23日(水) 14:22
斎 場：町屋斎場
予約種別：式場と火葬の予約
年齢種別：大人
火葬種別：通常火葬
式 場：式場 雪5（40名） 通夜有り 告別利用

通夜日時：令和4年3月25日(金) 18:00
告別日時：令和4年3月26日(土) 10:00

火葬炉等級：最上等
火葬日時 ：令和4年3月26日(土) 11:00

■故人
カナ氏名：ヤマダ タロウ
漢字氏名：山田 太郎

■お問合せに対する対応
回答可
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1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

（５）保棺室予約の流れ

ログインログイン

空き検索条件の指定空き検索条件の指定

空き状況表示
希望日時選択

予約情報の入力・申込予約情報の入力・申込

予約の確認
受付番号発行

①ID、パスワードで、ログインしてください。

②空き状況を調べるための条件を指定してください。
【指定条件例】・予約種別

・年齢種別
・火葬種別
・斎場

③指定条件での空き状況を表示します。
空き照会表より、空き枠（当日）を選択してください。
※選択の時点で5分間仮予約として確保します。

④新規予約画面にて、必要な予約情報を入力して
予約申込ボタンを押してください。
※5分以内に申込を完了してください。

確認FAX/メール送信

⑤予約の確認表示および受付番号を発行します。

⑥予約内容を確認のため、登録されている予約確認
受信方法に従って、FAXやメールアドレスに送信しま
す。受信後、予約内容確認をしてください。

※保棺室の予約は、当日予約のため即確定となり変更・取消はできません。

※やむを得ず変更・取消がある場合は、直接ご利用斎場にご連絡ください。

保棺室予約の流れ
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1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

（６）保棺室予約の操作手順例

①TOP画面より
ボタンをクリック。

②ID、パスワードを入力し、
ボタンをクリック。

③空き照会表示条件のボタンを
選択。

・予約種別:保棺室の予約
・年齢種別:選択してください。
・火葬種別:選択してください。
・利用斎場:選択してください。

ボタンをクリック。

ログイン

【トップ画面】

【ログイン画面】

【空き状況表示の条件指定画面】

保棺室予約の操作手順
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1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

④希望の預入可能時間の
数字をクリック。
（表内の数字は、空き枠）

※当日予約のみ
例:3月23日 7時から預入可能

【空き状況表示画面】

【新規予約受付画面】

数字をクリック

⑤保棺室の予約に必要な情報の
入力。（※赤字は必須項目）

・預入日時:選択してください。
・保棺種別:選択してください。
・故人名（カナ姓）:入力してください。
・故人名（カナ名）:入力してください。
・故人名（漢字姓）:入力してください。
・故人名（漢字名）:入力してください。
・お問合せに対する対応:選択してください。
・納棺予定:選択してください。
・同意事項:✅してください。

【予約受付完了画面】

⑥予約受付完了で受付番号と
予約内容表示。確認後、右上
のボタン操作で画面遷移してく
ださい。

⑦予約確認メールの送信

※FAX送信を設定されている
場合は、メールと同じフォーマット
でFAX送信されます。

保棺室予約の操作手順

こちらは東京博善斎場予約システムです。
以下の新規予約を受け付けましたのでご確認ください。

◆受付番号：21000002
葬祭業者：フェロー葬祭（本店）
受付日時：令和4年3月23日(水) 13:56
斎 場：町屋斎場
予約種別：保棺室の予約
年齢種別：大人
火葬種別：減額
保棺施設：預入日時：令和4年3月23日(水) 07:00

保棺種別：冷蔵保管希望
■故人

カナ氏名：ヤマダ タロウ
漢字氏名：山田 太郎

■お問合せに対する対応
回答可

■同意事項：全てに同意
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1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

