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Ⅰ. 概要 

1. 本書について 

Fswa-net では、世界各国の霊柩車・安置所・葬儀場・火葬場・宗教家・墓地などを連携する事で便

利な世の中の実現に向けて活動しています。現在は、個々への連絡を行っていますが、連携を行う事で飛

躍的に便利なライフワークの実現に向けて活動しています。 

本書は個人・法人企業契約者向けに、Fswa-net システムの利用方法について説明します。 
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2. お使いの前に 

企業として、Fswa-net システムを使用するには、以下の準備が必要です。 

 

ネットワーク環境 Wi-Fi 環境、または 3G/4G/LTE 網環境 

対応ブラウザ Chrome, Firefox, Edge, Safari（デスクトップ版） 

提供サービス 霊柩車・安置場・葬儀場・宗教家・墓地 
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3. 利用の流れ 

Fswa-net システムの操作の流れを下に示します。 

 

Fswa-net システムにアクセスする 

 

 

企業登録 

 

 

各サービスを設定、利用 
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Ⅱ. 企業登録 

●操作の流れ 

アクセスし方：「画面アクセス」 ＞ 「登録情報入力」 ＞ 「登録完了」 

1. 画面アクセス 

ブラウザから Fswa-net システムサイト：（https://fswa-net.com/）へアクセスし、「企業ログイン」

⇒「企業登録」をクリックします。 

 

 

  

https://fswa-net.com/
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2. 登録情報入力 
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 ログインアカウント情報の入力方法 

① ？ システム利用のマニュアルになります 

② 企業名 企業の名称を入力します 

③ メールアドレス 企業のアカウント用メールアドレスを入力します 

④ 個人 個人企業の場合、「個人」をチェックします 

4.1 個人番号（マイナンバー） 個人番号（マイナンバー）を入力します 

4.2 本人確認画像 マイナンバーカード、健康保険といった写真つきのものをアプロード

します。 

⑤ 法人 法人企業の場合、「法人」をチェックします 

5.1 法人番号 法人番号を入力します 

⑥ 電話番号 企業の連絡先の電話番号を入力します 

⑦ ご住所 企業のご住所を入力します 

 ⑧ パスワード 企業のアカウントのパスワードを入力します 

⑨ パスワード確認 ⑧で入力したものを再度入力します 

⑩ 登録 企業登録を完成させるため、「登録」をクリックします 

⑪ 戻る 「戻る」をクリックすると、ホームページに戻ります 

⑫ 使用料金表（参考） システム使用の各料金プラン確認 

 

※注意： 

⑤「法人」をクリックすると、次の画面が表示され、「いいえ」をクリックすると、5.1「法人番号」を入力しなくて

はいけません。 
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逆に、「はい」をクリックすると、システムより自動的に、会社の法人番号が反映されます。ただし、会社名が

正確に入力しなかったり、会社名を検索出来なかったりする場合、次のメッセージの画面が表示され、再

度、会社名を入力するか、又は、上記と同様に、5.1「法人番号」を入力してください。 
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3. 登録完了 

企業登録が承認されましたら、メールにてお知らせが来ますので、承認されるまで、お待ちください。 

企業登録が完成できましたら、以下の画面が出ます。 

 

 

※注意： 「メールアドレス」、「電話番号」、「個人番号（マイナンバー）」又は「法人番号」の書式を正

確に入力し、「パスワード」と「パスワード確認」が同一すること。 

登録出来ない際の画面は以下のようなメッセージが出ます。 

 

 

※１ 個人情報などの取り扱い方を確認できます。 
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Ⅲ. オンラインプランのサービス予約  

オンラインプランにて、「霊柩車、安置所、葬儀場、火葬場、宗教サービス、葬儀の用品」の各サービスを

提供します。この中、葬儀の用品に関して、別のマニュアルにて説明します。また、「霊柩車、安置所」のサ

ービスに関して、「アプリ端末」というスマホ用のアプリがございます。この「アプリ端末」にて、エンドユーザの予

約情報を確認でき、又は、エンドユーザの予約を承認、拒否などの機能がついてあります。詳細にて、別の

マニュアルで説明します。 

●操作の流れ 

「サービス予約」画面アクセス ＞ 各サービス登録 ＞ 各サービスの詳細設定 ＞ サービス管理  

詳細設定する前、画面で上の右に通知をクリックし、通知内容をご確認ください。 
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 オンライン予約のサービス 

① 提供サービス 以下のサービスが提供します 

霊柩車、安置所、葬儀場、火葬場、宗教サービス、葬儀の用品 

※注意：葬儀の用品に関して、別のマニュアルにて説明します 

② 単価 ①の各サービスずつ、1 つオブジェクト・施設（例：7月中に霊柩

車サービスを登録し、霊柩車管理の車両管理画面にて、「新規

追加」で１つの霊柩車を作成する）の月額：2000円になりま

す 

※注意：1 つオブジェクト・施設の月額は 1回のみ請求されま

す。作成したオブジェクト・施設を情報変更しても、改めて、月額

は請求されません。つまり、新しくオブジェクト・施設を新規追加す

る時のみ、1回月額を請求されます 

③ 予約済オブジェクト ①の各サービスずつに応じる予約予定・予約済オブジェクト数にな

ります 

※注意：入力値：1 から１000 まで 

④ 今月の作成済オブジェクト 当月の作成したオブジェクト数になります（例：霊柩車サービスを

登録し、霊柩車管理の車両管理画面にて、「新規追加」で２つ

の霊柩車を作成すると、こちらの欄に「２霊柩車」が表示されま

す） 

⑤ 今月の請求金額 サービスごと、管理者に支払う金額になります 

⑥ 作成済オブジェクト 

（作成済/予約済） 

④と違って、今までの作成したオブジェクト数の合計と③の登録し

たオブジェクト数になり、もし同等になれば、③にて、改めて予約
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数を増加した後、新規オブジェクト（④の例を参考）を作成でき

ます 

⑦ アクション 「保存」をクリックしたら、①、②、③の入力情報を保存できます 
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1.霊柩車 

1.1 サービス予約 

 

 

 霊柩車サービス登録 

①  霊柩車 「霊柩車」の左にクリックし、霊柩車サービスを提供します 

②  予約済オブジェック 予約予定の霊柩車の数を入力します 

③  保存 入力のデータを保存します 

 

③で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます 
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プラン購入を完了させましたら、左画面にて「霊柩車管理」のメニューが表示されます。 

また、右に表示する各項目の詳細情報に関して、Ⅲ．オンラインプランのサービス予約の「操作の流れ」に

て確認できます。 
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1.2 詳細設定 

「通知」を確認し、安置所の設定を進めます。 

 

 

 

1.2.1 価格管理 

 通知確認し、「霊柩車管理」メニューの「価格管理」を設定します。 

アクセスし方：「霊柩車管理」＞「価格管理」 

 

 価格管理 

① ０－10km 最初の 10km距離の税抜き価格になります 

② 次の 10km毎 次の 10kmずつの税抜き価格になります 

③ 保存 入力したデータを保存します 
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※注意 

※１ ①と②にて入力する価格は、全車両・霊柩車に適用されます。 

 

※２ ③「保存」をクリックしたら、次のメッセージが表示されます。 
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1.2.2 車庫管理 

「車両管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「霊柩車管理」＞「車庫管理」＞「新規追加」 

 

「車庫管理」画面にて、まず「新規追加」をクリックします。次の画面が表示され、車庫の詳細情報を設定

します。 

 

 

 車庫情報 

① 画像 エンドユーザに見せる車庫の画像アップロード 

② 車庫名 車庫の名称を入力 

③ 住所 車庫の住所を入力 
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④ 電話番号 施設電話番号を入力 

⑤ 作成 ①から④までの情報を保存 

 

※注意 

※１ ①で枠内にクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。そこで、画像の保存先へ移動し、画像

を選択し、アップロードします。 

※２ ③で施設の住所を入力するには、手動で入力し、住所の結果が表示されたらこの住所を選ぶか、

又は右側のマップで住所先を左マウスでダッブルします。 

※３ 施設管理の情報登録し、保存出来ましたら、次の画面が表示されます。 

 

 

 車庫の管理画面 

① 番号 最終に作成した車庫は番号１になります 

② 車庫名 作成した車庫の名称になります 

③ 住所 マップ上に表示される住所になります 

④ 電話番号 車庫の電話番号になり、マップ上に表示されます 

⑤ 状態 車庫の状態状況 

※注意：無効になる場合、エンドユーザが車庫にある車両を予

約できません 

⑥ アクション 車庫の詳細情報確認又は、編集のアクションが出来ます  

6.1 詳細 車庫の詳細情報の確認 

 6.2 編集 車庫の情報の編集 
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※注意 

※１ 6.1「詳細」をクリックすると、車庫の詳細情報の画面が表示されます。 

 

 

「戻る」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

「無効」をクリックしたら、「状態」にて「有効」から「無効」に変更出来ます。逆に「状態」は無効になる時、右

下に「有効」のボタンが表示され、クリックしたら、状態を有効に出来ます。状態変更した後、メッセージが表

示され、「はい」をクリックし、状態変更を終了させます。 
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※２ 6.2「編集」をクリックすると、車庫の情報を編集する画面が表示され、「画像、車庫名、住所、車

庫電話番号、状態」を編集でき、右下に「保存」をクリックすると、編集情報を保存できます。 

 

 

編集情報を保存出来ましたら、車庫の画面に遷移し、編集成功のメッセージが表示されます。 
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1.2.3 車両管理 

通知確認し、「車両管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「霊柩車管理」＞「車両管理」＞「新規追加」 

 

 

 

「車両管理」画面にて、まず「新規追加」をクリックし、車両の詳細情報を設定します。1 つの車庫には、

いくつかの車両を作成出来、エンドユーザが車両のみ予約出来ます。 
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 霊柩車情報 

