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改訂履歴他

版数 revision 更新日 変更理由及び内容

1.0版 re01 2022/04/04 葬祭業者向けの操作説明書として、1.0版をリリース。

◆東京博善・斎場予約システムのご利用方法や、火葬・葬儀業務に関するお問い合わせ

※システムの利用方法につていのお問い合わせは、後日回答となる場合があります。
※斎場予約システムの操作に関するお問い合わせの際は、以下のご利用環境を合わせてご報告ください。

①ご利用環境-------------パソコン、タブレット、スマートフォン
②ご利用OS--------------Windows10、11、MacOS、iPhone、Android
③ご利用ブラウザーソフト----MS-Edge、Chrome、Safari、Firefox
④インターネット環境--------ひかり回線、ADSL回線、モバイル回線

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
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（１）システム機能の概要
No 画面名 処理機能 概要

１ トップ画面
各斎場の写真イメージ 各斎場の外観の写真をスライド表示。
お知らせ 東京博善からのお知らせ情報の表示。(公開情報）

2 ログイン画面
ログイン処理 ID,パスワードにて登録葬祭業者の認証。
パスワードリマインダー パスワードを忘れた方への再通知する画面に遷移。

３ 空き照会検索画面

お知らせ 葬祭業者様向けのお知らせ情報の表示。

空き状況表示の条件指定
火葬、式場と火葬、保棺室、お別れ室（お花茶屋）の予約種
別選択及び、年齢種別、火葬種別、火葬炉等級、斎場の選
択をすることで、その条件に合った空き照会画面に遷移。

マイページボタン 登録している自社の情報の管理画面に遷移。
予約一覧ボタン 予約一覧画面に遷移。

4 空き照会画面

斎場選択ボタン 指定条件で、選択した斎場での空き照会を表示。
火葬の空き照会 指定条件で、明日から14日先までの空き照会を表示。
式場と火葬の空き照会 指定条件で、明日から14日先までの空き照会を表示。
保棺室空き照会 指定条件で、本日分の空き照会を表示。
お別れ室空き照会
（お花茶屋会館のみ） 指定条件で、明日から14日先までの空き照会を表示。

5 新規予約画面
新規予約処理

空き照会で選択した予約枠に対して、故人のお名前等必要な
情報の入力で予約を行う処理。
予約申込操作後にその内容を確認表示。

確認メール送信 予約内容を、指定の方式（FAX/メール）で送信。

6 予約一覧画面
予約一覧表示処理

ログインしている葬祭業者が予約したリストを一覧表示。
・会社のIDでログイン…全担当者の予約分を一覧表示。
・担当者IDでログイン…その担当者の予約分を一覧表示。

予約検索処理 指定条件で予約を検索。

7 予約詳細画面

予約詳細表示処理 予約内容を表示。
予約取消処理 予約の取消を行います。（取消操作可能時間まで）
予約変更入力 故人の漢字氏名、休憩室、保棺室予約の内容を変更。
確認メール送信 予約変更内容を、指定の方式（FAX/メール）で送信。

8 マイページ

利用者情報表示 ログインしている葬祭業者の情報を表示。
担当者情報の登録 担当者のID/PSW等の情報を管理。
メールアドレス変更ボタン ログインしている葬祭業者のメールアドレスを変更。
パスワード変更ボタン ログインしている葬祭業者のパスワードを変更。
その他項目の変更ボタン ログインしている葬祭業者の電話、FAXなどの情報を変更。
操作説明書ボタン 操作説明書をダウンロード。

（２）予約の制限時間について

注）新規予約から12時間以内とは、予約申込のボタン操作をした時間からとなります。（ログイン時間ではありません。）

1.斎場予約システムの概要

-4-

利用条件と制限時間 備考

予約可能先日数 ・明日から、14日先まで予約・空き照会が可能 15日先の予約は、0時から開放。

予約受付締切時間
・通夜からの利用=火葬日前々日12時00分まで予約が可能
・告別からの利用=火葬日前々日12時00分まで予約が可能
・火葬からの利用=火葬日の前日12時00分まで予約が可能

予約変更・取消の締切り時間
・新規予約から12時間以内もしくは、予約受付の締切り時間まで
※予約受付締切時間が先に到来する場合は、その時間が締切りとなり

ます。

締切時間を経過すると、葬祭業者様
からの変更、取消操作はできませんの
で、ご利用斎場に直接ご連絡ください。

アラートメール時間
（予約の再確認）

・式場+火葬の予約の場合、締切り2時間前に送信
※予約後12時間以内か、予約受付締切り時間のいずれかの2時間前

予約に変更が無いか注意喚起のため
のメールを送信します。変更・取消と
なる場合は、速やかに更新をお願いし
ます。
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（３）新規予約から予約の変更（取消）の流れ

1.斎場予約システムの概要

斎場予約システム

①斎場予約システム
に接続

②予約データ受付
（予約枠の確保）

③新規予約確認
（FAX/メール送信)

葬祭業者

※「式場と火葬」の予約の場合、予
約の締切り時間の2時間前に再確
認メールを送信します。
変更・取消がある場合は、速やかに
操作してください。

1. ID番号、パスワードでログイン
2. 空き照会の予約条件を指定して空き状況を表示。
3. 指定の空き状況表から、予約したい枠を選択。
4. 新規予約に必要な情報を入力し予約申込。

※マイページの予約確認情報送付先の設定に従い送信します。
（FAX、メール、FAX&メール）

④斎場予約システム
に接続

⑥変更内容確認
（FAX/メール送信)

⑤予約変更詳細情報
（変更登録）1. ID番号、パスワードでログイン

2. 予約一覧より、変更する予約を選択
3. 予約詳細表示画面から[詳細受付]ボタンを押下し、変更する項目の

情報入力

※マイページの予約確認情報送付先の設定に従い送信します。
（FAX、メール、FAX&メール）

※新規予約から12時間以内もし
くは、予約受付の締切り時間まで
に変更が可能です。

④斎場予約システム
に接続

⑥取消内容確認
（FAX/メール送信)

⑤予約変更詳細情報
（取消）1. ID番号、パスワードでログイン

2. 予約一覧より、取消する予約を選択
3. 予約詳細表示画面から[取消]ボタンを押下し、変更する項目の

確認をして取消操作。

※マイページの予約確認情報送付先の設定に従い送信します。
（FAX、メール、FAX&メール）

※新規予約から12時間以内もし
くは、予約受付の締切り時間まで
に変更が可能です。

※「式場+火葬」予約の再確認の送付

【予約の取消】

【予約の変更】

【式場+火葬予約の再確認】

【新規予約】

※締切時間を経過すると、葬祭業者様からの変更、取消操作はできませんので、ご利用斎場に直接ご連絡ください

-----------------------------------------------------------------------------------------
差出人：東京博善斎場予約システム
件 名：予約の再確認
-----------------------------------------------------------------------------------------
こちらは、東京博善斎場予約システムです。
予約の変更・取消操作締切りの2時間前となりましたので、再確認のため送信します。
制限時間：令和4年3月7日 15時05分

変更・取消がある場合は、制限時間までに操作してください。
変更・取消が無い場合は、操作は不要です。

◆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

（※以下、予約内容）
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（４）不正予約対策としての予約の制限

1.斎場予約システムの概要

東京博善・斎場予約システムは、以下の条件で不正予約対策機能を運用しています。ご利用時
には十分ご注意ください。

①故人名（姓）情報の重複チェック
同じ故人名の情報で、複数の火葬予約を取ることが無いように、以下の条件で重複予約と

判断された場合は、新規予約のお申し込みができません。

・明日より未来の予約
・同じ斎場
・同じID（同じ担当者）
・同じ故人名（カナ姓）

※上記の条件が一致する、同姓の方の予約を取りたい場合は、斎場に直接お申込みいただく
か、予約者のIDを変えてお申し込みをしてください。

②取消についての制限

・取消の操作は、新規予約から12時間以内もしくは、予約受付の締切り時間までとなります。

・取消枠の再予約制限
架空の情報で予約し、故人の情報が確定した状態で「取消」操作を行い、同じ枠を即座に再

予約するような不正利用を制限するために、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。
別の斎場や別の火葬等級、別の日時での新規お申込みは受付可能です。

例：6/1 町屋斎場の最上等の10時30分の火葬枠を予約し取消。
↓
6/1 町屋斎場の最上等の10時30分の火葬枠が空いていても予約登録不可。
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（５）外字の扱いについて

1.斎場予約システムの概要

本システムでは、予約時の故人名（漢字）の入力において、外字での入力はできません。
（葬祭業者様で外字の辞書をご使用していても、本予約システムではご利用できません。）

斎場における式場前表示等に外字のご利用をご希望の場合は、従来通りの方法で外字利用の
申請をご利用斎場に個別に行ってください。
また、予約システムへの故人名入力は、常用漢字での入力をお願いします。

（６）仮予約の制限時間について
本システムでは、空き照会画面で希望の空き枠を選択した時点で、他の利用者と競合しない様
に仮予約としてその空き枠を５分間確保した状態で、新規予約の入力画面に遷移します。

新規予約画面での入力項目は、５分以内で操作・入力できる内容となっていますが、５分間を
経過した状態で「予約申込」ボタンを操作した場合は、仮予約は解除され改めて空き照会からの再
選択となりますのでご注意ください。

空き照会画面
希望の日時の空き枠を選択

新規予約画面
必須情報の入力

予約申込ボタン
操作

※５分間、その選択枠を確保

仮予約→新規予約完了

５分経過？
N

Y

この予約は、仮予約から5分を経過しましたので仮予約が解
除されました。
改めて空き照会画面より選択し直してください。

OK

仮予約解除→新規予約不可
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東京博善・斎場予約システムを利用するパソコン環境の条件は、下記のとおりです。
（１）動作環境（推奨）

※Windows、Internet Explorer、Office は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Adobe Reader はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

※タブレット及びスマートフォン（ipad、iPhone、Android端末等）は、端末画面サイズに最適化されて表示されます。
※ご利用のスマホ・タブレットの文字の大きさ設定などで、文字がずれて表示される場合も有りますのでご了承ください。
※携帯電話（ガラケー）は使用できません。