（７）お花茶屋会館・お別れ室予約の流れ

お花茶屋会館・お別れ室予約の流れ

ログインログイン

空き検索条件の指定空き検索条件の指定

空き状況表示
希望日時選択

予約情報の入力・申込予約情報の入力・申込

予約の確認
受付番号発行

①ID、パスワードで、ログインしてください。

②空き状況を調べるための条件を指定してください。
【指定条件例】・予約種別

・利用目的
・斎場

③指定条件での空き状況を表示します。
空き照会表より、希望の火葬日時（利用日）を
選択してください。
※選択の時点で5分間仮予約として確保します。

④新規予約画面にて、必要な予約情報を入力して
予約申込ボタンを押してください。
※5分以内に申込を完了してください。

確認FAX/メール送信

⑤予約の確認表示および受付番号を発行します。

⑥予約内容を確認のため、登録されている予約確認
受信方法に従って、FAXやメールアドレスに送信しま
す。受信後、予約内容確認をしてください。

※火葬前のお別れ室利用は別途、四ツ木斎場の火葬予約が必要となります。

※予約受付後12時間以内もしくは、予約の締切り時間（施設利用日前日の12時
まで）なら、変更および取消操作が可能です。

※やむを得ず期限を過ぎての変更・取消がある場合は、直接ご利用斎場にご連絡くだ
さい。



-12- 2022 東京博善株式会社

（８）お花茶屋会館・お別れ室予約の操作手順

①TOP画面より
ボタンをクリック。

②ID、パスワードを入力し、
ボタンをクリック。

③空き照会表示条件のボタンを
選択。

・予約種別:お花茶屋会館・お別れ室の予約
・利用目的:選択してください。
・利用斎場:お花茶屋会館

ボタンをクリック。

ログイン

【トップ画面】

【ログイン画面】

【空き状況表示の条件指定画面】

1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ お花茶屋会館・お別れ室予約の操作手順
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1.新規予約操作の流れ1.新規予約操作の流れ

【空き状況表示画面】

【新規予約受付画面】

○をクリック

⑤お別れ室の予約に必要な情報
の入力。（※赤字は必須項目）
・利用目的の同意（お別れ式の時）:✅してください。
・利用詳細（時間）:利用時間を選択してください。
（納棺式、精進落とし利用の時）

・故人名（利用者名）（カナ姓）:入力してください。
・故人名（利用者名）（カナ名）:入力してください。
・故人名（利用者名）（漢字姓）:入力してください。
・故人名（利用者名）（漢字名）:入力してください。
・お問合せに対する対応:選択してください。

【予約受付完了画面】

⑥予約受付完了で受付番号と
予約内容表示。

⑦予約確認メールの送信

※FAX送信を設定されている
場合は、メールと同じフォーマット
でFAX送信されます。

こちらは東京博善斎場予約システム（デモ）です。
以下の新規予約を受け付けましたのでご確認ください。

◆受付番号：21000005
葬祭業者：フェロー葬祭（本店）
受付日時：令和4年3月23日(水) 16:24
斎 場：お花茶屋会館
予約種別：お別れ室の予約
■お別れ室施設：部屋名 ：お別れ室1

利用目的：お別れ式
利用詳細：令和4年3月25日(金) 09:00 ～ 09:59

■故人
カナ氏名：ヤマダ タロウ
漢字氏名：山田 太郎
■お問合せに対する対応
回答可

お花茶屋会館・お別れ室予約の操作手順

④希望の式場利用日の「○」
をクリック。
（表内の○は、空き枠）

例:3月25日 9:00~10:00
お別れ室1

※火葬前のお別れ式としての利用は、別途、四ツ木斎場の火葬予約が
必要となります。
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2.予約変更・取消操作の流れ2.予約変更・取消操作の流れ

ログインログイン

予約一覧表予約一覧表

予約の変更・取消
の選択

変更情報
登録

変更情報
登録

変更（取消）
内容の確認

（１）火葬予約の変更・取消の流れ

①ID、パスワードで、ログインしてください。

②予約一覧より変更（取消）する受付番号を選択
してください。

③予約情報の変更を行います。
（予約取消ボタンを押します。）
【変更可能な項目】
・故人名（カナ名）
・故人名（漢字姓）
・故人名（漢字名）
・お問合せに対する対応
・休憩室
・保棺室予約の登録（未登録のみ）

確認FAX/メール送信

④予約変更結果を表示。
（取消結果を表示）

⑤確認のため、登録されている予約確認受信方法に
従って、FAXやメールアドレスに送信します。受信後、
予約内容確認をしてください。

※予約受付後12時間以内もしくは、予約の締切り時間（施設利用日前
日の12時まで）なら、変更および取消操作が可能です。

※やむを得ず期限を過ぎての変更・取消がある場合は、直接ご利用斎場に
ご連絡ください。

火葬の予約 変更・取消

取消
操作
取消
操作

※予約受付後12時間以内もしくは、予約の締切り時間（施設
利用日前日の12時まで）なら、変更及び取消操作が可能です。
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2.予約変更・取消操作の流れ2.予約変更・取消操作の流れ