① 自動車登録番号票 霊柩車の名称になります 

② 状況 有効・無効を設定できます 

※注意：有効の場合、エンドユーザが予約出来ます。逆に無効の場

合、エンドユーザが予約出来ません 

③ プランタイプ オンラインプランのみ設定できます 

※注意：Ⅳの１．霊柩車にて、オフラインサービス登録したら、オフライ

ンの選択・設定できます。 

④ 画像 車両・霊柩車の画像をアップします 

⑤ 車庫名 「車庫管理」画面にて作成した各車庫を選べます 

※注意：1 つ車庫にいくつかの車両を作成できます 

⑥ 住所 「車庫管理」画面にて作成した車庫の住所になります 

⑦ アカウント ID 運転手用の「アプリ端末」のアカウントを登録します。運転手がこのアプリ

端末を使用し、エンドユーザを送迎する状態などを確認します 

※注意：「アプリ端末」の利用に関して、別のマニュアルにて説明します 

⑧ 運転手名 車両・霊柩車の運転手の名称を入力します 

⑨ 運転手の電話番号 車両・霊柩車の運転手の電話番号を入力します 

⑩ パスワード ⑦のアカウント ID のパスワードを入力します 

⑪ 戻る 前の画面に戻ります 

⑫ 作成 ①から⑩までの入力した情報を保存し、霊柩車作成を終了します 
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※注意 

※１ ④で枠内にクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。そこで、画像の保存先へ移動し、画像

を選択し、アップロードします。 

※２ ⑫で「作成」をクリックしたら、霊柩車を作成完了し、次の画面が表示され、「オンライン予約の使用

済霊柩車の台数」が増加します。 

 

 

 

 霊柩車の一覧 

① 車庫 車庫管理にて作成した各車庫名の選択 

② 自動車登録番号票 車両・霊柩車の名称になります 

③ 作成日（開始） この日から今まで作成した霊柩車を検索します 

④ 作成日（終了） この日のから遡って作成した霊柩車を検索します 

⑤ 検索 ①から④までの条件で検索します 

⑥ 番号 最後に作成した霊柩車が番号 1 に表示されます 

⑦ 作成日 霊柩車を作成した日です 

⑧ 車庫 作成した霊柩車の車庫の名称になります 

⑨ 自動車登録番号票 ②と同様で車両・霊柩車の名称になります 

⑩ 運転手 霊柩車の運転手の名称になり、エンドユーザが霊柩車を検索する

際、運転手の名称が表示されます。 

⑪ 状態 予約可能、予約済、業務中、待機中の 4 つの状態になります 

⑫ 状況 有効・無効になります。詳細は下記の注意にて確認できます 

⑬ プランタイプ オンラインになります 
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⑭ 価格 エンドユーザに対し、最初の 10Km の金額と次の 10Km毎の

使用金額になります 

⑮ アクション 3 つのアクション・操作出来ます 

15.1 詳細 霊柩車の詳細情報確認出来、情報編集もできます 

15.2 追跡 霊柩車のステータスを確認できます（※3 を参考） 

15.3 価格編集 ⑭での価格金額を編集できます（※４を参考） 

 

※注意： 

※１ ⑪「状態」について、 

⑪状態 

予約可能 現時点、まだエンドユーザよりの予約が無く、使用していない状態になります 

予約済 エンドユーザをお迎えの予定開始日時になった時の状態になります 

業務中 「アプリ端末」にて、「出発」ボタンをクリックし、エンドユーザをお迎えに行く時の状態になります 

待機中 「アプリ端末」にて、「待ち」ボタンをクリックし、エンドユーザを待ち又は、長距離でお送り際の休

憩の時の状態になります 

 

※２ 15.1「詳細」をクリックしたら、霊柩車情報画面が表示されます 

 

 

「戻る」をクリックしたら、前の画面に戻ります。「編集」をクリックしたら、編集画面が表示され、「自動車登

録番号票、状況、プランタイプ、画像、車庫名、運転手名、運転手の電話番号、パスワード」を更新出来

ます。 



 

28 
 

ただし、 

▪「オンラインプラン」から「オフラインプラン」に変更する際、「アプリ端末」の情報を入力出来なくなります

（「アプリ端末」はオンラインプランのみ対応します。）また、「Ⅳオフラインのサービス予約」の「作成済オブジ

ェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、「予約

済オブジェクト」にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 

▪「オフラインプラン」から「オンラインプラン」に変更する際、「Ⅲオンラインプランのサービス予約」の「作成

済オブジェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、

「予約済オブジェクト」にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 

 

 

 

編集箇所を入力し「保存」をクリックすると、編集完了し、「霊柩車の一覧」の画面に遷移し、更新完了の

メッセージが表示されます。 

 

 

 

※３ 「追跡」をクリックすると、霊柩車のステータスを確認できます。 
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① 「車両管理」画面にて、新規霊柩車追加の際、設定した「自動車登録番号票」が表示されます 

② 霊柩車の自動登録番号票（名称）とステータスが表示されます 

※注意：エンドユーザより予約が入る場合、当日、霊柩車のステータスにて予約の内容が表示さ

れます 

予約可能：現時点、エンドユーザよりの予約で使用されていない状態になります 

予約済：エンドユーザより予約の当日の「予定開始日時」の状態になります 

お迎え中：「アプリ端末」で「出発」ボタンをクリックし、エンドユーザを迎えに行く時、エンドユーザをお

送る時の状態になります 

お待ち中：「アプリ端末」で「待ち」ボタンをクリックし、エンドユーザを待ち、長距離でお送り際の休憩

の時の状態になります 

③ マップの拡大・縮小用のボタンになります 

 

※４ それぞれの霊柩車にて、15.3「価格編集」をクリックすると、次の画面が表示され、エンドユーザに対

しての使用金額を編集できます。 
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 霊柩車の価格編集 

① 0~10km 最初の 10km の使用金額（税抜き）を設定 

② 次の 10km毎 ①の次で 10km毎の使用金額（税抜き）を設定 

③ キェンセル 前の画面に戻ります 

④ 保存 ①と②の設定する金額を保存します 

 

 

④で「保存」をクリックしたら、更新完了のメッセージが表示されます 
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1.2.4 予約案件管理 

エンドユーザよりの予約の管理画面になります。 

アクセスし方：「霊柩車管理」＞「予約案件管理」 

 

 

 予約案件管理 

① 状態 案件の状態で検索できます。状態に関して⑩にてご確認ください 

② 検索 ①の状態で検索します 

③ 番号 最後の注文が番号１に表示されます 

④ オーダーID エンドユーザの予約 ID になります 

⑤ 予約日時 エンドユーザが予約際の日時になります 

⑥ 最終更新日時 ⑩の各状態の変更時間になります 

 ⑦ 依頼者 エンドユーザ名になります 

⑧ 料金（円） 注文の金額（税込み）になります 

⑨ 徴収金額（円） エフネットの担当者に支払う金額になります（売上の 2%） 

⑩ 状態 返答待ち、キャンセル、案件お断り、業務中、無効、支払い待ち、

未払い、終了の８つ状態があります 

⑪ アクション 予約詳細情報を確認できます 
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※注意： 

※１ ⑩「状態」について、 

 

 予約案件の状態 

10.1 返答待ち エンドユーザが予約する時の状態になります 

※注意：予約をお断り又は、承認出来ます 

10.2 キェンセル 10.1でお断り又は、承認される前に、エンドユーザが予約をキャンセ

ルする時の状態になります 

10.3 案件お断り 10.1でエンドユーザの予約をお断りの状態になります 

※注意：予約をお断りする時、理由を入力する画面が表示され、

エンドユーザに理由を入力し、送信しなくてはいけません 

10.4 業務中 10.1でエンドユーザの予約を承認する時の状態になります 

10.5 無効 10.4の状態で、予約を無効にする時の状態になります 

※注意：予約を無効にする時、理由を入力する画面が表示さ

れ、エンドユーザに理由を入力し、送信しなくてはいけません 

また、安置所とのセットで予約の場合、安置所の予約も自動的に

無効されます 

10.6 支払い待ち 10.4の状態で、事前に、エンドユーザより利用金額を頂いてない場

合、エンドユーザを目的地までお送り終わった後、エンドユーザがカー

ドで支払い又は、現金で支払いたい場合、ドライバーは、「アプリ端

末」にて、「予約完了」 ＞ 「未払い」 ＞ 「終わり」ボタンをクリッ

クすることで、この「支払い待ち」の状態になり、後でドライバーより支

払い金額を確認できましたら、ウェブ上にて、⑪「詳細」 ＞ 「現金

受取確認」をクリックし、予約完了させて、 10.8「終了」になります 

※注意：時間がたってエンドユーザ又は、ドライバーより支払い金

額を確認できない場合、ウェブ上で、⑪「詳細」 ＞ 「未払いレポ

ート」をクリックします。この時、理由を入力する画面が表示され、エ

ンドユーザに理由、利用金額の請求情報などを入力し、送信してく

ださい 

10.7 未支払い 10.6の状態で、未払いレポートをする時の状態になります 

10.8 終了 エンドユーザから利用金額を頂いた後、アプリ端末又は、⑪「詳細」にて、「現金受

取確認」をクリックし、予約を完成させる時の状態になります 
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10.1「返答待ち」の状態で、⑪「詳細」をクリックしたら、次の画面が表示されます。 

 

 

「承認」をクリックしたら、承認メールが表示され、10.4「業務中」の状態になります。「お断り」をクリックした

ら、理由を入力する画面が表示され、理由を入力し、エンドユーザに送信します。他の状態でも同様に、

予約に関し、例外レポートや未払いなどをレポートする際、理由を入力し、エンドユーザに送信しなくてはい

けません。 

 

 

他の状態の詳細情報も上記の画像と同様に、「依頼者の情報、予約情報、個人情報、メッセージ、料

金、合計、状態」を確認出来ます。 
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10.8「終了」について、すでに、エンドユーザより、カード決済方法で利用金額を頂いた場合、エンドユーザ

をお送り終わった後、「アプリ端末」及び、ウェブ上で⑪「詳細」をクリックし、次の画面が表示され、「現金受

取確認」をクリックし、予約を完成させます。 
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1.2.5 レポート 

各予約が終了した後の詳細情報を確認できます。 

アクセスし方：「霊柩車管理」＞「レポート」 

 

 

 霊柩車予約のレポート 

① エクスポート 各予約終了の情報を .Csv ファイルに出力出来ます 

※注意：メモ帳にてファイルを確認できます 

② から この日から現在までの予約終了案件の検索 

③ まで ②から③までの間に全ての予約済み案件の検索 

④ 決済方法 クレジットカードと現金を選択出来、予約終了案件の検索 

⑤ 検索 ②から④までの条件で検索 

⑥ 番号 最後の予約終了案件が番号１になります 

 ⑦ 実績開始日時 実際にエンドユーザを迎える日時になります 

⑧ 実績終了時間 実際に送迎終了時間になります 

⑨ 運転手 運転手の名称になります 

⑩ 自動車登録番号票 霊柩車の名称になります 

⑪ 依頼者 エンドユーザの名称になります 

⑫ 車庫 ⑩の霊柩車の車庫の名称になります 

⑬ お迎え先 エンドユーザを迎える場所になります 

⑭ 目的地 エンドユーザを運送先の場所になります 

⑮ 距離(km) ⑬から⑭までの距離になります 

⑯ 料金（円・税込み） エンドユーザより頂いた金額になります 

⑰ 決済方法 エンドユーザよりのクレジットカードと現金の２つ種類があります 

⑱ アクション 予約終了案件の詳細情報を確認できます 
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※注意 