（２）留意事項
①セキュリティ上の脆弱性を防止するため、ご利用のパソコン環境は、最新のセキュリティパッチの適
用、ウィルス対策ソフトの導入を必ず実施するようお願いします。

②Adobe Reader のバージョンが古い場合、操作説明書を閲覧できない場合がありますので
最新版にアップデートするようお願いします。
https://acrobat.adobe.com/jp/ja/acrobat/pdf-reader.html

③インターネットに接続できる環境でご利用ください。本システムは、「Microsoft Edge」のブラウ
ザ、Googleの「Chromeブラウザ」環境でのご利用を推奨しています。

④当サイトは、SSLサーバ証明書の方式が「SHA-2」方式となります。
ご利用の環境が上記の動作環境でない場合は、システムがご利用いただけませんのでご注意
ください。（SSL非対応携帯電話等、いわゆるガラケーは利用できません。）

⑤お客様のパソコンのブラウザ設定によっては、動作や表示が正常に行われない場合があります。
次の項目については、「Microsoft Edge」の「インターネットオプション」にて事前に設定してご
覧になることをお勧めします。

・JavaScript 「許可」を選択してください。
・Cookie データの保存と読み取りをサイトに許可する 「許可」を選択してください。
・ポップアップとリダイレクトは、「オフ」又は「許可するWEＢサイトのアドレス追加」をしてください。
※上記の設定方法については、ご使用のブラウザの設定方法をご確認ください。

⑥パスワードは、定期的に変更しご利用いただくことを推奨します。

Windows Mac ブラウザ その他
Windows8.1 Mac OS X V10.13.6以降 Microsoft Edge Adobe Acrobat Reader Ver.10以上
Windows10 Chrome
Windows11 Firefox
注）上記いずれかのOSをご利用ください。 Safari

Internet Explorer Ver11 ※2022年6月中まで利用可能
注）上記いずれかのブラウザをご利用ください。

OS ソフトウェア

画面解像度
XGA 1024×768ピクセル　以上

2.インターネット利用環境の注意事項

※IE Ver11は、MSサポート終了に伴い対象外となります。

https://acrobat.adobe.com/jp/ja/acrobat/pdf-reader.html

Sheet1
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																																				画面解像度 ガメン カイゾウド						注）上記いずれかのブラウザをご利用ください。
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（３）セキュリティ管理
本システムでは、以下のセキュリティ対策を行っています。

①認証管理
葬祭業者ID、パスワードの完全一致による認証管理となります。
※二重ログインの制限はありません。
（同じIDで別の端末から同時にログインすることが可能。）

②強制ログアウト
本システムにログインし、20分以上何も操作が行われなかった場合は、強制ログアウトになります。
強制ログアウトされた状態で画面操作をした場合は、無条件でトップ画面に戻ります。
もしくは、下記メッセージが表示され、OKボタンを押下することでトップ画面に戻りますので再度ログインの上、ご利用
ください。

③ブラウザにおける操作の注意
・本システムは、画面の専用ボタンで画面遷移してください。
画面間でのデータ認証や整合性を保つためブラウザ標準ボタン機能を利用した画面遷移は原則禁止とし、
動作保証ができません。「戻る、進む」ボタンを使用された場合「画面遷移エラー」となりシステムが中断する場合
もありますので、その場合は再度ログインの上ご利用ください。

※ブラウザ標準ボタンの例→

・ログイン後の画面のURLを直接入力した画面操作ではご利用できません。

④信頼済みサイトとしての登録
インターネットのプロパティ設定にて「信頼済みサイト登録」を行ってください。
※設定方法については、ご使用のブラウザの設定方法をご確認ください。

（１）表示しているMicrosoft Edge画面をすべて閉じる。
（２）デスクトップの左下の「スタート」アイコン（Windowsロゴ）をクリックする。
（３）Windowsシステムツール＞コントロールパネルをクリックする。
（４）「ネットワークと共有センター」をクリックする。
（５）「インターネットオプション」をクリックし、［セキュリティ］タブを選択し、信頼済み

サイトに以下を登録する。

2.インターネット利用環境の注意事項

◆Microsoft Edgeをご利用の場合、 次のような手順で信頼済みサイトへのURL登録を行います。

（戻る） （進む）

信頼済みサイトとして、URLを入力

https://tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp
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Microsoft Edgeでは、ご利用時に複数回のアラートダイアログ表示がされた場合、以下のような
チェック項目の画面が表示されますので操作についてご注意ください。

Microsoft Edge では、このセキュリティ機能は無効化できま
せん。

【Edgeの場合：アラートダイアログ画面例】

注意：チェックしないでください。

■チェックボックスが表示される条件
同一サイト上で複数回のメッセージが表示された場合、2回目以降に表示されます。

■チェックを入れてしまった場合の解除方法
万が一、「このページにこれ以上メッセージの作成を許可しない」にチェックを入れてメッセージを閉じてしまった

場合には、ブラウザを再起動する必要があります。

（４）マイクロソフトのEDGEブラウザをご利用している場合の注意事項

2.インターネット利用環境の注意事項
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3.新規予約操作の流れ 新規予約操作の流れ（火葬・式場）

ログイン

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

予約の確認
受付番号発行

（１）新規予約の操作（火葬の予約、式場と火葬の予約）

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。

P14~P15

P17~P19

P32~P37

P22~P27

P43

P44

※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。
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3.新規予約操作の流れ 新規予約操作の流れ（保棺室）

（２）新規予約の操作（保棺室の予約）

ログイン

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。

P14~P15

P20

P38

P28

P43

P44

※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。
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3.新規予約操作の流れ 新規予約操作の流れ（お花茶屋会館・お別れ室）

（３）新規予約の操作（お花茶屋会館・お別れ室）

ログイン

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。

P14~P15

P21

P40~P42

P29~P31

P43

P44

※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。
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（１）公開トップ画面（ログイン前）

アクセスURL: https://tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp/hk01_toppage.html

ご利用のWebブラウザより予約トップ画面へアクセスしてください。
アクセス直後は未ログイン状態のため、以下のように表示されます。

4.公開トップ画面（ログイン前）

※斎場の写真画像は、スライド表示となります。

公開メッセージ表示エリア

ログイン画面へ遷移

葬祭業者登録申請についての説明ページリンク
（東京博善のHPに移動します。）

スマホ/タブレットから
アクセスする場合は、
こちらを読み取ってください。

メッセージ表示エリア
未ログイン時のメッセージを表示します。

ログインボタン
ログインボタンを選択してください。

公開トップ画面（ログイン前）

【公開トップ画面】

（２）画面内容と操作手順説明

050-XXXX-XXXX



トップ画面より ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

5.ログイン画面

2022 東京博善株式会社

ログインID ログインIDを入力してください。（半角数字10桁以内）

パスワード パスワードを入力してください。・・・ パスワードは、マイページから随時変更可能です。
（半角英数混在6桁以上、大文字・小文字登録可能）

ID、パスワードの入力後に選択してください。
ログインID・パスワードをチェックし、OKであればログイン状態となります。
※ダブルクリックは、しないでください。
※ログイン後、20分経過しても処理を継続しなかった場合は、強制的にログアウトとなります。

現在入力されているログインID、パスワードをクリアします。

パスワードリマインダー画面に遷移します。
（パスワード忘れの場合の通知機能）

東京博善の斎場案内のホームページにリンクします。

ログイン

クリア

（１）ログイン画面
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ログイン操作

ダブルクリック
しないでください。

【ログイン画面】

（２）画面内容と操作手順説明
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ログインID
ログインIDを入力してください。（半角数字10桁以内）

登録メールアドレス
登録FAX番号

登録済みのメールアドレス又は、FAX番号を選択してください。
続けて、登録しているメールアドレスかFAX番号を入力してください。

・メールアドレスを選択した場合…入力されたログインIDとメールアドレスが完全に一致した場合のみ、
そのメールアドレスにパスワードを通知します。

・FAXを選択した場合 …入力されたログインIDとFAX番号が完全に一致した場合のみ、
そのFAX番号にパスワードを通知します。
（ハイフン等も完全一致の対象となります。）

※登録していない、ID,メールアドレス、FAX番号を入力した場合は、パスワード通知は届きません。

クリックすると、登録されているメールアドレス宛にパスワード通知メールを送信します。

（３）パスワードリマインダー画面
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ログイン画面で ボタンをクリックすると、以下の画面に切り替わります。

件名：パスワードのお知らせ

フェロー葬祭様
お問合せのパスワードをお知らせいたします。
パスワードはお客様ご自身で責任を持って管理くださいますようお願い致します。

----------------------------------------------------------
パスワード：〇〇〇〇〇〇〇
----------------------------------------------------------

■このメールに心当たりの無い場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

東京博善株式会社
XX-XXXX-XXXX

完全一致の時
に送信されます。

パスワードを忘れた時5.ログイン画面

【通知文章例】



-17- 2022 東京博善株式会社

6.空き照会検索画面（ログイン後のTOP画面）

（１）空き照会検索（火葬の予約、式場と火葬の予約）

空き照会検索の条件指定（火葬・式場）

ログイン後に、空き状況表示の条件指定画面が表示されます。

【空き状況表示の指定画面】
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6.空き照会検索画面（ログイン後のTOP画面） 空き照会検索の条件指定（火葬・式場）

大人 故人の方が満7歳以上であれば、大人を選択してください。（初期値：大人）

小人 故人の方が満6歳以下であれば、小人を選択してください。
※胎児の場合も小人を選択してください。

※「式場と火葬」を選択の場合は、「小人」の選択はできません。「小人」で式場利用の場合、利用斎場に直接お申込みください。
※「お花茶屋会館・お別れ室の予約」を選択した場合は、「年齢種別」の選択はありません。