（２）火葬予約の変更・取消操作の手順

火葬予約の変更・取消操作の手順

①TOP画面より
ボタンをクリック。

②ID、パスワードを入力し、
ボタンをクリック。

③空き状況検索画面より
ボタンをクリック

ログイン

【トップ画面】

【ログイン画面】

【空き状況検索画面】

【予約検索・一覧画面】

④変更・取消をしたい予約の受付
番号をクリック

※受付番号が「青色」でないと、
変更、取消はできません。
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2.予約変更・取消操作の流れ2.予約変更・取消操作の流れ

⑤予約の変更か取消を選択

【予約内容表示画面】

【予約変更画面】

⑥取消の確認

⑥予約の変更

差出人：東京博善斎場予約システム <info@tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp>
件 名：予約変更受付けのお知らせ

こちらは、東京博善斎場施設予約システムです。
以下の予約変更を受け付けましたのでご確認ください。

◆受付番号：21000355
葬祭業者：フェロー葬祭 町屋支店 担当：鈴木 太郎

⑦変更結果の確認
（取消結果の確認）
確認メールの送信【変更可能な項目】

・故人名（カナ名）
・故人名（漢字姓）
・故人名（漢字名）
・お問合せに対する対応
・休憩室
・保棺室予約の登録（未登録のみ）

火葬予約の変更・取消操作の手順
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2.予約変更・取消操作の流れ2.予約変更・取消操作の流れ

ログインログイン

予約一覧表予約一覧表

予約の変更・取消
の選択

変更情報
登録

変更情報
登録

変更（取消）
内容の確認

（３）式場と火葬予約の変更・取消の流れ

①ID、パスワードで、ログインしてください。

②予約一覧より変更（取消）する受付番号を選択
してください。

③予約情報の変更を行います。
（予約取消ボタンを押します。）

確認FAX/メール送信

④予約変更結果を表示。
（取消結果を表示）

⑤確認のため、登録されている予約確認受信方法に
従って、FAXやメールアドレスに送信します。受信後、
予約内容確認をしてください。

※予約受付後12時間以内もしくは、予約の締切り時間（施設利用日前
日の12時まで）なら、変更および取消操作が可能です。

※やむを得ず期限を過ぎての変更・取消がある場合は、直接ご利用斎場に
ご連絡ください。

式場と火葬予約の変更・取消の流れ

取消
操作
取消
操作

※予約受付後12時間以内もしくは、予約の締切り時間（施設
利用日前日の12時まで）なら、変更及び取消操作が可能です。

【変更可能な項目】
・式場利用種別
・通夜開始時刻
・告別開始時刻
・故人名（カナ名）
・故人名（漢字姓）
・故人名（漢字名）
・お問合せに対する対応
・休憩室
・保棺室予約の登録（未登録時のみ）
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2.予約変更・取消操作の流れ2.予約変更・取消操作の流れ

（４）式場と火葬予約の変更・取消操作の手順

式場と火葬予約の変更・取消操作の手順

①TOP画面より
ボタンをクリック。

②ID、パスワードを入力し、
ボタンをクリック。

③空き状況検索画面より
ボタンをクリック

ログイン

【トップ画面】

【ログイン画面】

【空き状況検索画面】

【予約検索・一覧画面】

④変更・取消をしたい予約の受付
番号をクリック

※受付番号が「青色」でないと、
変更、取消はできません。
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2.予約変更・取消操作の流れ2.予約変更・取消操作の流れ

⑤予約の変更か取消を選択

【予約内容表示画面】

【予約変更画面】

⑥取消の確認

⑥予約の変更
【変更可能な項目】
・式場利用種別
・通夜開始時刻
・告別開始時刻
・故人名（カナ名）
・故人名（漢字姓）
・故人名（漢字名）
・お問合せに対する対応
・休憩室
・保棺室予約の登録（未登録時のみ）

差出人：東京博善斎場予約システム <info@tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp>
件 名：予約変更受付けのお知らせ