⑲で「詳細」をクリックしたら、次の詳細情報画面が表示されます。 

 

 

 

 予約終了の詳細情報 

① 依頼者の情報 エンドユーザ名、電話番号、メールアドレスの情報が表示されます 

② クレジットカード エンドユーザがクレジットカードで決済しました 

※注意：エンドユーザが現金で決済した場合、②で「現金」が表

示されます 

③ 予約情報 予定開始日時、実績開始日時などの情報が表示されます 

④ 戻る 前の画面に戻ります 
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2. 安置所 

2.1 サービス予約 

 

 

 

 安置所サービス登録 

① 安置所 「安置所」の左にチェックし、安置所サービスを提供します 

② 予約済オブジェック 予約予定の安置所の数を入力します 

③ 保存 入力のデータを保存します 

 

③で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます 
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プラン購入を完了させましたら、左画面にて「安置所管理」のメニューが表示されます。 

また、右に表示する各項目の詳細情報に関して、Ⅲ．オンラインプランのサービス予約の「操作の流れ」に

て確認できます。 
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2.2.1価格管理 

通知確認し、「安置所管理」メニューの「価格管理」を設定します。 

アクセスし方：「安置所管理」＞「価格管理」 

 

 

 価格管理 

① 24時間当たりの価格 エンドユーザに対しての使用金額を設定します 

② 保存 入力データを保存します 

 

※注意 

②で保存出来ました、次のメッセージが表示されます。また、入力金額は全安置所に適用されます。 
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2.2 詳細設定 

「通知」を確認し、安置所の設定を進めます。 

 

2.2.2施設管理 

通知確認し、「施設管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「安置所管理」＞「施設管理」＞「新規追加」 

 

 

 

「施設管理」にて、「新規追加」をクリックし、施設を登録します。 
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 安置所の施設管理情報登録 

① 画像 エンドユーザに見せる施設の画像アップロード 

② 住所 マップ上に表示する住所 

③ 安置所名 施設の名称を入力します 

④ 電話番号 施設電話番号を入力します 

⑤ 種類 宗教に応じて施設の種類を設定します 

※注意：「安置所」の場合、全ての宗教に適用されます 

⑥ 保存 ①から⑤までの入力データを保存します 

 

※注意 

※１ ①で枠内にクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。そこで、画像の保存先へ移動し、画像

を選択し、アップロードします。 

※２ ②で施設の住所を入力するには、手動で入力し、住所の結果が表示されたらこの住所を選ぶか、

又は右側のマップで住所先を左マウスでダッブルし、住所先を選べます。 
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施設管理の情報登録し、保存出来ましたら、次の画面が表示されます。 

 

 

 安置所の管理画面 

① 番号 最終に作成した安置所は番号１になります 

② 安置所名 作成した安置所の名称 

③ 住所 マップ上に表示される住所 

④ 電話番号 施設電話番号 

⑤ 状態 施設の状態状況 

※注意：無効になる場合、エンドユーザがこの安置所の全施設く

を予約できません 

⑥ アクション 施設の情報、編集または、有効・無効のアクションが出来ます  

6.1 詳細 施設の詳細情報の確認 

 6.2 編集 施設の情報の編集 

6.3 無効 施設を無効又は、有効にします 
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※注意 

※１ 6.1「詳細」をクリックすると、施設の詳細情報の画面が表示されます。 

 

 

右下に「編集」をクリックしたら、6.2「編集」をクリックすると同様に「住所」、「安置所名」、「電話番号」及び

「写真」をアップロード・編集できます。 
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編集情報を保存出来ましたら、安置所の画面に遷移し、編集成功のメッセージが表示されます。 
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※２ 6.3「無効」をクリックしたら、⑤「状態」にて「有効」から「無効」に変更されます。逆に、6.3「有効」を

クリックしたら、⑤「状態」にて「無効」から「有効」に変更されます。無効にする際、次のメッセージが表示さ

れます。 
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2.2.3 安置室管理 

 通知確認し、「安置室管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「安置所管理」＞「安置室管理」＞「新規追加」 

 

 

 

「安置室管理」画面にて、まず「新規追加」をクリックします。次の画面が表示され、安置室の詳細情報を

設定します。 

1 つの安置所には、いくつかの安置室を作成出来、エンドユーザが安置所のみ予約出来ます。 
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 安置室情報 

① 安置室 ID 安置室の番号、IDなどの入力 

② 安置室名 安置室の名称の入力 

③ 安置所 施設管理にて作成した安置所を選択します 

④ 状況 有効、又は無効を選択します 

⑤ プランタイプ オンラインのプランを選択します 

※注意：オフラインプランサービス登録しましたら、オフラインの選

択できます 

⑥ アカウント ID 安置室管理者の「アプリ端末」のアカウントを登録します。管理者

がこのアプリ端末を使用し、エンドユーザを入室・出室状態を確認

できます 

※注意：「アプリ端末」の利用に関して、別のマニュアルにて説明

します 

⑦ パスポート ⑥のアカウントのパスワードになります 

⑧ 保存 ①～⑦まで入力した情報を保存します 

⑨ キェンセル 前の画面に戻ります 
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※注意 

※１ ⑤でオフラインを選択した場合、⑥と⑦が無効になりますので、そのまま⑧「保存」か⑨「キェンセル」

に進んでください。 

 

※２ ⑧で保存ボタンをクリックすると、次の画面が表示され、「オンライン予約の使用済安置室数」が増

加します。 

 

 

 

 安置室の一覧 

① 安置所 施設管理にて作成した各安置所の選択 

② 安置室名 作成した安置所の名称で検索します 

③ 作成日（開始） この日から今まで作成した安置室を検索します 

④ 作成日（終了） この日のから遡って作成した安置室を検索します 

⑤ 検索 ①から④までの条件で検索します 

⑥ 番号 最後に作成した安置室が番号 1 に表示されます 

 ⑦ 安置室 ID 作成した安置室の ID が表示されます 

⑧ 作成日 安置室を作成した日です 

⑨ 安置室名 作成した安置室の名称になります 

⑩ 安置所 作成した安置室はどの安置所に所属するのか確認できます 

⑪ 状態 予約可能・予約済み・業務中の 3 つがあります 

※注意： 

予約可能：エンドユーザが予約出来る時の状態 

予約済み：エンドユーザよりの予約した時間になる時の状態 
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業務中：エンドユーザが来場し、「アプリ端末」にて、「入室」をクリックす

る時の状態 

⑫ 状況 有効又は無効になります 

⑬ プランタイプ 安置室を作成する時のプランが表示されます 

⑭ 24時間当たりの価格 「2.2.1価格管理」にて設定した金額が表示されます 

※注意：価格をクリックし、各安置室ずつの価格を編集できます 

⑮ アクション 安置室の詳細情報確認、編集できます 

15.1 詳細 安置室の詳細確認出来、状況を有効か無効を設定出来ます 

15.２ 編集 安置室の情報を編集できます 

※注意：アカウント ID を編集ができません 

 

▪ ⑭で金額をクリックすると、次の画面が表示され、金額を編集出来ます。 

 

 

▪15.1「詳細」をクリックすると、安置室の詳細情報が表示されます。また、状態を無効・有効に編集で

きます。 
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「アプリ端末」の情報にて、「パスコード」の番号が表示されます。「オーダーコード」と違って、このパスコード番

号を「アプリ端末」にて、入力したら、エンドユーザより全注文の詳細情報を確認できます。詳細は、「アプリ

端末」の別マニュアルにて説明します。 

 

▪15.2「編集」をクリックすると、次の画面が表示されます。 

アカウント ID の編集ができませんです。 

編集し終わったら、「更新」ボタンをクリックすると、入力情報が保存出来ます。 
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「キェンセル」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

また、 

▪「オフラインプラン」から「オンラインプラン」に変更する際、「Ⅲオンラインプランのサービス予約」の「作成

済オブジェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、

「予約済オブジェクト」の③にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 

▪「オンラインプラン」から「オフラインプラン」に変更する際、「アプリ端末」の情報を入力出来なくなります

（「アプリ端末」はオンラインプランのみ対応します。）また、「Ⅳオフラインのサービス予約」の「作成済オブジ

ェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、「予約

済オブジェクト」にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 
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安置室を作成完了する際、次の画面にて「作成済みオブジェクト」を確認できます。各項目の情報・意味

に関して、「Ⅲ．オンラインプランのサービス予約」の「操作の流れ」にて、確認できます。 

アクセスし方：「サービス提供設定」 ＞ 「サービス予約」 
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2.2.4 予約案件管理 

エンドユーザの注文状況を確認できます。 

アクセスし方：「安置所管理」＞「予約案件理」 

エンドユーザが安置所予約したら、予約案件管理にて各予約を管理できます。 

 

 

 予約案件管理 

① 状態 案件の状態で検索できます。状態に関して⑩にてご確認ください 

② 検索 ①の状態で検索します 

③ 番号 最後の注文が番号１に表示されます 

④ オーダーID エンドユーザの予約 ID になります 

⑤ 予約日時 エンドユーザが予約際の日時になります 

⑥ 最終更新日時 ⑩の各状態の変更時間になります 

 ⑦ 依頼者 エンドユーザ名になります 

⑧ 料金（円） 注文の金額（税込み）になります 

⑨ 徴収金額（円） エフネットの担当者に支払う金額になります（売上の 2%） 

⑩ 状態 画像のように業務中、無効、支払い待ち、未払い、終了の 5 つ

状態があります 

⑪ アクション 予約詳細情報を確認できます 
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※注意 

※１ ⑩の状態について、 

 予約案件の状態 

10.1 業務中 エンドユーザより予約が来ましたら、自動的に「業務中」の状態にな

ります 

10.2 無効 10.1状態で、予約を無効にする時の状態になります 

※注意：予約を無効にする時、理由を入力する画面が表示さ

れ、エンドユーザに理由を入力し、送信しなくてはいけません 

また、霊柩車とのセットで予約の場合、霊柩車の予約も自動的に

無効されます 

10.3 支払い待ち 10.1の状態で、「アプリ端末」にて、「入室」をクリックし、エンドユー

ザがサービスを利用した後、「出室」をクリックして、エンドユーザから

の利用金額の支払い待ちの状態になります 

※注意：ウェブ上で、「詳細」をクリックし、未払いレポートをすること

が出来ます。未払いレポートをする時、理由を入力する画面が表

示され、エンドユーザに理由を入力し、送信しなくてはいけません 

10.4 未支払い 10.3の状態で、未払いレポートをする時の状態になります 

10.5 終了 10.3の状態で、エンドユーザよい利用金額を頂いた時の状態にな

ります 

 