火葬の予約 火葬の予約の場合に選択してください。（初期値：火葬の予約）

式場と火葬の予約 式場と火葬の予約の場合に選択してください。

保棺室の予約 保棺室の単独予約の場合に選択してください。
（火葬日未定でも予約が可能です。）

お花茶屋会館
お別れ室の予約

お花茶屋会館のお別れ室を予約する場合に選択してください。

※式場のみ（骨葬）の予約は、ご希望の斎場に直接お申込みください。
※休憩室のみの予約は、ご希望の斎場に直接お申込みください。

通常火葬 通常火葬の場合に選択してください。（初期値：通常火葬）

区民葬 区民葬（特別区（23区）共通の葬儀制度）の場合に選択してください。
※ログインした葬祭業者様が、区民葬取扱業者であれば選択可能です。

減額 葬祭扶助の減額適用の葬儀の場合に選択してください。
※葬祭扶助、減額の証明書が必要です。

公費 行旅死亡人の場合に選択してください。
※行旅死亡人である証明書、公費火葬依頼書が必要です。

部分体 部分体（身体の一部等）の場合に選択してください。

古骨 古骨（改葬遺骨）の場合に選択してください。

※献体の場合は、ご希望の斎場に直接お申込みください。
※「火葬の予約」で「小人」を選択の場合は、「減額」「公費」「部分体」「古骨」の選択はできません。「小人」の「減額」「公費」を
ご希望の場合は、利用斎場に直接お申し込みください。

※「式場と火葬の予約」を選択の場合は、「減額」「公費」「部分体」「古骨」の選択はできません。「減額」「公費」で式場利用をご希
望の場合は、利用斎場に直接お申し込みください。

※「保棺室の予約」の場合は、「部分体」「古骨」の選択はできません。

（２）空き照会条件の説明と操作手順（火葬の予約、式場と火葬の予約）
■予約種別選択
予約種別を選択してください。

■年齢種別選択
年齢種別を選択してください。

■火葬種別選択
火葬種別を選択してください。
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斎場選択 利用斎場を選択してください。（初期値：葬祭業者様のメイン取引斎場）

※「火葬の予約」の場合は、「お花茶屋会館」の選択はできません。
※「保棺室の予約」の場合は、「四ツ木斎場」の選択はできません。
※「お別れ室・お花茶屋会館」の場合は、「お花茶屋会館」のみの選択となります。
※「小人」で「小型炉」の選択の場合は、「四ツ木斎場」のみの選択となります。
※「特別殯館」を選択の場合は、「町屋、落合、代々幡、桐ケ谷斎場」の選択となります。
※「火葬の予約」で「貴殯館」を選択の場合は、「四ツ木斎場」のみの選択となります。
※「式場と火葬の予約」で「貴殯館」を選択の場合は、「四ツ木斎場」と「お花茶屋会館」の選択となります。

貴殯館 四ツ木斎場の火葬炉等級「貴殯館」を予約の場合に選択してください。

特別殯館 町屋、落合、代々幡、桐ケ谷斎場の火葬炉等級「特別殯館」を予約の場合に選択してください。

特別室 町屋、落合、代々幡、四ツ木、桐ケ谷、堀ノ内斎場の火葬炉等級「特別室」を予約の場合に選択してく
ださい。

最上等 お花茶屋会館以外の火葬炉等級「最上等」を予約する場合に選択してください。（初期値:最上等）

小型炉 四ツ木斎場の小型炉で小人火葬を予約する場合に選択してください。

※年齢種別「大人」を選択している場合は、「小型炉」の選択はできません。

6.空き照会検索画面（ログイン後のTOP画面） 空き照会検索の条件指定（火葬・式場）

指定条件での空き照会画面を表示します。
【空き照会表示例】

■火葬炉等級選択
火葬炉等級を選択してください。

■斎場選択
利用斎場を選択してください。

空き状況表示ボタンを選択してください。
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（３）空き照会条件の説明と操作手順（保棺室）

6.空き照会検索画面（ログイン後のTOP画面） 空き照会検索の条件指定（保棺室）

空き状況表示ボタンを選択してください。

■予約種別選択
保棺室の予約を選択してください。

■年齢種別の選択
年齢種別を選択してください。

■火葬種別の選択
火葬種別を選択してくださいです。

■斎場選択
利用斎場を選択してくださいです。

指定条件での空き照会画面を表示します。

【保棺室・空き照会表示例】

（各選択ボタンの説明は、P18~P19を参照）
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（４）空き照会条件の説明と操作手順（お花茶屋会館のお別れ室）

6.空き照会検索画面（ログイン後のTOP画面） 空き照会検索の条件指定（お別れ室）

お別れ式
（友引利用不可）

火葬前のお別れ式としてご利用の場合に選択してください。（初期値：お別れ式）
（お別れ室1,2が対象で、1時間利用の予約となります。）
※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。
※10:00~11:00、11:00~12:00は、お別れ式での利用はできません。

法要（食事有）
（友引利用可）

お別れ室1で法要を行った後に、お別れ室2でお食事利用をする場合に選択してください。
（法要はお別れ室1、お食事はお別れ室2の利用で、2時間利用の予約となります。）

法要（食事無）
（友引利用可）

お食事の無い法要利用をする場合に選択してください。
（お別れ室1、2が対象で、1時間利用の予約となります。）

納棺式
（友引利用可）

納棺式としてご利用の場合に選択してください。
（お別れ室1、2が対象で、1時間もしくは2時間利用の予約となります。）

精進落とし
（友引利用不可）

通夜、葬儀後の精進落としとご利用の場合に選択してください。
（お別れ室2のみが対象で、1時間もしくは2時間利用の予約となります。）

【お花茶屋会館/お別れ室の利用目的】

指定条件での空き照会画面を表示します。
【お別れ室（お別れ式）空き照会表示例】

空き状況表示ボタンを選択してください。

■予約種別選択
お花茶屋会館・お別れ室の予約を選択してください。

■利用目的選択
お別れ室の利用方法を選択してください。

■斎場選択
お花茶屋会館のみが選択可能です。
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7.空き照会画面

（１）空き照会表示例（火葬の予約）
【火葬の予約 空き照会表示例】

ログイン名表示エリア
ログインした葬祭業者の名称が表示されます。

（担当者IDでログインの場合は、担当者名も表示）

マイページボタン
ログイン者の登録情報表示・パスワード変更・メールアドレス変更、その他の項目
変更が可能なマイページ画面を表示します。

予約一覧ボタン
ログインしている葬祭業者（もしくは担当者）が予約したデータの一覧画面を表示
します。（会社IDでログインの場合は、全担当者の予約情報を表示します。）

戻るボタン
空き照会条件の指定画面に戻ります。

ログアウトボタン
ログアウト状態となります。

斎場選択ボタン
空き条件指定で選択した斎場が選択した状態です。
他の斎場を選択したら、同じ予約条件でその斎場の空き状況を表示します。

次の週ボタン
次の週（14日先まで）の空き照会を表示します。

前の週ボタン
今週に戻ります。（過去日は参照できません。）

（２）表示内容・各操作ボタンの説明

空き照会・操作ボタンの説明
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7.空き照会画面 火葬予約の空き照会・操作手順

【火葬の予約＞大人＞通常火葬＞最上等＞町屋斎場 空き照会例】

空き照会条件 選択された空き照会の条件を表示します。
条件変更の場合は、 ボタンを選択して改めて条件指定を行ってください。

日付（火葬日）
明日より、7日間の日付を表示します。（注：15日先は0時に開放されます。）

ボタンで翌週以降の表示をします。14日先までの予約が可能です。

友引・休場表示

六曜が友引の場合、「友引」と表示します。
・友引で休場の場合は、「友引休場」と表示され、空き枠は「－」が表示されます。
・友引で開場の場合は、「友引」と表示され、空き枠が「数字」で表示されます。
・年始の1月1日から3日は、「休場日」で空き枠は「－」と表示します。

火葬時間 指定斎場の火葬炉等級で設定されている火葬時間を表示します。
（※表示時間は、着棺時間となります。）

空き状況表示エリア

各日付の各火葬時間ごとの予約空き状況を以下のように表示します。
「数字」…表示された数字分、予約可能な空き枠が残っています。
希望の空き枠「数字」をクリックして選択してください。その火葬日時で予約処理を開始します。
※希望の火葬日時をクリックで選択することで予約入力画面に遷移し、選択した予約枠が5分
間仮予約の状態で確保されます。

「×」…空き枠がありません。（予約受付締切時間オーバーも同様です。）
「－」…予約不可と設定されているため予約はできません。

※最上等の11時、12時火葬は、式場利用の火葬枠が除外して表示されています。
※式場利用の締切り時間を過ぎた時に、式場の予約が無ければ、火葬枠として開放されます。

空き状況表示エリア

予約希望日時の数字をクリックすると、仮予約状
態で予約情報入力画面に遷移します。
【仮予約】
指定斎場の指定火葬等級で、指定日を仮予約

（３）火葬予約 空き照会の説明と操作手順
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（４）火葬予約 各条件での空き照会表示例

7.空き照会画面 火葬予約・各条件での空き照会表示例

①特別殯館の空き照会例

②特別室の空き照会例

※特別殯館の利用は、通常火葬のみとなります。

※特別室の利用は、通常火葬のみとなります。

③貴殯館（四ツ木斎場）の空き照会例
※貴殯館の利用は、通常火葬のみとなります。

貴殯館（午前枠1件）が予約されている場合

貴殯館（午後枠）12時30火葬を選択

式場利用で特別殯館の火葬予約があれば、
残り枠の、9時、10時、11時、12時台は、
00分火葬も受付可能となります。

式場利用で特別室の火葬予約があれば、
残り枠の、9時、10時、11時、12時台は、
00分火葬も受付可能となります。
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7.空き照会画面 火葬予約・各条件での空き照会表示例

④小型炉の空き照会例
※小型炉の利用は、小人（通常火葬/区民葬）のみとなります。

四ツ木斎場の小型炉、10時30分を予約した場合、
前後の9時30分、11時30分の小型炉は0件となります。

⑤最上等での減額・公費の空き照会例
※減額・公費は、最上等のみ利用可能となります。

火葬種別の減額/公費は、9時、15時での各斎場での
制限数となります。

⑥最上等での部分体、古骨の空き照会例
※部分体・古骨は、最上等のみ利用可能となります。

火葬種別の部分体/古骨は、9時台のみで、小人の
火葬と合わせた各斎場の制限数となります。



（５）式場と火葬の予約 空き照会の説明と操作手順
【式場と火葬の予約＞大人＞通常火葬＞最上等＞町屋斎場 空き照会表示例】

7.空き照会画面 式場と火葬予約の空き照会・操作手順

空き照会条件 選択された空き照会の条件を表示します。
条件変更の場合は、 ボタンを選択して改めて条件指定を行ってください。

日付（告別・火葬日）
明日より、7日間の日付を表示します。（注：15日先は0時に開放されます。）

ボタンで翌週以降の表示をします。14日先までの予約が可能です。

友引・休場表示

六曜が友引の場合、「友引」と表示します。
・友引で休場の場合は、「友引休場」と表示され、空き枠は「－」が表示されます。
・友引で開場の場合は、「友引」と表示され、空き枠が「○」で表示されます。
・年始の1月1日から3日は、「休場日」で空き枠は「－」と表示します。