こちらは、東京博善斎場施設予約システムです。
以下の予約変更を受け付けましたのでご確認ください。

◆受付番号：21000355
葬祭業者：フェロー葬祭 町屋支店 担当：鈴木 太郎

⑦変更結果の確認
（取消結果の確認）
確認メールの送信

式場と火葬予約の変更・取消操作の手順
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2.予約変更・取消操作の流れ2.予約変更・取消操作の流れ

ログインログイン

予約一覧表予約一覧表

予約の変更・取消
の選択

変更情報
登録

変更情報
登録

変更（取消）
内容の確認

（５）お花茶屋会館・お別れ室の変更・取消の流れ

①ID、パスワードで、ログインしてください。

②予約一覧より変更（取消）する受付番号を選択
してください。

③予約情報の変更を行います。
（予約取消ボタンを押します。）

確認FAX/メール送信

④予約変更結果を表示。
（取消結果を表示）

⑤確認のため、登録されている予約確認受信方法に
従って、FAXやメールアドレスに送信します。受信後、
予約内容確認をしてください。

※予約受付後12時間以内もしくは、予約の締切り時間（施設利用日前
日の12時まで）なら、変更および取消操作が可能です。

※やむを得ず期限を過ぎての変更・取消がある場合は、直接ご利用斎場に
ご連絡ください。

お花茶屋会館・お別れ室の変更・取消の流れ

取消
操作
取消
操作

※予約受付後12時間以内もしくは、予約の締切り時間（施設
利用日前日の12時まで）なら、変更及び取消操作が可能です。

【変更可能な項目】
・利用詳細（時間）
（納棺式、精進落とし利用の時）

・故人名（利用者名）（カナ名）
・故人名（利用者名）（漢字姓）
・故人名（利用者名）（漢字名）
・お問合せに対する対応
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2.予約変更・取消操作の流れ2.予約変更・取消操作の流れ

（６）お花茶屋会館・お別れ室・取消操作の手順

お花茶屋会館・お別れ室の変更・取消操作の手順

①TOP画面より
ボタンをクリック。

②ID、パスワードを入力し、
ボタンをクリック。

③空き状況検索画面より
ボタンをクリック

ログイン

【トップ画面】

【ログイン画面】

【空き状況検索画面】

【予約検索・一覧画面】

④変更・取消をしたい予約の受付
番号をクリック

※受付番号が「青色」でないと、
変更、取消はできません。
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2.予約変更・取消操作の流れ2.予約変更・取消操作の流れ お花茶屋会館・お別れ室の変更・取消操作の手順

⑤予約の変更か取消を選択

【予約内容表示画面】

【予約変更画面】

⑥取消の確認

⑥予約の変更

差出人：東京博善斎場予約システム <info@tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp>
件 名：予約変更受付けのお知らせ

こちらは、東京博善斎場施設予約システムです。
以下の予約変更を受け付けましたのでご確認ください。

◆受付番号：21000355
葬祭業者：フェロー葬祭 町屋支店 担当：鈴木 太郎

⑦変更結果の確認
（取消結果の確認）
確認メールの送信

【変更可能な項目】
・利用詳細（時間）
（納棺式、精進落とし利用の時）

・故人名（利用者名）（カナ名）
・故人名（利用者名）（漢字姓）
・故人名（利用者名）（漢字名）
・お問合せに対する対応

一度予約の取消しを行うと、同じ条件（例:ログイン
ID、斎場、火葬炉等級、火葬日時が同じ）での再予
約はできません。よろしいですか?



-23- 2022 東京博善株式会社

3.マイページ3.マイページ マイページ情報の参照（会社情報）

（１）マイページ情報の参照

ログインした状態で、トップ画面、空き照会画面、予約受付完了画面、予約一覧画面のいずれ
かにて ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

①【マイページ画面】 ※会社IDでのログイン

利用者情報表示処理を終了し、ログアウトしてトップ画面に戻ります。

利用者情報表示処理を終了し、ひとつ前の画面に戻ります。

会社のメールアドレス変更処理画面を表示します。

会社のパスワード変更処理画面を表示します。

会社のその他項目（電話番号、FAX番号、予約確認情報送付先、責任者名、住所）の変更処理画
面を表示します。

操作説明書（PDF）をダウンロードし、表示します。
※ダウンロードファイルを参照・印刷するには、PDFファイルを表示できるソフトウェアが必要です。

担当者を新規登録する画面を表示します。
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②【マイページ画面】 ※担当者IDでログイン