 

 

※２ ⑪「詳細」をクリックしたら、予約案件の詳細情報画面が表示されます。「業務中、支払い待ち」の

状態の際、右下に予約を断るための「例外レポート、未払いレポート」ボタンがあります。 
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 予約案件の詳細情報 

① 依頼者の情報 名前、電話番号、メールアドレスの情報が表示されます 

② オーダーコード 「アプリ端末」にて、予約情報の確認用の番号になります 

※注意：1 つの予約ずつ、１つのオーダーコードが生成されるた

め、「アプリ端末」にて、オーダーコードを入力すると、その予約の情

報のみ確認できます 

詳細は別マニュアルにて説明します 

③ 予約情報 予定到着日時、予定期間、安置室 ID、安置室名の情報が表

示されます 

④ 故人情報 故人名、体重、メッセージの情報が表示されます 

⑤ 料金、合計 税抜き金額と合計金額（税込み）の情報が表示されます 

⑥ 状態 業務中、無効、支払い待ち、未払い、終了の 5 つの状態があり

ます 

⑦ 未払いレポート・例外レポート 予約を断るためのボタンになり、クリックしたら、理由を入力するダイ

アログが表示され、エンドユーザに対しての断る理由を入力します 

※注意：無効、未払い、終了の状態はこのボタンが表示されま

せん 
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2.2.5 レポート 

各予約が終了した後の詳細情報を確認できます。 

アクセスし方：「安置所管理」＞「レポート」 

 

 

 

 安置所予約のレポート 

① エクスポート 各予約終了の情報を .Csv ファイルに出力出来ます 

※注意：メモ帳にてファイルを確認できます 

② から この日から現在までの予約終了案件の検索 

③ まで ②から③までの間に全ての予約済み案件の検索 

④ 決済方法 クレジットカードと現金を選択出来、予約終了案件の検索 

⑤ 検索 ②から④までの条件で検索 

⑥ 番号 最後の予約終了案件が番号１になります 

 ⑦ 実績開始日時 エンドユーザが予約する日時になります 

⑧ 実績終了時間 エンドユーザが最後に予約する日時になります 

⑨ 安置室 ID 安置室管理にて作成した安置室 ID になります 

⑩ 依頼者 エンドユーザ名になります 

⑪ 料金（円・税込み） エンドユーザから頂いた料金になります 

⑫ 決済方法 エンドユーザよりのクレジットカードと現金の２つ種類があります 

⑬ アクション 予約終了案件の詳細情報を確認できます 
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※注意 

⑭で「詳細」をクリックしたら、次の詳細情報画面が表示されます。 

 

 

 予約終了の詳細情報 

① 依頼者の情報 エンドユーザ名、電話番号、メールアドレスの情報が表示されます 

② クレジットカード エンドユーザがクレジットカードで決済しました 

※注意：エンドユーザが現金で決済した場合、②で「現金」が表

示されます 

③ 予約情報 予定開始日時、実績開始日時などの情報が表示されます 

④ 戻る 前の画面に戻ります 
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3．葬儀場及び火葬場 

提供するサービスに応じて 2 つのサービスを登録できます、又は 2 つのサービスのうちに一つのサービスを登

録できます。以下は葬儀場と火葬場の両方を提供する場合の設定マニュアルになります。 

3.1「葬儀場」サービス予約 

 

 

 葬儀場のサービス 

① 葬儀場 「葬儀場」の左にチェックし、葬儀場サービスを提供します 

② 予約済オブジェクト 予約予定の葬儀場の数を入力します 

③ 保存 入力のデータを保存します 

 

③で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます。 
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プラン購入を完了させましたら、左画面にて「葬儀管理」のメニューが表示されます。 

また、右に表示する各項目の詳細情報に関して、Ⅲ．オンラインプランのサービス予約の「操作の流れ」に

て確認できます。 
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3.2「火葬場」サービス予約 

 

 

 葬儀場のサービス 

① 火葬場のチェックボックス 「火葬場」の左にチェックし、火葬場サービスを提供します 

② 予約済オブジェクト 予約予定の葬儀場の数を入力します 

③ 保存 入力のデータを保存します 

 

③で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます 
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プラン購入を完了させましたら、次の画面が表示され、各項目の詳細情報に関して、Ⅲ．オンラインプラン

のサービス予約の「操作の流れ」にて確認できます。 
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3.3詳細設定 

「通知」を確認し、葬儀場及び火葬場の設定を進めます。 

 

 

 

3.3.1価格管理 

通知確認し、「葬儀管理」メニューの「価格管理」を設定します。 

アクセスし方：「葬儀管理」＞「価格管理」 

 

 

 価格設定 

① フルセットの価格 通夜から告別、出棺、及び火葬までの価格になります 

② 葬儀のみの価格 通夜、告別及び出棺までの価格になります 

③ 火葬のみの価格 火葬のみの価格になります 

④ 保存 ①から③までの入力値を保存します 
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※注意： 

※１ ①、②．③共に入力値は８数字以下になり、全部の価格を記入する必要があります（葬儀場と

火葬場の両方とも提供するためです）。 

また、ここで設定した価格は、全施設の各式場と火葬炉に適用されます。 

 

※２ ④で保存出来ました、次のメッセージが表示されます。 
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3.3.2葬儀場管理 

3.3.2.1施設管理 

 

「施設管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「葬儀管理」＞「葬儀場管理」＞「施設管理」＞「新規追加」 

 

 

 

「施設管理」にて、「新規追加」をクリックし、施設を登録します。 
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 葬儀場の施設管理情報登録 

① 画像 エンドユーザに見せる葬儀場の画像アップロードし、最大 3枚まで 

② 葬儀場名 葬儀場名の名称を入力します 

③ 住所 葬儀場の住所を入力します 

④ 電話番号 施設電話番号を入力します 

⑤ 作成 ①から④までの情報を作成・保存します 

 

※注意 

※１ ①で枠内にクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。そこで、画像の保存先へ移動し、画像

を選択し、アップロードします。 

 

※２ ③で施設の住所を入力するには、手動で入力し、住所の結果が表示されたらこの住所を選ぶか、

又は、右側のマップで住所先を左マウスでダッブルし、住所先を選べます。 
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施設管理の情報登録し、⑤で作成、保存出来ましたら、次の画面が表示されます。 

 

 

 葬儀場の一覧 

① 状態 全て・有効・無効を選択し、検索出来ます 

② 葬儀場名 作成した葬儀場の名称で検索します 

③ 検索 ①から②までの条件で検索します 

④ 番号 最後に作成した葬儀場が番号 1 に表示されます 

⑤ 葬儀場名 作成した葬儀場の名称になります 

⑥ 住所 葬儀場の住所はマップ上に表示される住所になります 

⑦ 電話番号 葬儀場の電話番号になり、マップ上に表示されます 

⑧ 状態 葬儀場の状態状況 

※注意：無効になる場合、エンドユーザが葬儀場にある式場を予約

できません 

⑨ アクション 葬儀場の詳細情報確認、編集できます 

9.1 詳細 葬儀場の詳細確認出来、状態を有効か無効を設定出来ます 

9.2 編集 画像、住所、葬儀場名、電話番号、状態」を更新・編集できます 
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※注意： 

※１ 9.1「詳細」をクリックしたら、葬儀場情報画面が表示されます。 

 

 

 

・「戻る」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

・「無効」をクリックしたら、「状態」にて「有効」から「無効」に変更出来ます。逆に「状態」は無効になる時、

右下に「有効」のボタンが表示され、クリックしたら、状態を有効に出来ます。状態変更した後、メッセージが

表示され、「はい」をクリックし、状態変更を終了させます。 
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※２ 9.2「編集」をクリックしたら、次の画面が表示されます。 

 

 

 

編集箇所を入力し「保存」をクリックすると、編集完了し、「葬儀場の一覧」の画面に遷移し、更新完了の

メッセージが表示されます。 
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3.3.2.2式場管理 

「式場管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「葬儀管理」「葬儀場管理」＞「式場管理」＞「新規追加」 

 

 

 

 

「式場管理」画面にて、まず「式場追加」をクリックします。次の画面が表示され、式場の詳細情報を設定

します。 

「施設管理」画面にて作成した施設の中には、いくつかの式場を作成出来、エンドユーザが式場のみ予約

出来ます。 
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 式場情報 

① 画像 エンドユーザに見せる式場の画像アップロード 

② 式場 ID 式場 I の番号、IDなどの入力 

③ 式場名 式場の名称を入力します 

④ 葬儀場名 作成した葬儀場名を選択します 

4.1 葬儀のみの価格 葬儀のみの単価を入力します 

※通夜、告別および出棺まで含まります。 

価格管理での価格と違う価格を設定したい場合（この設定価格

を最優先します） 

4.2 フルセット価格 フルセット単価を入力します 

※通夜から告別、出棺、そして火葬まで含まります 

価格管理での価格と違う価格を設定したい場合（この設定価格

を優先します） 

⑤ プランタイプ オンラインを選択します 

※注意：オフラインプランサービス登録しましたら、オフラインの選

択できます 

⑥ 人数（最大） 部屋に収容できる最大人数を入力します。（最大は 10000

人、最小は１人） 

⑦ 作成 ①から⑥までの情報を作成・保存します 
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式場の情報登録し、⑦で作成、保存出来ましたら、次の画面が表示されオンライン予約の使用済式場の

室数が増加しされます。 

  

 

 