火葬炉等級/火葬時間 指定斎場の指定火葬炉等級で、火葬時間11時、12時で利用できる式場ごとの空き状況を表示し
ます。（※10時火葬をご希望の場合は、利用斎場にお問合せください。）

空き状況表示エリア

各日付の式場ごとの予約空き状況を以下のように表示します。
「○」…予約可能です。
希望式場の「○」をクリックして選択してください。その日時で式場と火葬の予約処理を開始します。
※希望の火葬日時をクリックで選択することで予約入力画面に遷移し、選択した予約枠が5分間
仮予約の状態で確保されます。

「×」…空き枠がありません。（予約受付締切時間オーバーも同様です。）
「－｣…予約不可と設定されているため予約はできません。

予約希望日の式場「○」をクリックすると、仮予約
状態で予約情報入力画面に遷移します。
【仮予約】
・式場（指定日の告別と前日の通夜）
・火葬（指定日の11時）

空き状況表示エリア
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式場利用のため、最上等の11時、12時の火葬予約枠は
確保された状態となります。
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（６）式場と火葬の予約 各条件での空き照会表示例

7.空き照会画面 式場と火葬予約・各条件での空き照会表示例

①特別殯館の空き照会例
※特別殯館の利用は、通常火葬のみとなります。

②貴殯館（四ツ木斎場）の空き照会例
※貴殯館の利用は、通常火葬のみとなります。

全館貸しの場合は、予約選択できません。
斎場に直接お申込みください。

式場と特別殯館の11時、12時の火葬予約が空いていれば、
火葬炉等級特別殯館での式場予約が可能です。

式場と貴殯館の午前（11時）・午後（12時）の火葬予
約が空いていれば、火葬炉等級貴殯館での式場予約が可
能です。



空き照会条件 選択された空き照会の条件を表示します。
条件変更の場合は、 ボタンを選択して改めて条件指定を行ってください。

日付 本日より、3日間の日付を表示します。（注：予約は当日分のみ受付となります。）

預入可能時間

■7時から預入可能
本日の7時より23時30分までの間で預け入れが可能な空き枠数となります。

■15時から預入可能
本日の15時より23時30分までの間で預け入れが可能な空き枠数となります。

※明日、明後日の数字は、本日時点での空き数の目安です。予約はできません。

空き状況表示エリア

ご希望の預入時間で、空き枠の「数字」をクリックして選択してください。

※保棺室の予約受付は、当日の6時からとなります。
※希望日の預入時間枠をクリックで選択することで予約入力画面に遷移し、選択した予約枠が
5分間仮予約の状態で確保されます。

「×」…空き枠がありません。（予約受付締切時間オーバーも同様です。）
「－｣…予約不可と設定されているため予約はできません。
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7.空き照会画面 保棺室の空き照会・操作手順

（７）保棺室の予約 空き照会の説明と操作手順
【保棺室の予約＞大人＞通常火葬＞町屋斎場 空き照会表示例】

7時から預入可能の空き枠をクリックすると、仮予
約状態で予約情報入力画面に遷移します。
【仮予約】
・指定斎場の保棺室1室
※冷蔵、一般の種別の指定はできません。

空き状況表示エリア ※空き枠数は、本日より150日先まで空いている
保棺室の数を表示します。



空き照会条件 選択された空き照会の条件を表示します。
条件変更の場合は、 ボタンを選択して改めて条件指定を行ってください。

日付
明日より、7日間の日付を表示します。（注：15日先は0時に開放されます。）

ボタンで翌週以降の表示をします。14日先までの予約が可能です。

友引・休場表示

六曜が友引の場合、「友引」と表示します。
・友引で休場の場合は、「友引休場」と表示され、空き枠は「－」が表示されます。
・友引で開場の場合は、「友引」と表示され、空き枠が「○」で表示されます。
・年始の1月1日から3日は、「休場日」で空き枠は「－」と表示します。

利用時間 指定した利用目的の利用可能時間帯ごとの空き状況を表示します。
（※空き照会は、基本利用時間1時間で表示しています。）

空き状況表示エリア

各日付の部屋ごとの利用可否状況を以下のように表示します。
「○」…予約可能です。
「○」をクリックして選択してください。その日時でお別れ室の予約処理を開始します。
※希望の利用日時をクリックで選択することで予約入力画面に遷移し、選択した予約枠が5分
間仮予約の状態で確保されます。

「×」…空き枠がありません。（予約受付締切時間オーバーも同様です。）
「－｣…予約不可と設定されているため予約はできません。

※お別れ式でのご利用は、10時~12時の間は利用できません。
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7.空き照会画面 お別れ室の空き照会・操作手順

（８）お別れ室の予約 空き照会の説明と操作手順
【お別れ室の予約＞お別れ式＞お花茶屋会館 空き照会表示例】

空き状況表示エリア

「○」の空き枠をクリックすると、仮予約状態で
予約情報入力画面に遷移します。
【仮予約】
・お花茶屋会館の指定時間のお別れ室
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（９）お別れ室の予約 各条件での空き照会表示例

7.空き照会画面 お別れ室予約・各条件での空き照会表示例

②法要（食事有）の空き照会例

※お別れ室1で法要（1時間利用）を行い、お別れ室2でお食事利用（1時間利用）
で、合計2時間のご利用となります。

③法要（食事無）の空き照会例

2時間利用

※法要（食事無）は、お別れ室1又は2で、1時間利用となります。

①お別れ式の空き照会例

※四ツ木斎場での火葬をご利用の場合、火葬時間の1時間前をご利用ください。
（四ツ木斎場の火葬は別にご予約ください。）
※お別れ式でのご利用は、1時間となります。

1時間利用

友引日の利用は不可です。

友引日の利用が可能です。

1時間利用

友引日の利用が可能です。



④納棺式の空き照会例

1時間利用
の空き照会

詳細入力で
2時間利用
に変更可能

※納棺式の利用は、1時間もしくは2時間の利用となります。
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7.空き照会画面 お別れ室予約・各条件での空き照会表示例

⑤精進落としの空き照会例

※精進落としでのご利用は、お別れ室2（食事可）で1時間もしくは2時間のご利用となります。

友引日の利用が可能です。

1時間利用
の空き照会

詳細入力で
2時間利用
に変更可能

友引日の利用が不可です。



ログイン名表示エリア
ログインした葬祭業者の名称が表示されます。

（担当者IDでログインの場合は、担当者名も表示）

戻るボタン
直前の画面に戻ります。（空き照会画面）

ログアウトボタン
ログアウト状態となります。
※入力中の項目は破棄されてログアウトとなります。入力中の情報を登録する場合
は、予約申込操作をしてログアウト操作としてください。

選択された予約の条件を表示します。

入力内容を登録します。
※仮予約から、正規の予約状態となります。
※新規予約開始から５分以内での操作をしてください。
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8.新規予約受付

（１）新規予約画面例（火葬の予約）
【火葬の予約 新規予約受付画面例】

（２）表示内容・各操作ボタンの説明

空き照会画面で希望の日時枠を選択した時点で、5分間仮予約された状態です。
新規予約画面で、必要事項を入力の上、予約申込ボタンを操作してください。

新規予約画面・操作ボタンの説明
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8.新規予約受付 火葬予約 新規予約・操作手順

【火葬の予約＞大人＞通常火葬＞最上等＞町屋斎場 新規予約画面例】

（３）火葬予約 新規予約の操作手順

・5分以内に必要項目を入力し、 ボタンを押してくだい。
・5分経過した場合は仮予約状態は解除され、改めて空き照会からの選択となります。

斎場
選択された斎場名を表示します。
※斎場を変更する場合は、空き照会画面に戻って操作をしてください。
同じ利用条件で他の斎場の空き照会が表示されます。

予約種別
選択された予約種別が表示されます。
※予約種別を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

年齢種別
選択された年齢種別が表示されます。
※年齢種別を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

火葬種別
選択された火葬種別が表示されます。
※火葬種別を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

火葬炉等級
選択された火葬炉等級が表示されます。
※町屋斎場の特別殯館を選択の場合は、棺サイズの登録が必要です。
※火葬炉等級を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

棺サイズ
（町屋斎場のみ）
（必須選択）

棺サイズを選択してください。（※町屋斎場の特別殯館を利用の場合）
※町屋斎場の特別殯館でご利用できる棺サイズは、長さ 240㎝ 高さ 70㎝ 幅 75㎝ 以内となります。
※一度登録した棺サイズは変更不可です。

火葬日時
選択された火葬日時が表示されます。
※火葬日時を変更する場合は、空き照会画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。



故人名（カナ）
（必須入力）

姓

故人の方の姓を、カタカナかひらがなで入力してください。
※小人（胎児）の場合は、母親氏名を入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※架空の故人名での仮押さえを防ぐため、カナ姓は変更できません。必ず正しく入力して
ください。後で、カナ姓が全く違うことが判明した場合は、不正予約と判断しその予約は取
消となりますのでご注意ください。また、取り消した火葬等級のその火葬日時枠は、同じ
IDでは再予約できません。

名

故人の方の名を、カタカナかひらがなで入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

故人名（漢字）
（必須入力）

姓
故人の方の姓を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

名
故人の方の名を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

お問合せに
対する対応

（必須選択）

ご葬儀に関する外部からのお問い合わせに弊社がお答えして良いか否か選択してください。
回答の可否を選択してください。※初期値：回答可
※締切り時間前なら変更が可能です。