利用者情報表示処理を終了し、ログアウトしてトップ画面に戻ります。

利用者情報表示処理を終了し、ひとつ前の画面に戻ります。

ログインしている担当者のメールアドレス変更処理画面を表示します。

ログインしている担当者のパスワード変更処理画面を表示します。

ログインしている担当者のその他項目（電話番号、FAX番号、予約確認情報送付先、責任者名、住
所）の変更処理画面を表示します。

操作説明書（PDF）をダウンロードし、表示します。
※ダウンロードファイルを参照・印刷するには、PDFファイルを表示できるソフトウェアが必要です。

3.マイページ3.マイページ マイページ情報の参照（担当者情報）

ログインした状態で、トップ画面、空き照会画面、予約受付完了画面、予約一覧画面のいずれ
かにて ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。
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【担当者新規登録画面】

①

②
③
④

⑥

⑤

3.マイページ3.マイページ 担当者の登録（新規・更新・削除・停止）

（２）担当者の新規（更新・削除・停止）登録

マイページ画面より、担当者の ボタンを押してください。
※会社のIDでログインすることで、担当者を追加・変更・削除できます。

担当者ID
未使用の担当者のID（半角数字2桁 01~99）を入力して、ENTERキーを押してください。
※未登録IDなら、新規登録モードとなります。
※登録済IDなら、その担当者情報を表示し更新モードとなります。

ログインID 葬祭業者ID（MAX8桁）と担当者ID（2桁）の、担当者ログインID:MAX10桁を表示します。

利用停止

この担当者を利用停止状態にする場合、 ボタンを押します。

利用停止状態の場合 と表示されます。

利用停止を解除する場合は、 ボタンを押してください。

権限 葬祭業者担当者と表示します。

氏名 担当者氏名を入力してください。

パスワード 任意のログインパスワードを入力してください。（半角英数字混在6桁以上、大文字、小文字の混在可）

携帯電話番号 担当者の携帯電話番号を入力してください。（ハイフン有り、無し、いずれも入力可能）

メールアドレス 担当者のメールアドレスを入力してください。（新規予約、変更、取消のメール送付先）

登録ボタンをして、OKボタンを押してください。

削除ボタンを押して、OKボタンを押してください。

①

②
③
④

⑤

⑥

登録済みの担当者の情報を更新、削除、停止するの場合は、
その担当者の氏名をクリックしてください。

※全て必須項目となります
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3.マイページ3.マイページ メールアドレスの登録・変更

（３）メールアドレスの変更・登録

メールアドレス変更処理を終了し、ログアウトしてトップ画面に戻ります。

入力したメールアドレスを登録します。
クリックすると確認画面が表示されます。
登録する場合は、 ボタンをクリックしてください。

メールアドレス変更処理を終了し、マイページの利用者情報表示処理に戻ります。

現行メールアドレス
現在設定されているメールアドレスを表示します。
※操作説明会後にログインした状態では、現在のメールアドレスは未登録です。
メールアドレスの登録をお願いします。

新メールアドレス 新しいメールアドレスを入力してください。

OK

マイページ画面にて、 ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

【ご注意】※携帯電話のメールアドレスを登録する際の注意点

ご予約後に、 info@tokyohakuzen-saijoyoyaku.jpのメールアドレスより、予約受付完了のご案内メールをお送りいた
しますが、携帯電話会社のメールアドレスを受信メールに設定されている場合、キャリア側の迷惑メール対策の初期設定により
受信拒否設定がされている場合があります。お手数ですが、メールが届かない場合は、ご利用の携帯端末にて設定変更をお願
いします。以下は、受信許可メールアドレスを登録する際に参考となる、各携帯会社のホームページのURLです。ご参照ください。

NTTドコモ
受信リスト／拒否リスト設定

au
受信リスト設定

SoftBank
受信許可リスト設定

※GoogleやYahooのフリーのメールアドレスをご利用の場合、ごみ箱に自動的に振り分けされている場合がありますので御注意ください。
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3.マイページ3.マイページ パスワードの変更