 式場の一覧 

① 葬儀場名 作成された各葬儀場の式場を検索 

② 式場名 作成した式場の名称で検索します 

③ 作成日（開始） この日から今まで作成した葬儀場の式場を検索します 

④ 作成日（終了） この日のから遡って作成した葬儀場の式場を検索します 

⑤ 検索 ① から④までの条件で検索します 

⑥ 番号 最後に作成した葬儀場の式場が番号 1 に表示されます 

⑦ 式場 ID 作成した式場 ID が表示されます 

⑧ 作成日 葬儀場の式場を作成した日です 

⑨ 式場名 作成した葬儀場の式場の名称になります 

⑩ 葬儀場名 ①と同様で葬儀場名の名称になります 

⑪ 状態 予約可能、業務中、予約済の３つの状態になります 

⑫ 状況 有効・無効になります。詳細は下記の注意にて確認できます 

⑬ プランタイプ オンラインのプランを選択します 

※注意：オフラインプランサービス登録しましたら、オフラインの選

択できます 

⑭ 葬儀のみ価格（円） 通夜、告別および出棺まで含まる単価 

⑮ フルセット単価（円） 通夜から告別、出棺、そして火葬まで含まる単価 
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⑯ アクション 式場の詳細情報確認、編集できます 

16.1 詳細 式場の詳細確認出来、状態を有効か無効を設定出来ます 

16.2 編集 画像、式場 ID、葬儀のみの価格、式場名、フルセット価格、葬

儀場名、プランタイプ、状況、人数」を更新・編集できます 

 

※注意： 

※１ ⑪「状態」について 

状態 

予約可能 現時点、まだエンドユーザよりの予約が無い状態になります 

予約済 予定開始日時になった時に、葬儀予約案件の一覧で「入室」ボタンをクリックしないと「予約

済」の状態になります。 

業務中 葬儀予約案件の一覧で「入室」ボタンをクリックしたら、「業務中」状態になります 

 

※２ ⑭、⑮で単価をクリックすると、単価編集のポップアップ画面が表示されます。 

 

 

 

・「キャンセル」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

・「保存」をクリックすると、保存成功のメッセージが表示されます。 
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※３ 16.1「詳細」をクリックすると、式場の詳細情報が表示されます。また、状態を無効・有効に編集で

きます。 

 

 

「戻る」をクリックしたら、前の画面に戻ります。「無効」をクリックしたら、「状態」にて「有効」から「無効」に変

更出来ます。逆に「状態」は無効になる時、右下に「有効」のボタンが表示され、クリックしたら、状態を有

効に出来ます。状態変更した後、メッセージが表示され、「はい」をクリックし、状態変更を終了させます。 

 



 

74 
 

 

 

 

16.2「編集」をクリックしたら、次の画面が表示されます。 

 

 

編集箇所を入力し「保存」をクリックすると、編集完了し、「式場の一覧」の画面に遷移し、更新完了のメッ

セージが表示されます。 

ただし、 

▪「オンラインプラン」から「オフラインプラン」に変更する際、「Ⅳオフラインのサービス予約」の「作成済オブ

ジェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、「予約

済オブジェクト」にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 
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▪「オフラインプラン」から「オンラインプラン」に変更する際、「作成済オブジェクト」にて、作成済の数は予

約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、「予約済オブジェクト」にて、予約済み

オブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 
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3.3.3火葬場管理 

3.3.3.1施設管理 

 

「施設管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「葬儀管理」＞「火葬場管理」＞「施設管理」＞「新規追加」  

 

 

 

 

「施設管理」にて、「新規追加」をクリックし、施設を登録します。 
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 新規追加 

① 画像 エンドユーザに見せる火葬場の画像アップロード 

② 火葬場名 火葬場の名称を入力します 

③ 住所 火葬場の住所を入力します 

④ 電話番号 施設電話番号を入力します 

⑤ 作成 ①から④までの情報を作成します 
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施設管理の情報登録し、⑤で作成出来ましたら、メッセージが表示されます。 

 

 

 

 火葬場の一覧 

① 状態 全て・有効・無効を選択し、検索出来ます 

② 火葬場名 作成した葬儀場の名称で検索します 

③ 検索 ①から②までの条件で検索します 

④ 番号 最後に作成した火葬場が番号 1 に表示されます 

⑤ 火葬場名 作成した火葬場の名称になります 

⑥ 住所 火葬場の住所はマップ上に表示される住所になります 

⑦ 電話番号 火葬場の電話番号になり、マップ上に表示されます 

⑧ 状態 葬儀場の状態状況 

※注意：無効になる場合、エンドユーザが火葬場にある火葬炉

さあ子を予約できません 

⑨ アクション 火葬場の詳細情報確認、編集できます 

9.1 詳細 火葬場の詳細確認出来、状態を有効か無効を設定出来ます 

9.2 編集 「画像、葬儀場名、住所、電話番号、状態」を更新出来ます 
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※ 9.1「詳細」をクリックしたら、次の画面が表示されます。 

 

 

 

・「戻る」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

・「無効」をクリックしたら、「状態」にて「有効」から「無効」に変更出来ます。逆に「状態」は無効になる時、

右下に「有効」のボタンが表示され、クリックしたら、状態を有効に出来ます。状態変更した後、メッセージが

表示され、「はい」をクリックし、状態変更を終了させます。 
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※２ 9.2「編集」をクリックしたら、次の画面が表示されます。 

 

 

編集箇所を入力し「保存」をクリックすると、編集完了し、「火葬場の一覧」の画面に遷移し、更新完了の

メッセージが表示されます。 
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3.3.3.2火葬炉管理 

「火葬炉管理」メニューの「火葬炉追加」を設定します。 

アクセスし方：「葬儀管理」＞「火葬場管理」＞「火葬炉管理」＞「火葬炉追加」 

 

 

 

「火葬炉管理」画面にて、まず「火葬炉追加」をクリックします。次の画面が表示され、火葬炉の詳細情報

を設定します。 

「施設管理」画面にて作成した施設の中には、いくつかの火葬炉を作成出来、エンドユーザが式場のみ予

約出来ます。 
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 火葬炉情報 

① 画像 エンドユーザに見せる火葬炉の画像アップロード 

② 火葬炉 ID 火葬炉の番号、IDなどの入力 

③ 火葬炉名 火葬炉の名称を入力します 

④ 火葬場名 作成した火葬場を選択します 

4.1 火葬のみの価格 火葬のみ含まれる単価の入力 

⑤ プランタイプ オンラインを選択します 

※注意：オフラインプランサービス登録しましたら、オフラインの選

択できます 

⑥ 作成 ①から⑤までの情報を作成・保存します 

 

火葬炉の情報登録し、⑥で作成、保存出来ましたら、次の画面が表示され、オンライン予約の使用済火

葬炉の基数が増加します。 
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 火葬炉の一覧 

① 火葬場名 作成した火葬場の火葬炉を検索 

② 火葬炉名 作成した火葬炉の名称で検索します 

③ 作成日（開始） この日から今まで作成した火葬炉を検索します 

④ 作成日（終了） この日のから遡って作成した火葬炉を検索します 

⑤ 検索 ①から④までの条件で検索します 

⑥ 番号 最後に作成した火葬炉が番号 1 に表示されます 

⑦ 火葬炉 ID 作成した火葬炉 ID が表示されます 

⑧ 作成日 火葬炉を作成した日になります 

⑨ 火葬炉名 作成した火葬炉の名称になります 

⑩ 火葬場名 ①と同様で火葬場の名称になります 

⑪ 状態 予約可能、業務中、予約済の３つの状態になります 

⑫ 状況 有効・無効になります 

※注意：「無効」の際、エンドユーザが火葬炉予約できません 

⑬ プランタイプ 火葬炉を作成する時のプランが表示されます 

⑭ 火葬のみの価格（円） 火葬のみ含まれる単価 

※火葬のみの価格が変更出来ます 

⑮ アクション 火葬炉の詳細情報確認、編集できます 

15.1 詳細 火葬炉の詳細確認出来、状況を有効か無効を設定出来ます 

15.2 編集 火葬炉の情報を編集できます 
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※注意： 

※１ ⑪「状態」について 

状態 

予約可能 現時点、まだエンドユーザよりの予約が無く、使用していない状態になります 

予約済 予定開始日時になった時に、葬儀予約案件の一覧で「入炉」ボタンをクリックしないと「予約

済」の状態になります 

業務中 葬儀予約案件の一覧で「入炉」ボタンをクリックしたら、「業務中」状態になります 

 

※２ ⑭で単価をクリックすると、単価編集のポップアップ画面が表示されます。 

 

 

・「キャンセル」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

・「保存」をクリックすると、メッセージが表示されます 
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※３ 15.1「詳細」をクリックしたら、火葬炉情報画面が表示されます。また、状態を無効・有効に編集で

きます。 

 

 

 

・「戻る」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

・「無効」をクリックしたら、「状態」にて「有効」から「無効」に変更出来ます。逆に「状態」は「無効」になる

時、右下に「有効」のボタンが表示され、クリックしたら、状態を有効に出来ます。状態変更した後、メッセー

ジが表示され、「ok」をクリックし、状態変更を終了させます。 

 

 

 

15.2「編集」をクリックしたら、編集画面が表示され、「画像、火葬炉 ID、火葬炉名、火葬場、プランタイ

プ、状況、葬儀のみの価格を更新出来ます。 

ただし、 
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▪「オンラインプラン」から「オフラインプラン」に変更する際、「Ⅳオフラインのサービス予約」の「作成済オブ

ジェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、「予約

済オブジェクト」にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 

▪「オフラインプラン」から「オンラインプラン」に変更する際、「Ⅲオンラインプランのサービス予約」の「作成

済オブジェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、

「予約済オブジェクト」にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 

 

 

 

編集箇所を入力し「保存」をクリックすると、編集完了し、「式場の一覧」の画面に遷移し、更新完了のメッ

セージが表示されます。 
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3.3.4 スケジュール管理 

「スケジュール管理」メニューのスケジュールを設定します。 

 

3.3.4.1葬儀のスケジュール 

アクセスし方：「葬儀管理」＞「スケジュール管理」＞「葬儀のスケジュール」タブ＞「新規追加」 

エンドユーザーが葬儀を予約できるため、ウェブサイトに各時間枠を設定します。 

 

 

 

 

「新規追加」ボタンをクリックすると、「時間枠追加」画面が表示されます。 
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  時間枠追加 

① 時間帯名 時間帯の名称を入力します 

② 通夜 通夜の時間を選択します（任意） 

※通夜は 1日目 

次の儀式の時間は前の儀式の時間より後になければなりません( 予定火葬

終了時間 > 火葬 > 出棺 > 告別) 