休憩室の利用
（必須選択）

火葬時
休憩室

火葬時の休憩室を選択してください。（1室のみの受付となります。）
※椅子席、コーヒーコーナーを選択の場合は、テーブル数や席数の入力が必要です。
※締切り時間前なら休憩室の変更が可能です。
※追加の休憩室（椅子席、コーヒーコーナー以外）をご希望の場合は、斎場に追加休
憩室をお申込みください。

※火葬前の休憩室前倒し利用、火葬後の延長利用をご希望の場合は、斎場に追加・
延長をお申込みください。（椅子席、コーヒーコーナー以外）

椅子席の選択

ご利用のテーブル数、席数を選択してください。（斎場ごとに貸出制限が違います。）

コーヒーコーナー
の選択

ご利用の席数を選択してください。（斎場ごとに貸出制限が違います。）
コーヒーコーナー利用時の同意事項を確認しチェックしてください。

保棺室の予約登録
（保棺室未使用な
ら登録不要）

この火葬予約の故人様で、既に保棺室の予約済み、保棺室に預入済みの場合は、その受付番号で関連
付け登録を行ってください。
「故人姓にて受付番号を検索」のボタンを押してください。
※同じ葬祭業者IDで同じカナ姓の、火葬日未定の受付番号を検索します。

該当の受付番号をプルダウンリストより選択してください。

※該当する、保棺室予約の登録情報を表示しますので間違いないか確認してください。

※移動日情報は、預入時に斎場職員にて登録されていれば表示されます。
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8.新規予約受付 火葬予約 新規予約・操作手順

胎児の場合、チェックを
して母親氏名の入力

胎児の場合、母親氏名
を漢字で入力
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8.新規予約受付 式場と火葬予約 新規予約・操作手順

（４）式場と火葬予約 新規予約の操作手順
【式場と火葬の予約＞大人＞通常火葬＞最上等＞町屋斎場 新規予約画面例】

・5分以内に必要項目を入力し、 ボタンを押してくだい。
・5分経過した場合は仮予約状態は解除され、改めて空き照会からの選択となります。

斎場
選択された斎場名を表示します。
※斎場を変更する場合は、空き照会画面に戻って操作をしてください。
同じ利用条件で他の斎場の空き照会が表示されます。

予約種別
選択された予約種別が表示されます。
※予約種別を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

年齢種別
選択された年齢種別が表示されます。
※年齢種別を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

火葬種別
選択された火葬種別が表示されます。
※火葬種別を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

式場施設

利用式場
選択された式場が表示されます。
※利用式場を変更する場合は、空き照会画面に戻って再選択してください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。
※夜間の休憩室利用をご希望の場合は、斎場に夜間休憩室追加をお申込みください。

利用種別 利用種別を選択してください。（通夜有り 告別利用、通夜無し 告別利用）

利用詳細
通夜の開始時間を選択してください。（初期値:18:00）
※16:30~19:00の範囲で5分単位の指定が可能です。

告別式の開始時間を選択してください。（火葬時間の1時間前）
※09:00~火葬時間の30分前の範囲で5分単位の指定が可能です。



-36- 2022 東京博善株式会社

8.新規予約受付 式場と火葬予約 新規予約・操作手順

火葬炉等級
選択された火葬炉等級が表示されます。
※火葬炉等級を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

棺サイズ
（必須選択）

棺サイズを選択してください。（※町屋斎場の特別殯館を利用の場合のみ）
※町屋斎場の特別殯館でご利用できる棺サイズは、長さ 240㎝ 高さ 70㎝ 幅 75㎝ 以内となります。
※一度登録した棺サイズは変更不可です。

火葬日時
選択された火葬日時が表示されます。
※火葬日時を変更する場合は、空き照会画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

故人名（カナ）
（必須入力）

姓

故人の方の姓を、カタカナかひらがなで入力してください。
※小人（胎児）の場合は、母親氏名を入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※架空の故人名での仮押さえを防ぐため、カナ姓は変更できません。必ず正しく入力して
ください。後で、カナ姓が全く違うことが判明した場合は、不正予約と判断しその予約は
取消となりますのでご注意ください。また、取り消した火葬等級のその火葬日時枠は、同
じIDでは再予約できません。

名

故人の方の名を、カタカナかひらがなで入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

故人名（漢字）
（必須入力）

姓
故人の方の姓を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

名
故人の方の名を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

お問合せに
対する対応

（必須選択）

ご葬儀に関する外部からのお問い合わせに弊社がお答えして良いか否か選択してください。
回答の可否を選択してください。※初期値：回答可
※締切り時間前なら変更が可能です。

お花茶屋会館、代々幡斎場の「式場竹」をご利用の場合は、火葬時の休憩室利用の選択が必要です。
●お花茶屋会館の「式場 竹」をご予約の場合は、火葬時に四ツ木斎場の休憩室がセット利用可能となります。
●代々幡斎場の「式場 竹」をご予約の場合は、セット利用となる椅子席（無料）か、休憩室（有料）のご利用が可能です。
※上記以外の斎場をご利用の場合は、火葬時の休憩は式場控室をご利用頂きます。

休憩室の利用
（必須選択）

お花茶屋会館
「式場 竹」

火葬時休憩室

火葬時の休憩室を選択してください。（1室のみの受付となります。）
※藤の間、星の間が選択可能です。
※締切り時間前なら休憩室の変更が可能です。
※追加の休憩室（椅子席、コーヒーコーナー以外）をご希望の場合は、斎場に追加
休憩室をお申込みください。
※火葬前の休憩室前倒し利用、火葬後の延長利用をご希望の場合は、斎場に追
加・延長をお申込みください。

代々幡斎場
「式場 竹」

火葬時休憩室

椅子席以外の休憩室を希望の場合は、休憩室を選択してください。
（1室のみの受付となります。）
※椅子席は、2卓/10席が無料となります。
※椅子席以外の場合は、有料でのお申し込みとなります。
※締切り時間前なら休憩室の変更が可能です。
※追加の休憩室（椅子席、コーヒーコーナー以外）をご希望の場合は、斎場に追加
休憩室をお申込みください。
※火葬前の休憩室前倒し利用、火葬後の延長利用をご希望の場合は、斎場に追
加・延長をお申込みください。（椅子席、コーヒーコーナー以外）

胎児の場合、チェックを
して母親氏名の入力

胎児の場合、母親氏名
を漢字で入力
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8.新規予約受付 式場と火葬予約 新規予約・操作手順

保棺室の予約登録
（保棺室未使用な
ら登録不要）

この火葬予約の故人様で、既に保棺室の予約済み、保棺室に預入済みの場合は、その受付番号で関連
付け登録を行ってください。
「故人姓にて受付番号を検索」のボタンを押してください。
※同じ葬祭業者IDで同じカナ姓の、火葬日未定の受付番号を検索します。

該当の受付番号をプルダウンリストより選択してください。

※該当する、保棺室予約の登録情報を表示しますので間違いないか確認してください。

※移動日情報は、斎場職員にて登録されていれば表示されます。
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8.新規予約受付 保棺室予約 新規予約・操作手順

（５）保棺室予約 新規予約の操作手順
【保棺室予約＞大人＞通常火葬＞町屋斎場 新規予約画面例】

・5分以内に必要項目を入力し、 ボタンを押してくだい。
・5分経過した場合は仮予約状態は解除され、改めて空き照会からの選択となります。

斎場
選択された斎場名を表示します。
※斎場を変更する場合は、空き照会画面に戻って操作をしてください。
同じ利用条件で他の斎場の空き照会が表示されます。

予約種別
選択された予約種別が表示されます。
※予約種別を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

年齢種別
選択された年齢種別が表示されます。
※年齢種別を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

火葬種別
選択された火葬種別が表示されます。
※火葬種別を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

保棺施設
（必須選択）

預入日時
本日日付が表示されますので、預入予定時間（目安）をリストより選択してください。
・07時から預入可能枠：07:00~23:30（30分単位）
・15時から預入可能枠：15:00~23:30（30分単位）

保棺種別
「冷蔵保棺希望」か「一般保棺希望」を選択してください。（初期値：冷蔵保棺希望）
※保棺種別はあくまでも希望となり、預入時の利用状況により、ご希望と違う保棺種別と
なる場合もあります。
※お花茶屋会館の場合は、冷蔵保棺のみとなります。
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8.新規予約受付

故人名（カナ）
（必須入力）

姓

故人の方の姓を、カタカナかひらがなで入力してください。
※小人（胎児）の場合は、母親氏名を入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※架空の故人名での仮押さえを防ぐため、カナ姓は変更できません。必ず正しく入力して
ください。後で、カナ姓が全く違うことが判明した場合は、不正予約と判断しその予約は
取消となりますのでご注意ください。また、取り消した火葬等級のその火葬日時枠は、同
じIDでは再予約できません。

名

故人の方の名を、カタカナかひらがなで入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※保棺室の予約は当日予約のため、名前の変更はできません。

故人名（漢字）
（必須入力）

姓
故人の方の姓を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※保棺室の予約は当日予約のため、名前の変更はできません。

名
故人の方の名を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※保棺室の予約は当日予約のため、名前の変更はできません。

お問合せに
対する対応

（必須選択）
ご葬儀に関する外部からのお問い合わせに弊社がお答えして良いか否か選択してください。
回答の可否を選択してください。※初期値：回答可

納棺予定
（必須選択） 納棺について選択してください。※初期値:納棺済

同意事項
（必須選択）

保棺室利用時の同意事項を確認し、全てにチェックをしてください。
☑保棺時、業者による立会い厳守に同意します。
☑腐敗のご遺体は処置を行い、臭気がない状態で持込むことに同意します。
☑ご遺体の死因は感染症によるものではありません。

胎児の場合、チェックを
して母親氏名の入力

保棺室予約 新規予約・操作手順

胎児の場合、母親氏名
を漢字で入力

※保棺室に預かり後の、引渡し（保棺室から、東京博善以外の式場に出棺する場合）となる場合は、
早急に斎場職員に申請ください。
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8.新規予約受付 お別れ室の予約 新規予約・操作手順