（４）パスワードの変更

マイページ画面にて、 ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

パスワード変更処理を終了し、ログアウトしてトップ画面に戻ります。

変更されたパスワード（伏字）を登録します。
クリックすると確認画面が表示されます。
登録する場合は、 ボタンをクリックしてください。

パスワード変更処理を終了し、マイページの利用者情報表示処理に戻ります。

新パスワード
新しいパスワードを入力してください。
※パスワードは次のルールがあります。
・半角英数、6桁以上。（必ず、英字も数字も使用すること。）

新パスワード(確認) 確認のため、新パスワードに入力した値と同じ値をもう一度入力してください。

OK
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3.マイページ3.マイページ その他項目の変更

（５）その他項目の変更

その他情報の変更処理を終了し、ログアウトしてトップ画面に戻ります。

入力されているその他情報を登録します。
クリックすると確認画面が表示されます。
登録する場合は、 ボタンをクリックしてください。

その他情報の変更処理を終了し、マイページの利用者情報表示処理に戻ります。

電話番号（代表）
（必須登録）

会社の代表電話番号を入力してください。
※市外局番から必ず入力してください。
※ハイフン有り、ハイフン無し、いずれも登録可能です。

お客様案内用
電話番号

（未登録可）

お客様案内用の電話番号を入力してください。
※市外局番から必ず入力してください。
※ハイフン有り、ハイフン無し、いずれも登録可能です。
※代表電話番号と同じ登録でも構いません。

FAX番号
（必須登録）

FAX番号を入力してください。
※新規予約、予約の変更、取消などの送付先となります。

予約確認情報送付先
（必須選択）

予約確認の送付方法を選択してください。
・FAXのみ …FAXにて送信します。（初期値）
・メールのみ …メールにて送信します。
・メール&FAX…メールとFAXにて送信します。

責任者名
（未登録可） 責任者名を入力してください。

住所
（未登録可） 住所を入力してください。

OK

マイページ画面にて、 ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

その他情報を登録します。よろしいですか?
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3.マイページ3.マイページ 操作説明書のダウンロード

（６）操作説明書

PDFファイルをダウンロード（保存）します。

PDFファイルをご利用のプリンターに印刷出力します。

※操作説明書を閲覧するためには、お使いのPC環境にAcrobat Reader
もしくは、ブラウザ内にて表示が可能です。

【 Acrobat Reader DC】 無料ダウンロード
https://acrobat.adobe.com/jp/ja/acrobat/pdf-reader.html

マイページ画面にて、 ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

東京博善・斎場予約システムﾏｲﾍﾟｰｼﾞ|東京博善・斎場予約システム

注:必ずマイページに戻ってログアウト
してください。そのままブラウザを閉じると
次回ログイン時エラーとなる場合があります。
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4.FAXでの確認送信4.FAXでの確認送信 FAX送信のイメージ

マイページ画面の「予約確認情報送付先」で、FAX送信を設定されている場合、以下のようなFAX
が送信されます。

【例:新規予約受付のお知らせ】

※空欄です。
※空欄です。

※送信先のFAX番号です。（「81」を「0」に置き換えて確認ください。）

※GMT標準時間です。日本時間は+9時間となります。

※メールで送信する文章と同じ確認内容が編集されます。
※予約内容により、2ページのFAX送信となる場合があります。



-31- 2022 東京博善株式会社

5.各斎場のお問い合わせ先5.各斎場のお問い合わせ先

町屋斎場
〒116-0001
東京都荒川区町屋1-23-4
TEL(03)3892-0311 FAX(03)3892-2029

落合斎場
〒161-0034
東京都新宿区上落合3-34-12
TEL(03)3361-4042 FAX(03)3368-4058

代々幡斎場
〒151-0066
東京都渋谷区西原2-42-1
TEL(03)3466-1006 FAX(03)3466-1651

四ツ木斎場
〒125-0063
東京都葛飾区白鳥2-9-1
TEL(03)3601-0424 FAX(03)3604-3946

お花茶屋会館
〒125-0063
東京都葛飾区白鳥2-5-5
TEL(03)5629-0151 FAX(03)5629-0152

桐ヶ谷斎場
〒141-0031
東京都品川区西五反田5-32-20
TEL(03)3491-0213 FAX(03)3493-6990

堀ノ内斎場
〒166-0011
東京都杉並区梅里1-2-27
TEL(03)3311-2324 FAX(03)3311-5599