③ 告別 告別の時間を選択します 

※告別は２日目 

④ 出棺 出棺の時間を選択します 

※出棺は２日目 

⑤ 火葬 火葬の時間を選択します（任意） 

※火葬は２日目 

⑥ 予定火葬終了

時間 

予定火葬終了時間を選択します 

※予定火葬終了時間は２日目 

⑦ 適用施設 時間枠を適用したい施設の名称を入力 

⑧ キャンセル 「キャンセル」ボタンを押すと時間帯の一覧画面に戻ります 

⑨ 作成 ①から⑧までの情報を作成、保存できます 

 

⑨で作成、保存出来ましたら、メッセージが表示されます。 

 

 

 

  時間枠追加 

① 番号 最終に作成した葬儀のスケジュールは番号１になります 

② 時間枠 時間帯の名称になります 
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③ 時間 作成した各葬式の時間が表示されます 

④ 適用施設 ②の時間枠を適用した施設になります 

⑤ アクション 時間枠の編集又は、削除できます 

5.1 編集 葬儀のスケジュールの情報の編集 

5.2 削除 葬儀のスケジュールの情報の削除 

 

※注意 

※１ 5.1「編集」をクリックすると、葬儀のスケジュールの情報を編集する画面が表示され、「時間帯名、

通夜、告別、出棺、火葬, 予定火葬終了時間, 適用施設」を編集でき、右下に「保存」をクリックすると、編

集情報を保存できます。 

 

・「キャンセル」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

 

・保存出来ましたら、メッセージが表示され、時間帯の一覧の画面に遷移します。 
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※2 5.2「削除」をクリックすると、メッセージが表示され、「確認」をクリックすると、葬儀のスケジュールの情

報を削除できます（ただし、この時間帯は、エンドユーザよりの予約が入っていないこと）。 

 

 

 

・「キャンセル」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

・「確認」をクリックしたら、時間帯の一覧の画面に遷移し、削除成功のメッセージが表示されます。 

 

 

  



 

91 
 

3.3.4.2 火葬スケジュール 

アクセスし方：「葬儀管理」＞「スケジュール管理」＞「火葬スケジュール」タブ 

ここで設定された時間枠はユーザーが適切な時間を選択できるようにウェブサイトに表示されます。 

 

 

 

・「次の予約案件のための準備時間：」で時間希望を入力します 

・「保存」をクリックすると、メッセージが表示されます。 

 

 

 

「新規追加」をクリックすると、次の時間枠追加画面が表示されます。 
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  時間枠追加 

① 時間帯名 時間帯の名称を入力します 

② 開始時間 開始の時間を選択します 

③ 終了時間 終了の時間を選択します 

④ 各時間枠の間の期間 各時間枠の間の期間を選択します 

⑤ 適用施設 時間枠を適用する各施設を入力 

⑥ キャンセル キャンセルをクリックすると時間帯の一覧画面に戻ります 

⑦ 作成 ①から⑤までの情報を作成できます 

 

例：契約者から以下の時間を設定します 

開始時間：6:00、終了時間：23:00、各時間枠の間の期間：60分 

→エンドユーザーから以下の一覧が表示されます 

6:00 12:00 18:00 

7:00 13:00 19:00 

8:00 14:00 20:00 

9:00 15:00 21:00 

10:00 16:00 22:00 

11:00 17:00 23:00 
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・「キャンセル」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

・「作成」をクリックしたら、完了のメッセージが表示されます。 

 

 

 

  時間枠追加 

① 番号 最終に作成した火葬スケジュールは番号１になります 

② 時間枠 時間帯の名称になります。 

③ 時間 選択した時間が表示されます 

④ 頻度 火葬する度に掛かる時間を設定します 

⑤ 適用施設 時間枠を適用する各施設を入力 

⑥ アクション 時間枠の編集又は、削除できます 

6.1 編集 火葬スケジュールの情報の編集 

6.2 削除 火葬スケジュールの情報の削除 

 

※注意 

※1 6.1「編集」をクリックすると、次の火葬スケジュールの情報を編集する画面が表示され、「時間帯名、

開始時、終了時、各時間枠の間の期間、適用施設」を編集でき、右下に「保存」をクリックすると、編集

情報を保存できます。 

又、「キャンセル」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 
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「保存」をクリックすると、時間帯の一覧の画面に遷移し、編集成功のメッセージが表示されます。 

 

 

 

※2 6.2「削除」をクリックすると、火葬スケジュールの情報を削除する画面が表示され、「確認」をクリック

すると、葬儀のスケジュールの情報を削除できます（ただし、この時間枠は、エンドユーザよりの予約が入っ

てないこと）。 
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・「キャンセル」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

・「確認」ボタンを押したら、時間帯の一覧の画面に遷移し、削除成功のメッセージが表示されます。 
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3.3.4.3 火葬休業日 

アクセスし方：「葬儀管理」＞「スケジュール管理」＞「火葬休業日」タブ 

 

 

 

  火葬休業日 

① 友引設定 火葬の休業日は設定されている友引日を適用するかどうかの選択 

② 月 月を選択し、火葬休業日を検索出来ます 

③ 年 ②とセットで選択し、火葬休業日を検索出来ます 

④ 今日 現時点の年月がカレンダー上に表示されます 

 

注意： 

「友引設定」をクリックすると、「友引設定」の画面が表示され、「キャンセル」をクリックしたら、前の画面に戻

ります。 
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又、「適用」ボタンをクリックすると、全ての友引日は休日に設定され、次の画面が表示されます。 

 

 

 

友引を設定しない場合：「友引設定」をクリックすると、次の画面が表示されます。 

 

 

 

「削除」ボタンをクリックすると、全ての友引日の休日が削除され、次の画面が表示されます。 
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カレンダーで希望休日を選択すれば、「火葬休業日の設定」画面がが表示されます。 

 

 

 

  火葬休業日の設定 

① タイトル 休業日のタイトルを入力します 

② 繰り返し 時間の繰り返することを選択します 

③ キャンセル 「キャンセル」ボタンを押すと時間帯の一覧画面に戻ります 

④ 作成 ①から②までの情報を作成できます 
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・「キャンセル」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

・「作成」ボタンを押したら、火葬休業日成功のメッセージが表示され、次の画面が表示されます。 

 

 

 

3.3.5 予約案件管理 

エンドユーザの注文状況を確認できます。 

アクセスし方：「葬儀管理」＞「予約案件理」 
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 予約案件管理 

① 状態 案件の状態で検索できます。状態に関して⑩にてご確認ください 

② 検索 ①の状態で検索します 

③ 番号 最後の注文が番号に表示されます 

④ オーダーID エンドユーザの予約 ID になります 

⑤ 予約日時 エンドユーザが予約際の日時になります 

⑥ 最終更新日時 エンドユーザが最後の予約日時になります 

 ⑦ 依頼者 エンドユーザ名になります 

⑧ 予約サービス エンドユーザーが予約した式場、火葬炉になります 

⑨ 料金（円） 注文の金額（税込み）になります 

⑩ 徴収金額（円） エフネットの担当者に支払う金額になります（売上の 2%）  

⑪ 状態 返答待ち、キャンセル、案件お断り、業務中、無効、支払い待

ち、未払い、終了の 8 つ状態があります 

⑫ アクション 予約詳細情報、名札名を確認できます 

12.1 詳細 各注文の詳細を表示できます 

12.2 名札名 「名札名」ボタンをクリックすると名札名を表示できます 
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※注意 

※１ ⑪「状態」について、 

 

 予約案件の状態 

11.1 返答待ち エンドユーザが予約する時の状態になります 

※注意：予約をお断り又は、承認出来ます 

11.2 キェンセル 11.1でお断り又は、承認される前に、エンドユーザが予約をキャンセ

ルする時の状態になります 

11.3 案件お断り 11.1でエンドユーザの予約をお断りの状態になります 

※注意：予約をお断りする時、理由を入力する画面が表示され、

エンドユーザに理由を入力し、送信しなくてはいけません 

11.4 業務中 11.1でエンドユーザの予約を承認する時の状態になります 

11.5 無効 11.4の状態で、予約を無効にする時の状態になります 

※注意：予約を無効にする時、理由を入力する画面が表示さ

れ、エンドユーザに理由を入力し、送信しなくてはいけません 

また、安置所とのセットで予約の場合、安置所の予約も自動的に

無効されます 

11.6 支払い待ち 注文終了期間（葬儀予約案件の一覧の予約情報の「出室」ボタ

ンをクリックすると、予約案件管理で状態は「支払い待ち」になりま

す） 

※注意：ウェブ上で、⑪「詳細」 ＞ 「未払いレポート」をクリックし

ます。この時、理由を入力する画面が表示され、エンドユーザに理

由、利用金額の請求などを入力し、送信してください 

11.7 未支払い 11.6の状態で、未払いレポートをする時の状態になります 

11.8 終了 エンドユーザから利用金額を頂いた後、アプリ端末又は、⑪「詳細」

にて、「現金受取確認」をクリックし、予約を完成させる時の状態に

なります 

 

 

※２ 12.1「詳細」をクリックしたら、予約案件の詳細情報画面が表示されます。「業務中、支払い待ち」

の状態の際、右下に予約を断るための「例外レポート、未払いレポート、支払い確認」ボタンがあります。 
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 葬儀予約案件の一覧 

① 依頼者の情報 名前、電話番号、メールアドレスの情報が表示されます 

② オーダーID オーダーIDはシステムより自動的に生成されます 

③ 予約情報 葬儀場情報と予約時間が表示されます 

3.1 「入室」ボタン 「入室」ボタンをクリックしたら、「業務中」状態になります 

※注意：火葬炉管理の場合は「入炉」ボタンをクリックすると、

「業務中」状態になります。 

④ 追加情報 故人名、体重、メッセージの情報が表示されます 

⑤ 料金、合計 税抜き金額と合計金額（税込み）の情報が表示されます 
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⑥ 状態 キャンセル、案件お断り、業務中、無効、支払い待ち、未払い、

終了の 8 つの状態があります 

⑦ 税金 10% 税金の情報が表示されます 

⑧ 未払いレポート・例外レポー

ト・支払い確認 

・予約を断るためのボタンになり、クリックしたら、理由を入力するダ

イアログが表示され、エンドユーザに対しての断る理由を入力しま

す 

・支払い確認を押すとポップアップが表示され、「OK」ボタンをクリッ

クしたら、状態「終了」になります。 

※注意：無効、未払い、終了の状態はこのボタンが表示されま

せん 

    