（６）お別れ室の予約 新規予約の操作手順
【お別れ室の予約＞お別れ式＞お花茶屋会館 新規予約画面例】

・5分以内に必要項目を入力し、 ボタンを押してくだい。
・5分経過した場合は仮予約状態は解除され、改めて空き照会からの選択となります。
斎場 お花茶屋会館を表示します。

予約種別
選択された予約種別が表示されます。
※予約種別を変更する場合は、空き照会検索の条件指定画面に戻ってください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

お別れ室施設

部屋名
空き照会で指定したお別れ室番号（お別れ室１、お別れ室２）のいずれかが表示され
ます。
※部屋番号を変更する場合は、空き照会画面に戻って操作をしてください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

利用目的 お別れ式の場合：注意事項を確認し、同意事項にチェックをしてください。

利用詳細
空き照会で選択した、利用日時が表示されます。
※利用日時を変更する場合は、空き照会画面に戻って操作をしてください。
※戻るボタン、パンくずリストのリンク操作で前の画面に戻ることができます。

故人名（カナ）
（必須入力）

姓

故人の方の姓を、カタカナかひらがなで入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※架空の故人名での仮押さえを防ぐため、カナ姓は変更できません。必ず正しく入力して
ください。後で、カナ姓が全く違うことが判明した場合は、不正予約と判断しその予約は
取消となりますのでご注意ください。また、取り消した火葬等級のその火葬日時枠は、同
じIDでは再予約できません。

名

故人の方の名を、カタカナかひらがなで入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。



2022 東京博善株式会社-41-

8.新規予約受付

故人名（漢字）
（必須入力）

姓
故人の方の姓を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

名
故人の方の名を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

お問合せに
対する対応

（必須選択）

ご葬儀に関する外部からのお問い合わせに弊社がお答えして良いか否か選択してください。
回答の可否を選択してください。※初期値：回答可
※締切り時間前なら変更が可能です。

お別れ室の予約 各条件での空き照会表示例

（７）お別れ室の予約 各条件での空き照会表示例 ※ 部分
①法要（食事有）の新規予約受付

②法要（食事無）の新規予約受付

※利用者名の入力となります。

※選択した部屋番号と利用目的、利用日時の表示。

※利用者名の入力となります。

※選択した部屋番号と利用目的、利用日時の表示。
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8.新規予約受付 お別れ室の予約 新規予約・操作手順

③納棺式の新規予約受付

⑤精進落としの新規予約受付

※故人名の入力となります。

※選択した部屋番号と利用目的、利用日時の表示。
※利用時間 1時間/2時間を選択

※故人名の入力となります。

※選択した部屋番号と利用目的、利用日時の表示。
※利用時間 1時間/2時間を選択
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8.新規予約受付 新規予約結果の確認

（８）新規予約結果の確認
新規予約受付画面にて、 ボタンを操作し予約が完了すると、以下の予約確認画面
が表示されます。

今回の受付番号を表示します。

予約一覧画面に移動します。

受付番号をクリックすると、その予約の詳細表示画面（取消、変更）に遷移します。

空き照会の条件指定画面に戻ります。（ログイン状態は保持されます。）

ログアウトし、トップ画面に戻ります。（ログイン状態は解除されます。）

クリックすると、予約詳細表示画面
に遷移します。

保棺室予約未登録の
場合は非表示。

式場と火葬予約の予約内容表示例

ログインIDの情報表示（予約者）
・会社ID   :担当者名の表示無し
・担当者ID:担当者名を表示
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8.新規予約受付 確認メール（FAX）の送信

（９）確認メール（FAX）の送信
新規予約受付完了と同時に、以下のようなメールが葬祭業者宛に送信されますので、予約内容を
ご確認ください。 ※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。
送信先は、予約した方のIDのメールアドレスと、会社IDに登録されている「予約
確認情報送信先」に送付されます。

【火葬のみの予約】メール本文例
差出人：東京博善斎場予約システム <info@tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp>
件 名：新規予約受付けのお知らせ

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下さい。

◆受付番号：22000002
葬祭業者：株式会社 フェロー葬祭本店
受付日時：令和4年4月1日(金) 09:52
斎 場：町屋斎場
予約種別：火葬の予約
年齢種別：大人
火葬種別：通常火葬
火葬炉等級：最上等
火葬日時 ：令和4年4月2日(土) 09:30

■故人
カナ氏名：マチヤ コウタロウ
漢字氏名：町屋 幸太郎

■お問合せに対する対応
回答可

■休憩室の予約登録
火葬時休憩室 椅子席 1卓 5席

※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、修正および取消操作が可能です。
修正・取消の期限：令和4年4月1日(金) 12:00まで

※予約受付後の12時間を過ぎての修正・取消もしくは、予約の締切り時間（施
設利用日前日の12時まで）を過ぎての修正・取消がある場合は、直接ご利用斎
場にご連絡ください。
※設営時間は15時からです。但し、桐ケ谷斎場式場「雲」及び落合斎場式場
「雪③」「雪④」を選択の場合、設営時間は14時からとなります。

東京博善斎場予約システム
https://tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp/hk01_toppage.html

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

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下さい。

◆受付番号：22000013
葬祭業者：株式会社 フェロー葬祭本店
受付日時：令和4年4月1日(金) 15:35
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2（40名） 通夜有り 告別利用

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

火葬炉等級：最上等
火葬日時 ：令和4年4月4日(月) 11:00

■故人
カナ氏名：アヤセ ゴロウ
漢字氏名：綾瀬 五郎

■お問合せに対する対応
回答可

■保棺室予約の内容
受付番号 ：21000119
予約担当者：株式会社 フェロー葬祭本店
カナ名 ：アヤセ ゴロウ
預入日 ：令和4年3月31日(木)
移動日 ：未登録

※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、
修正および取消操作が可能です。
修正・取消の期限：令和4年4月2日(土) 03:35まで

※予約受付後の12時間を過ぎての修正・取消もしくは、予約の締切り時間（施設利用日前日
の12時まで）を過ぎての修正・取消がある場合は、直接ご利用斎場にご連絡ください。
※設営時間は15時からです。但し、桐ケ谷斎場式場「雲」及び落合斎場式場「雪③」「雪
④」を選択の場合、設営時間は14時からとなります。

東京博善斎場予約システム
https://tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp/hk01_toppage.html

【式場と火葬の予約】メール本文例

【ご注意】※携帯電話のメールアドレスに予約確認メールが届かない場合

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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ログイン

予約一覧表

予約の変更・取消
の選択

変更情報
登録

変更（取消）
内容の確認

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）する青色の受付番号
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。

※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。

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、受付番号が「青色」です。
※青色以外の受付番号は、予約の変更・取消操作はできません。
予約内容の参照のみ可能となります。

9.予約の変更・取消の操作手順 予約の変更・取消手順

P14~P15

P46~P48

P49~P50P49
P52~P59

P60(P50)

P61(P51)



ログイン後のトップ画面、もしくは予約受付完了画面で ボタンをクリックすることで、
本日以降の予約一覧が表示されます。（過去の予約は表示されません）
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10.予約検索・一覧表示

（１）予約検索画面

予約の検索

ログイン名表示エリア
ログインした葬祭業者の名称が表示されます。

（担当者IDでログインの場合は、担当者名も表示）

マイページボタン
ログイン者の登録情報表示・パスワード変更・メールアドレス変更、その他の項目
変更が可能なマイページ画面を表示します。

戻るボタン
一つ前の画面に戻ります。

ログアウトボタン
ログアウト状態となります。

斎場 斎場で絞り込み表示を行う場合は、斎場を選択してください。※初期値:全斎場

火葬日
（又は利用日付） 火葬日または施設の使用日で絞り込む場合、カレンダーで日付範囲を指定してください。

故人名等
（漢字又はフリガナ）

故人名（利用者名）で検索・絞り込み表示を行う場合は、□をチェックし、姓、名を入力してください。
※漢字入力、カタカナ入力、ひらがな入力いずれも可能です。

予約種別 予約種別で検索・絞り込み表示を行う場合は、□をチェックし種別を☑で選択してください。
※複数選択可です。

検索ボタンを押してください。
検索結果が100件を超える場合は、追加の検索条件を指定してください。
検索条件に一致する、予約情報を一覧表に表示します。

※ログインが会社のIDの場合 …会社ID分及び全社員IDの予約一覧を表示します。
※ログインが担当者のIDの場合…その担当者が予約している一覧を表示します。
※表示する予約は、本日より未来の予約を、火葬日時（利用日時）の昇順に表示します。

21000119
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10.予約検索・一覧表示 予約一覧表

受付番号

…受付番号の背景が青色の場合は、変更・取消期限前状態です。
受付番号をクリックすると、予約の変更、取消操作が可能です。

…受付番号の背景が白色の場合は、予約の確定（変更・取消不可）
状態です。受付番号をクリックすると、予約の詳細確認が可能です。

…受付番号の背景が黒色の場合は、取消済の予約です。取り消した
予約日まで表示されます。
受付番号をクリックすると、取り消した予約の詳細が表示されます。

受付日時
（取消日時）

新規予約を受付けた日時を表示します。
※取消予約の場合は、取り消し操作を行った日時を表示します。

斎場名 予約の斎場名を表示します。

種別 予約の種別を表示します。

火葬種別 予約の火葬種別を表示します。
※火葬種別の指定が無い予約は、「－」の表示となります。

炉等級 予約の火葬炉等級を表示します。
※火葬が無い予約は、「－」の表示となります。

故人名等 予約の故人名（利用者名、母親氏名）を表示します。
※漢字での名前が登録されていれば、漢字氏名を優先して表示します。

火葬日時 予約の火葬日時を表示します。
火葬が無い予約は、「－」の表示となります。

休憩室 予約の休憩室を表示します。
休憩室利用の無い予約は、「－」の表示となります。

受付番号クリックで
詳細の表示

（２）予約一覧表示画面（検索結果表示）

21000119
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10.予約検索・一覧表示 予約一覧表

式場名
（施設名称）

●式場利用時…式場名を表示します。（骨葬の場合も同様）
●保棺室利用時…冷蔵保棺希望、一般保棺希望を表示します。
●お別れ室利用時…お別れ室の部屋番号を表示します。
※利用施設が無い場合は、「－」表示となります。

通夜有無 式場利用の場合、通夜の有無を表示します。
※「○」…通夜有り、「－」…通夜無し

告別日時
（施設利用日時）

●式場利用時…告別式の日時を表示します。（骨葬の場合も同様）
●保棺室利用時…保棺室預入日時を表示します。
●お別れ室利用時…お別れ室利用日時を表示します。
●休憩室単独予約…休憩室の利用日時を表示します。
※火葬の予約は、「－」表示となります。

火葬/保棺室
関連登録

●火葬（式場）の予約の場合
…保棺室予約が登録済なら、保棺室予約の受付番号を表示します。

受付番号をクリックすると、その予約の詳細表示を確認できます。
●保棺室の予約の場合

…火葬（式場）の予約が登録済なら、火葬（式場）予約の受付番号を表示します。
受付番号をクリックすると、その予約の詳細表示を確認できます。

…火葬（式場）の予約が未登録なら、「未登録」と表示します。
「未登録」の場合は、関連する火葬（式場）の予約変更にて「保棺室予約の登録」を
行ってください。

※保棺室予約と関連の無い場合は、「－」表示となります。

該当件数 検索条件に該当する件数を表示します。

※背景色がピンクの場合は、「お問合せに対する対応」が「回答不可」の登録されている予約です。
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11.予約詳細表示・変更・取消 予約詳細表示

予約受付完了画面、または予約一覧表にて受付番号をクリックすると、以下のように該当予約
の詳細を表示します。

（１）予約詳細表示画面

ログイン名表示エリア
ログインした葬祭業者の名称が表示されます。

（担当者IDでログインの場合は、担当者名も表示）

マイページボタン
ログイン者の登録情報表示・パスワード変更・メールアドレス変更、その他の項目
変更が可能なマイページ画面を表示します。

ログアウトボタン
ログアウト状態となります。

表示している予約の変更処理を行います。
※予約の変更締切り時間となっている場合は、ボタンが非表示となります。

表示している予約の取消処理を行います。
※予約の取消締切り時間となっている場合は、ボタンが非表示となります。

戻るボタン
直前の画面に戻ります。（予約一覧表示画面）

保棺室予約未登録の
場合は非表示。

式場と火葬予約の予約内容表示例

ログインIDの情報表示（予約者）
・会社ID   :担当者名の表示無し
・担当者ID:担当者名を表示
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11.予約詳細表示・変更・取消 予約の取消操作

予約の取消ボタンを押すと、取り消しの確認画面が表示されます。
※予約の締切り時間を経過しているときは、取消ボタンの操作はできません。
使用斎場に、理由とともに取消申請をしてください。

（２）予約の取消操作画面

取り消し操作を中断し、
元の画面に戻ります。

取り消し操作を中断し、
元の画面に戻ります。

取り消しが実行され、取消確認画
面が表示されます。

取消済と取消日時の表示

戻るボタンを押すと「予約一覧表」画面に戻ります。
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11.予約詳細表示・変更・取消

（３）予約取消確認メール（FAX）の送信

予約の取消完了と同時に、以下のようなメールが葬祭業者宛に送信されますので、取消内容をご
確認ください。 ※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。

送信先は、予約した方のIDのメールアドレスと、会社IDに登録されている「予約
確認情報送信先」に送付されます。

取消確認メール（FAX）の送信

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

こちらは東京博善斎場予約システムです。
以下の予約の取消を受け付けましたのでご確認下さい。

◆受付番号：22000014
葬祭業者：株式会社 フェロー葬祭本店
受付日時：令和4年4月1日(金) 16:20
斎 場：町屋斎場
予約種別：火葬の予約
年齢種別：大人
火葬種別：通常火葬
火葬炉等級：最上等
火葬日時 ：令和4年4月4日(月) 09:30

■故人
カナ氏名：センジュ サブロウ
漢字氏名：千住 三郎

■お問合せに対する対応
回答不可

■休憩室の予約登録
火葬時休憩室 椅子席 1卓 6席

以上です。

東京博善斎場予約システム
https://tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp/hk01_toppage.html

【火葬予約】取消メール本文例

【ご注意】※携帯電話のメールアドレスに予約確認メールが届かない場合

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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11.予約詳細表示・変更・取消

（４）予約変更画面

火葬予約 予約変更・操作手順

予約の変更受付画面が表示されます。

予約一覧画面より詳細入力したい予約の受付番号をクリックし、 ボタンを選択してください。

赤枠部分が変更可能①火葬の予約 予約変更・操作手順

※未登録であれば、受付番号の検索が可能

「火葬の予約」で変更可能な項目は以下となります。

火葬種別

新規予約が以下の条件なら、火葬種別の変更が可能です。
条件①：区民葬取扱業者
条件②：最上等
条件③：通常火葬か区民葬
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故人名（カナ）
（必須入力）

姓
変更できません。
※故人名姓（カナ）が違う場合は、取消して再予約となります。また、取り消した火葬
等級のその火葬日時枠は、同じIDでは再予約できません。

名

故人の方の名を、カタカナかひらがなで入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

故人名（漢字）
（必須入力）

姓
故人の方の姓を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

名
故人の方の名を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

お問合せに
対する対応

（必須選択）

ご葬儀に関する外部からのお問い合わせに弊社がお答えして良いか否か選択してください。
回答の可否を選択してください。※初期値：回答可
※締切り時間前なら変更が可能です。

休憩室の利用
（必須選択）

火葬時
休憩室

火葬時の休憩室を選択してください。（1室のみの受付となります。）
※椅子席、コーヒーコーナーを選択の場合は、テーブル数や席数の入力が必要です。
※締切り時間前なら休憩室の変更が可能です。
※追加の休憩室（椅子席、コーヒーコーナー以外）をご希望の場合は、斎場に追加休
憩室をお申込みください。

※火葬前の休憩室前倒し利用、火葬後の延長利用をご希望の場合は、斎場に追加・
延長をお申込みください。（椅子席、コーヒーコーナー以外）

椅子席の選択

ご利用のテーブル数、席数を選択してください。（斎場ごとに貸出制限が違います。）

コーヒーコーナー
の選択

ご利用の席数を選択してください。（斎場ごとに貸出制限が違います。）
コーヒーコーナー利用時の同意事項を確認しチェックしてください。

保棺室の予約登録
（保棺室未使用な
ら登録不要）

この火葬予約の故人様で、既に保棺室の予約済み、保棺室に預入済みの場合は、その受付番号で関連
付け登録を行ってください。
「故人姓にて受付番号を検索」のボタンを押してください。（登録済みの場合は、押せません。）
※同じ葬祭業者IDで同じカナ姓の、火葬日未定の受付番号を検索します。

該当の受付番号をプルダウンリストより選択してください。

※該当する、保棺室予約の登録情報を表示しますので間違いないか確認してください。

※移動日情報は、斎場職員にて登録されていれば表示されます。

変更が完了すれば、 ボタンを押して更新してください。
※締切り時間前なら何度でも変更登録は可能です。
※変更登録を押すと同時に、確認のメール（FAX）が送信されます。

11.予約詳細表示・変更・取消 火葬予約 予約変更・操作手順
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赤枠部分が変更可能②式場と火葬予約 予約変更・操作手順

11.予約詳細表示・変更・取消 式場と火葬予約 予約変更・操作手順

「式場と火葬予約」で変更可能な項目は以下となります。

火葬種別

新規予約が以下の条件なら、火葬種別の変更が可能です。

条件①：区民葬取扱業者
条件②：最上等
条件③：通常火葬か区民葬

式場施設

利用式場 変更できません。
※利用式場を変更する場合は、取消をしての再予約となります。

利用種別 利用種別を選択してください。（通夜有り 告別利用、通夜無し 告別利用）

夜間休憩室
利用

変更できません。（斎場に直接依頼して追加した夜間休憩室利用の場合）
※変更を行う場合は、直接斎場のご依頼ください。

利用詳細
通夜の開始時間を選択してください。（初期値:18:00）
※16:30~19:00の範囲で5分単位の指定が可能です。

告別式の開始時間を選択してください。（火葬時間の1時間前）
※09:00~火葬時間の30分前の範囲で5分単位の指定が可能です。
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11.予約詳細表示・変更・取消 式場と火葬予約 予約変更・操作手順

故人名（カナ）
（必須入力）

姓
変更できません。
※故人名姓（カナ）が違う場合は、取消して再予約となります。また、取り消した火葬等
級のその火葬日時枠は、同じIDでは再予約できません。

名

故人の方の名を、カタカナかひらがなで入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

故人名（漢字）
（必須入力）

姓
故人の方の姓を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

名
故人の方の名を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

お問合せに
対する対応

（必須選択）

ご葬儀に関する外部からのお問い合わせに弊社がお答えして良いか否か選択してください。
回答の可否を選択してください。※初期値：回答可
※締切り時間前なら変更が可能です。

お花茶屋会館、代々幡斎場の「式場竹」をご利用の場合は、火葬時の休憩室利用の選択が必要です。
●お花茶屋会館の「式場 竹」をご予約の場合は、火葬時に四ツ木斎場の休憩室がセット利用可能となります。
●代々幡斎場の「式場 竹」をご予約の場合は、セット利用となる椅子席（無料）か、休憩室（有料）のご利用が可能です。
※上記以外の斎場をご利用の場合は、火葬時の休憩は式場控室をご利用頂きます。

休憩室の利用
（必須選択）

お花茶屋会館
「式場 竹」

火葬時休憩室

火葬時の休憩室を選択してください。（1室のみの受付となります。）
※星の間、藤の間が選択可能です。
※締切り時間前なら休憩室の変更が可能です。
※追加の休憩室（椅子席、コーヒーコーナー以外）をご希望の場合は、斎場に追加
休憩室をお申込みください。
※火葬前の休憩室前倒し利用、火葬後の延長利用をご希望の場合は、斎場に追
加・延長をお申込みください。