・「3.1」は「入室」ボタンをクリックするとメッセージが表示します。 

 

 

・「キャンセル」ボタンをクリックすると前の画面に戻ります。 

・「はい」ボタンをクリックすると、次の画面に表示され「入室」を「出室」に変更し、状態は営業中のままで

す。 
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「出室」をクリックすると、次の画面が表示されます（この「出室」ボタンは、エンドユーザの予約を完了させる

ためです）。 
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・「キャンセル」ボタンを押すと、前の画面に戻ります。 

・「はい」ボタンをクリックすると、「葬儀予約案件の一覧」画面に移動します。状態は「営業中」を「支払い

待ち」に変更されます。 
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4.宗教サービス 

4.1 サービス予約 

 

 

 宗教サービス予約 

① 宗教サービス 「宗教サービス」の左にクリックし、宗教サービスを提供します 

② 予約済オブジェクト 予約予定の宗教の人数を入力し、入力値は 1000以下にする

必要があります 

③ 保存 入力のデータを保存します 

 

③で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます。 
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プラン購入を完了させましたら、左画面にて「宗教サービス管理」のメニューが表示されます。 

また、右に表示する各項目の詳細情報に関して、Ⅲ．オンラインプランのサービス予約の「操作の流れ」に

て確認できます。 

 

 

 

4.2 詳細設定 

「通知」を確認し、宗教サービスの設定を進めます。 
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4.2.1 価格管理 

通知確認し、「宗教サービス管理」メニューの「価格管理」を設定します。 

アクセスし方：「宗教サービス管理」＞「価格管理」 
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 価格設定 

① 消費税（10%）適用 ▪ 課税のラジオをチェックする場合：エンドユーザに対し、注文の

金額に消費税（10％）を適用します 

▪ 非課税のラジオをチェックする場合：エンドユーザに対し、注文

の金額に消費税（10％）を適用しません 

② 葬儀費用設定 エンドユーザに対しての使用金額になります 

※注意：葬儀と合わせて初七日の読経を提供する場合は初七

日費用が含まれる葬儀費用を指定する必要があります。また 3

つのオプションのうち少なくとも一つを入力する必要があります 

2.1 火葬式 （火葬場での読

経） 

火葬場での読経の単価を入力します 

2.2 一日葬 （告別式・火葬場

での読経） 

告別式及び火葬場での読経の単価を入力します 

 

2.3 家族葬・一般葬 （お通夜・

告別式・火葬場での読経） 

お通夜、告別式及び火葬場での読経の単価を入力します 

 

③ 法要費用設定（仏教の

み） 

宗教業務者（仏教のみ）を提供する場合、「提供」を選択し、

儀式の費用を入力します 

※注意：13 つのオプションのうち少なくとも一つを入力する必要

があります 

3.1 四十九日法事 四十九日法事の単価を入力します 

3.2 初盆・新盆 初盆・新盆の単価を入力します 

3.3 お彼岸 お彼岸の単価を入力します 

3.4 納骨法事 納骨法事の単価を入力します 

3.5 一周忌法事 一周忌法事の単価を入力します 

3.6 三回忌法事 三回忌法事の単価を入力します 

3.7 七回忌法事 七回忌法事の単価を入力します 

3.8 十三回忌法事 十三回忌法事の単価を入力します 

3.9 十七回忌法事 十七回忌法事の単価を入力します 

3.10 二十三回忌法事 二十三回忌法事の単価を入力します 

3.11 三十三回忌法事 三十三回忌法事の単価を入力します 

3.12 三十七回忌法事 三十七回忌法事の単価を入力します 

3.13 五十回忌法事 五十回忌法事の単価を入力します 
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④ 戒名料設定（仏教のみ） 仏教名を提供する場合（仏教でのみ）、「提供」を選択し、各当す

る金額を入力します 

4.1 院居士、院大姉 院居士、院大姉の単価を入力します 

4.2 居士、大姉 居士、大姉の単価を入力します 

4.3 信士、信女 信士、信女の単価を入力します 

⑤ 「保存」ボタン ①から④までの情報を保存 

※正常になる場合は「サービス料金が正常に更新されました。」メ

ッセージが表示します（以下の画像をご参照ください） 

 

※注意 

※１ 「2.1」、「2.2」、「2.3」にて、入力値は 8数字以下になります。 

 

※２ ⑤で保存出来ました、次のメッセージが表示されます。 
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4.2.2施設管理 

通知確認し、「施設管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「宗教サービス管理」＞「施設管理」＞「新規追加」 

 

 

 

「施設管理」にて、「新規追加」をクリックし、施設を登録します。 
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 新規追加 

① 画像 エンドユーザに見せる宗教の画像アップロード 

※最大 3枚の写真 

② 施設名 施設名の名称を入力します 

③ 種類 宗教施設の 4種類のうちの 1 つを選択します（寺院、神社、教

会、モスク） 

④ 住所 宗教の住所を入力します 

⑤ 電話番号 宗教の電話番号を入力します 

⑥ 「保存」ボタン ①から⑥までの情報を保存 

※正常になる場合は葬儀場の一覧画面で「葬儀場が正常に作

成されました。」メッセージが表示します（以下の画像をご参照く

ださい） 

 

 

※注意 

※１ ①で枠内にクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。そこで、画像の保存先へ移動し、画像

を選択し、アップロードします。 

  



 

113 
 

施設管理の情報登録し、保存出来ましたら、次の画面が表示されます。 

 

 

 宗教施設の一覧 

① 状態 全て・有効・無効になります。 

② 葬儀場名 作成した葬儀場の名称で検索します 

③ 検索 ①から②までの条件で検索します 

④ 番号 最後に作成した宗教の施設が番号 1 に表示されます 

⑤ 施設名 作成した施設の名称になります 

⑥ 種類 宗教の種類になります 

⑦ 住所 宗教の住所になります 

⑧ 電話番号 宗教の電話番号になります 

⑨  状態 施設の状態状況 

※注意：無効になる場合、エンドユーザが施設の宗教業務者を

予約できません 

⑩ アクション 宗教施設の詳細情報・編集を確認できます 

10.1 詳細 宗教施設の詳細情報確認出来ます 

10.2 編集 宗教の施設の各項目を編集できます 

 

※注意 

※１ 10.1「詳細」をクリックすると、宗教施設の詳細情報の画面が表示されます。  
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「戻る」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

「無効」をクリックしたら、「状態」にて「有効」から「無効」に変更出来ます。逆に「状態」は無効になる時、右

下に「有効」のボタンが表示され、クリックしたら、状態を有効に出来ます。状態変更した後、メッセージが表

示され、「OK」をクリックし、状態変更を終了させます。 

 

 

 

※２ 10.2「編集」をクリックすると、施設の情報を編集する画面が表示され、「画像、車施設名、住所、

話番号、状態」を編集でき、右下に「保存」をクリックすると、編集情報を保存できます。 
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編集情報を保存出来ましたら、宗教施設の一覧画面に遷移し、編集成功のメッセージが表示されます。 
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4.2.3宗教業務者管理 

通知確認し、「宗教業務者管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「宗教サービス管理」＞「宗教業務者管理」＞「新規追加」 

 

 

「宗教業務者管理」にて、「新規追加」をクリックし、施設を登録します。 
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 宗教業務者情報 

① 画像 エンドユーザに見せる宗教業務者の画像アップロード 

② 宗教業務者 ID 宗教業務者番号、IDなどの入力 

③ 宗教業務者名 宗教業務者名を入力します 

④ 宗教 宗教のタイプを選択します 

・無宗教の場合、宗派は無い 

・仏教の場合、宗派は 11種類のうちの 1 つを選択します 

（こだわりなし、天台宗、真言宗、浄土宗、浄土真宗（本願寺

派・西）、浄土真宗（真宗大谷派・東）、曹洞宗、臨済宗、日

蓮宗、日蓮正宗、創価学会） 

・神道の場合、宗派は無い 

・キリスト教の場合、宗派は２種類のうちの 1 つを選択します（カ

トリック、プロテスタント） 

・ヒンドゥー教の場合、宗派は無い 

・イスラム教の場合、宗派は無い 

 

4.1 宗派 宗教により宗派を選択します 

⑤ 施設 施設管理から作成された施設により施設を選択します 

⑥ プランタイプ オンラインプランのみ設定できます 

※注意：オフラインサービス登録したら、オフラインの選択・設定で

きます 

⑦ 作成 ①から⑥までの情報を作成・保存します 

 

※注意 

※１ ①で枠内にクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。そこで、画像の保存先へ移動し、画像

を選択し、アップロードします。 

宗教業務者管理の情報登録し、作成・保存出来ましたら、次の画面が表示され、「オンライン予約の使

用済宗教業務者の人数」が増加します。 
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 宗教業務者の一覧 

① 宗教 各宗教の各宗教業務者を検索 

② 宗教業務者名 追加した宗教業務者の名称で検索します  

③  作成日（開始） この日から今まで追加した宗教業務者を検索します 

④ 作成日（終了） この日のから遡って作成した宗教業務者を検索します 

⑤ 検索 ①から④までの条件で検索します 

⑥ 番号 最後に作成した宗教業務者が番号 1 に表示されます 

⑦ 宗教業務者 ID 作成した宗教業務者の IDが表示されます 

⑧ 作成日 宗教業務者を作成した日です 

⑨ 宗教業務者名 作成した宗教業務者の名称になります 

⑩ 宗教 選択した宗教が表示されます 

⑪ 宗派 宗教の宗派の名が表示されます 

⑫ 施設 追加した宗教業務者はどの宗教施設に所属するのか確認できま

す 

⑬ 状態 予約可能、業務中、2 つの状態になります  

⑭ 状況 有効・無効になります。詳細は下記の注意にて確認できます 

⑮ プランタイプ オンラインになります 

⑯ アクション 宗教業務者の詳細情報・編集を出来ます 

16.1 詳細 宗教業務者の詳細情報確認出来、状態を有効か無効を設定

出来ます 

16.2 編集 宗教業務者の情報を編集できます 
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※注意 

※１ ⑬「状態」について 

状態 

予約可能 現時点、まだエンドユーザよりの予約が無く、使用していない状態になります 

業務中 注文が行われている際に、「業務中」状態になります。注文を終わった後、「予約可能」状態に

なります 

 

※２ 16.1「詳細」をクリックしたら、宗教業務者情報画面が表示されます。 

 

 