代々幡斎場
「式場 竹」

火葬時休憩室

椅子席以外の休憩室を希望の場合は、休憩室を選択してください。
（1室のみの受付となります。）
※椅子席は、2卓/10席が無料となります。
※椅子席以外の場合は、有料でのお申し込みとなります。
※締切り時間前なら休憩室の変更が可能です。
※追加の休憩室（椅子席、コーヒーコーナー以外）をご希望の場合は、斎場に追加
休憩室をお申込みください。
※火葬前の休憩室前倒し利用、火葬後の延長利用をご希望の場合は、斎場に追
加・延長をお申込みください。（椅子席、コーヒーコーナー以外）

保棺室の
予約登録

（保棺室未使用
なら登録不要）

この火葬予約の故人様で、既に保棺室の予約済み、保棺室に預入済みの場合は、その受付番号で関連付
け登録を行ってください。
「故人姓にて受付番号を検索」のボタンを押してください。（登録済みの場合は、押せません。）
※同じ葬祭業者IDで同じカナ姓の、火葬日未定の受付番号を検索します。

該当の受付番号をプルダウンリストより選択してください。

※該当する、保棺室予約の登録情報を表示しますので間違いないか確認してください。

※移動日情報は、斎場職員にて登録されていれば表示されます。

変更が完了すれば、 ボタンを押して更新してください。
※締切り時間前なら何度でも変更登録は可能です。
※変更登録を押すと同時に、確認のメール（FAX）が送信されます。
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赤枠部分が変更可能

③式場（骨葬）の予約 予約変更・操作手順

11.予約詳細表示・変更・取消 式場（骨葬）の予約 予約変更・操作手順

「式場（骨葬）予約」で変更可能な項目は以下となります。

式場施設

利用式場 変更できません。
※利用式場を変更する場合は、取消をしての再予約となります。

利用種別 利用種別を選択してください。（通夜のみ、通夜有り 告別利用、通夜無し 告別利用）

夜間休憩室
利用

変更できません。
※斎場に直接連絡をして予約した、夜間休憩室利用については変更できません。
変更を行う場合は、直接斎場のご依頼ください。

利用詳細
通夜の開始時間を選択してください。（初期値:18:00）
※16:30~19:00の範囲で5分単位の指定が可能です。

告別式の開始時間を選択してください。（火葬時間の1時間前）
※09:00~火葬時間の30分前の範囲で5分単位の指定が可能です。

※式場（骨葬）の予約は、使用斎場に直接お申込み頂きます。
※式場（骨葬）の変更・取消は葬祭業者様での操作となります。



2022 東京博善株式会社-57-

11.予約詳細表示・変更・取消 式場（骨葬）の予約 予約変更・操作手順

故人名（カナ）
（必須入力）

姓
変更できません。
※故人名姓（カナ）が違う場合は、取消して再予約となります。また、取り消した火葬等
級のその火葬日時枠は、同じIDでは再予約できません。

名

故人の方の名を、カタカナかひらがなで入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

故人名（漢字）
（必須入力）

姓
故人の方の姓を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

名
故人の方の名を、漢字で入力してください。
※漢字とかな、カナ、英語の入力が可能です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

お問合せに
対する対応

（必須選択）

ご葬儀に関する外部からのお問い合わせに弊社がお答えして良いか否か選択してください。
回答の可否を選択してください。※初期値：回答可
※締切り時間前なら変更が可能です。

変更が完了すれば、 ボタンを押して更新してください。
※締切り時間前なら何度でも変更登録は可能です。
※変更登録を押すと同時に、確認のメール（FAX）が送信されます。



-58- 2022 東京博善株式会社

赤枠部分が変更可能

④休憩室単独予約 予約変更・操作手順

11.予約詳細表示・変更・取消 休憩室単独予約 予約変更・操作手順

※休憩室の単独予約は、使用斎場に直接お申込み頂きます。
※休憩室の単独予約の変更・取消は葬祭業者様での操作となります。

「休憩室単独予約」で変更可能な項目は以下となります。

故人名（カナ）
（必須入力）

姓
変更できません。
※故人名姓（カナ）が違う場合は、取消して再予約となります。また、取り消した火
葬等級のその火葬日時枠は、同じIDでは再予約できません。

名

故人の方の名を、カタカナかひらがなで入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

お問合せに
対する対応

（必須選択）

ご葬儀に関する外部からのお問い合わせに弊社がお答えして良いか否か選択してください。
回答の可否を選択してください。※初期値：回答可
※締切り時間前なら変更が可能です。

変更が完了すれば、 ボタンを押して更新してください。
※締切り時間前なら何度でも変更登録は可能です。
※変更登録を押すと同時に、確認のメール（FAX）が送信されます。
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赤枠部分が変更可能⑤お別れ室予約 予約変更・操作手順

11.予約詳細表示・変更・取消 お別れ室予約 予約変更・操作手順

「お別れ室予約」で変更可能な項目は以下となります。

お別れ室施設 利用詳細
利用目的が以下であれば、利用時間の変更が可能です。
・納棺式
・精進落とし
1時間利用か,2時間利用かを選択してください。

故人名（カナ）
（必須入力）

姓
変更できません。
※故人名姓（カナ）が違う場合は、取消して再予約となります。また、取り消した火
葬等級のその火葬日時枠は、同じIDでは再予約できません。

名

故人の方の名を、カタカナかひらがなで入力してください。
※ひらがな入力の場合は、登録時にカタカナに置き換えます。
※英語、数字、記号の入力は不可です。
※20文字以内の入力となります。
※締切り時間前なら変更が可能です。

お問合せに
対する対応

（必須選択）

ご葬儀に関する外部からのお問い合わせに弊社がお答えして良いか否か選択してください。
回答の可否を選択してください。※初期値：回答可
※締切り時間前なら変更が可能です。

変更が完了すれば、 ボタンを押して更新してください。
※締切り時間前なら何度でも変更登録は可能です。
※変更登録を押すと同時に、確認のメール（FAX）が送信されます。
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11.予約詳細表示・変更・取消 予約変更結果の確認

（５）予約変更結果の確認
予約変更画面にて、 ボタンを操作し予約の変更可が完了すると、予約詳細表示画
面に戻ります。

※変更内容の確認
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11.予約詳細表示・変更・取消 確認メール（FAX）の送信

（６）確認メール（FAX）の送信
予約変更完了と同時に、以下のようなメールが葬祭業者宛に送信されますので、予約内容をご確
認ください。 ※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。

送信先は、予約した方のIDのメールアドレスと、会社IDに登録されている「予約
確認情報送信先」に送付されます。

【火葬のみの予約】メール本文例
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下さい。

◆受付番号：22000017
葬祭業者：株式会社 フェロー葬祭本店
受付日時：令和4年4月1日(金) 16:44
斎 場：町屋斎場
予約種別：火葬の予約
年齢種別：大人
火葬種別：通常火葬
火葬炉等級：最上等
火葬日時 ：令和4年4月3日(日) 12:00

■故人
カナ氏名：シミズ コウタロウ
漢字氏名：清水 幸太郎

■お問合せに対する対応
回答可

■休憩室の予約登録
火葬時休憩室 椅子席 1卓 4席

■保棺室予約の内容
受付番号 ：21000022
予約担当者：株式会社 フェロー葬祭本店
カナ名 ：シミズ コウタロウ
預入日 ：令和4年3月25日(金)
移動日 ：未登録

※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、
修正および取消操作が可能です。
修正・取消の期限：令和4年4月2日(土) 04:44まで

※予約受付後の12時間を過ぎての修正・取消もしくは、予約の締切り時間（施設利用日前
日の12時まで）を過ぎての修正・取消がある場合は、直接ご利用斎場にご連絡ください。
※設営時間は15時からです。但し、桐ケ谷斎場式場「雲」及び落合斎場式場「雪③」「雪
④」を選択の場合、設営時間は14時からとなります。

東京博善斎場予約システム
https://tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp/hk01_toppage.html

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下さい。

◆受付番号：22000013
葬祭業者：株式会社 フェロー葬祭本店
受付日時：令和4年4月1日(金) 15:35
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2（40名） 通夜有り 告別利用

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

火葬炉等級：最上等
火葬日時 ：令和4年4月4日(月) 11:00

■故人
カナ氏名：アヤセ ゴロウ
漢字氏名：綾瀬 五郎

■お問合せに対する対応
回答可

■保棺室予約の内容
受付番号 ：21000119
予約担当者：株式会社 フェロー葬祭本店
カナ名 ：アヤセ ゴロウ
預入日 ：令和4年3月31日(木)
移動日 ：未登録

※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、
修正および取消操作が可能です。
修正・取消の期限：令和4年4月2日(土) 03:35まで

※予約受付後の12時間を過ぎての修正・取消もしくは、予約の締切り時間（施設利用日前
日の12時まで）を過ぎての修正・取消がある場合は、直接ご利用斎場にご連絡ください。
※設営時間は15時からです。但し、桐ケ谷斎場式場「雲」及び落合斎場式場「雪③」「雪
④」を選択の場合、設営時間は14時からとなります。

東京博善斎場予約システム
https://tokyohakuzen-saijoyoyaku.jp/hk01_toppage.html

【式場と火葬の予約】メール本文例

【ご注意】※携帯電話のメールアドレスに予約確認メールが届かない場合

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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12.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
面を標示します。

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）の変更処理画面を標示します。

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。

12.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

12.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（8桁）と担当者ID（2桁）の、担当者ログインID:10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。（英数字混在6桁以上）

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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12.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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12.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。

表示されているパスワード（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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12.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。

表示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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12.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。

https://acrobat.adobe.com/jp/ja/acrobat/pdf-reader.html
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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。

13.FAXでの確認送信 FAX送信のイメージ
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株式会社 フェロー https://www.fellow-inc.co.jp/

操作説明書のお取り扱いについて

本サービスの操作説明書は、以下の内容にご同意いただいた上で、ご利用ください。

著作権と利用許諾

この操作説明書の著作権は、株式会社フェローに帰属し、東京博善株式会社に複製及び使
用許諾されています。権利者の許諾を得ることなく、本操作説明書の内容の全部または一部を複
製、改版することは、著作権法上禁止されています。

公開されている操作説明書は、原則として本予約サービスが運用開始された当初のものを掲載
しています。本操作説明書の内容と、葬祭業者様が実際にご利用になっている最新のサービスと
仕様が、その後のマイナーチェンジにより異なる場合がありますのでご了承ください。

その他
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