「戻る」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

「無効」をクリックしたら、「状態」にて「有効」から「無効」に変更出来ます。逆に「状態」は無効になる時、右

下に「有効」のボタンが表示され、クリックしたら、状態を有効に出来ます。状態変更した後、メッセージが表

示され、「OK」をクリックし、状態変更を終了させます。 
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※３ 16.2「編集」をクリックすると、宗教業務者の情報を編集する画面が表示され、「画像、宗教業務

者 ID、宗教業務者名、施設、状況、プランタイプ、宗派、「価格管理」に設定した法要・戒名（仏教の

み）の単価」を編集でき、右下に「保存」をクリックすると、編集情報を保存できます。 

 

 

 

編集情報を保存出来ましたら、宗教業務者の一覧画面に遷移し、編集成功のメッセージが表示されま

す。 
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4.2.4読経時間管理 

通知確認し、「読経時間管理」の時間を設定します。 

アクセスし方：「宗教サービス管理」＞「読経時間管理」 

「単価管理」タブで設定した価格に応じて時間を入力するフィールドが表示しされます。 

 

 

 

 

「読経時間設定」タブに移動します。 
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 読経時間管理 

① 通夜 通夜の読経平均時間を設定します 

② 告別 告別の読経平均時間を設定します 

③ 火葬 火葬の読経平均時間を設定します 

④ 初七日 初七日の読経平均時間を設定します 

⑤ 法要 法要の読経平均時間を設定します（四十九日法事、初盆・新

盆、お彼岸などの法要が含まれる） 

⑥ 
 

次の予約案件のための準備

時間 

読経の後の休憩時間又は次の予約の準備時間になります（次

の予約先までの移動時間を含む） 

⑦ 「保存」ボタン ①から⑥までの情報を保存します。正常になる場合は読経時間

設定画面で「読経時間が正常に設定されました。」メッセージが表

示されます 

 

注意： 

・「単価管理」タブで「火葬式 （火葬場での読経）」のみを設定する場合は「読経時間設定」タブで「火

葬」と「初七日」の項目が表示されます。 

・「単価管理」タブで一日葬 （告別式・火葬場での読経）のみを設定する場合は「読経時間設定」タブ

で「火葬」と「告別」と「初七日」の項目が表示されます。 

・「単価管理」タブで一家族葬・一般葬 （お通夜・告別式・火葬場での読経）のみを設定する場合は

「読経時間設定」タブで「通夜」と「火葬」と「告別」と「初七日」の項目が表示されます。 
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・「単価管理」タブで法要費用設定（仏教のみ）を設定する場合は「読経時間設定」タブで「法要」の項

目が表示されます。 

・「単価管理」タブで戒名料設定（仏教のみ）を設定する場合は「読経時間設定」タブで時間設定な

し。 

※各儀式の読経平均時間を設定します。「次の予約案件のための準備時間」以外、設定情報がにウェブ

サイト上に表示され、エンドユーザが観覧出来ます。 

読経時間管理の情報登録し、保存出来ましたら、次の画面が表示されます。 
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4.2.5予約案件管理 

エンドユーザの注文状況を確認できます。 

アクセスし方：「宗教サービス管理」＞「予約案件理」 

エンドユーザが宗教サービス予約したら、予約案件管理にて各予約を管理できます。 

 

 

 

 予約案件管理 

① 状態 案件の状態で検索できます。状態に関して⑪にてご確認ください 

② 検索 ①の状態で検索します 

③ 番号 最後の注文が番号１に表示されます 

④ オーダーID エンドユーザの予約 ID になります 

⑤ 予約日時 エンドユーザが予約際の日時になります 

⑥ 最終更新日時 ⑩の各状態の変更時間になります 

 ⑦ 依頼者 エンドユーザ名になります 

⑧ 予約サービス エンドユーザよりの予約した「葬儀」、「法要」になります 

⑨ 料金（円） 注文の金額（税込み）になります 

⑩ 徴収金額（円） エフネットの担当者に支払う金額になります（売上の 2%） 

⑪  状態 返答待ち、キャンセル、案件お断り、業務中、無効、支払い待ち、

未払い、終了の８つ状態があります 

⑫ アクション 予約詳細情報を確認できます 
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※注意： 

※１ ⑪「状態」について、 

 予約案件の状態 

11.1 返答待ち エンドユーザが予約する時の状態になります 

※注意：予約をお断り又は、承認出来ます 

11.2 キェンセル 11.1でお断り又は、承認される前に、エンドユーザが予約をキャンセ

ルする時の状態になります 

11.3 案件お断り 11.1でエンドユーザの予約をお断りの状態になります 

※注意：予約をお断りする時、理由を入力する画面が表示され、

エンドユーザに理由を入力し、送信しなくてはいけません 

11.4 業務中 11.1でエンドユーザの予約を承認する時の状態になります 

11.5 無効 11.4の状態で、予約を無効にする時の状態になります 

※注意：予約を無効にする時、理由を入力する画面が表示さ

れ、エンドユーザに理由を入力し、送信しなくてはいけません 

11.6 支払い待ち 11.4「業務中」の状態で、エンドユーザよりの予約の終了時間になったら、

自動的に「支払い待ち」状態になります 

※注意：時間が経過し、エンドユーザより支払い金額を頂けない

場合、ウェブ上にて、⑪「詳細」 ＞ 「未払いレポート」をクリックしま

す。この時、理由を入力する画面が表示され、エンドユーザに理

由、利用金額の請求などを入力し、送信してください 

11.7 未支払い 11.6の状態で、未払いレポートをする時の状態になります 

11.8 終了 エンドユーザがクレジットカード決済したら、自動的に「終了」の状態

になります。もし、エンドユーザが現金で支払いならば、⑫の「詳細」

をクリックし、「現金受取確認」をクリックしたら、「終了」の状態になり

ます 

 

※2 「11.1」返答待ちの状態で、⑫「詳細」をクリックしたら、次の画面が表示されます。 
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 宗教予約案件の一覧の「予約情報」タブ 

① 依頼者の情報 依頼者、電話番号、メールアドレスの情報が表示されます 

② オーダーID エンドユーザが予約したら、システムにより ID が自動的に生成さ

れます 

③ 葬儀読経予約 宗教施設、施設の電話番号、宗教業務者氏名、葬儀、予約

時間、施設住所が表示されます 

④ 料金、合計 税抜き金額と合計金額（税込み）の情報が表示されます 

⑤ 状態 返答待ち、キャンセル、案件お断り、業務中、無効、支払い待

ち、未払い、終了の８つ状態があります 

⑥ 断わり 「断わり」をクリックしたら、断りの理由を入力する画面が表示さ

れ、理由を入力してください 

⑦ 確認 予約案件を承認します 
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▪⑥「断わり」をクリックしたら、次の画面が表示されます。 

 

 

 

理由を入力し、エンドユーザに送信します。その際、「案件お断り」の状態になります。「キャンセル」をクリック

したら、前の画面に戻ります。 

 

▪⑦「確認」をクリックしたら、宗教業務者の一覧画面に遷移し、承認のメッセージが表示されます。「業

務中」の状態になります。 
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▪予約案件の「詳細」にて、「宗教予約案件の一覧」画面の「追加情報」タブに移動します。 

 

 

 

 宗教予約案件の一覧の「追加情報」タブ 

① 死亡者情報 氏名、死亡年月日、興味、住所、性別、宗教、宗派の情報が表示され

ます 

② オーダーID エンドユーザが予約したら、システムにより ID が自動的に生成されます 

③ 依頼情報 氏名、ふりがな、電話番号、続柄、事業者へのメッセージが表示されます 

④ 断わり 「予約情報」タブと同様です 

⑤ 確認 「予約情報」タブと同様です 
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Ⅳ．オフラインのサービス予約 

 オフラインプランの場合、オンラインプランと違って、エンドユーザが直接に電話でサービス提供者に連絡し、

予約します。 

●操作の流れ 

「オフライン予約」画面アクセス ＞ 各サービス登録 ＞ 各サービスの詳細設定 ＞ サービス管理  

 

 

 

 オフライン予約のサービス 

① 提供サービス 霊柩車、安置所、葬儀場、火葬場、宗教サービス、墓地の 6 つサ

ービス登録出来ます 

② 単価 ①の各サービスずつ、1 つオブジェクト・施設（例：霊柩車サービス

を登録し、霊柩車管理の車両管理画面にて、「新規追加」で１つ

の霊柩車を作成する）の月額：500円になります 

③ 利用月数 ①の各サービスを提供する予定の時間になります 

※注意：入力値は１から 12 まで 

④ 予約済オブジェクト ①の各サービスずつに応じる予約予定・予約済オブジェクト数になり

ます 

※注意：入力値は１から 100 まで 

⑤ 開始日 本サービスを提供日付になります 

⑥ 

 

今月の作成済オブジェクト 当月の作成したオブジェクト数になります（例：霊柩車サービスを

登録し、霊柩車管理の車両管理画面にて、「新規追加」で２つの

霊柩車を作成すると、こちらの欄に「２霊柩車」が表示されます） 
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⑦ 今月の請求金額 各サービスごと、管理者に支払う金額になります 

⑧ 作成済オブジェクト 

（作成済/予約済） 

⑥と違って、⑤開始日から、今までの作成したオブジェクト数の合計

と④の登録したオブジェクト数になり、もし同等になれば、④にて、改

めて予約数を増加した後、新規オブジェクト（⑥の例を参考）を

作成できます 

⑨ アクション 「保存」をクリックしたら、①、③、④、⑤の入力情報を保存できます 
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1.霊柩車 

1.1 サービス予約 

 

 

 霊柩車サービス登録 

① 霊柩車 「霊柩車」の左にクリックし、霊柩車サービスを提供します 

② 利用月数 ①の提供する予定の時間になります 

③ 予約済オブジェクト 予約予定の霊柩車の数を入力します 

④ 開始日 霊柩車を提供日付になります 

⑤ 保存 ②から④までの入力情報を保存できます 

 

⑤で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます 

   

  



 

132 
 

1.2 詳細設定 

オフラインプランは、エンドユーザが直接電話で経営者に連絡しますので、オンラインプランと違って、「予約

案件管理」と「レポート」機能を使えません。 

 

1.2.1 価格管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「1. 霊柩車」の「1.2詳細設定」の「1.2.1価格管理」と同様で

すので、設定を参考にし、進んでください。 

  

1.2.2 車庫管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「1. 霊柩車」の「1.2詳細設定」の「1.2.2車庫管理」と同様で

すので、設定を参考にし、進んでください。 

 

1.2.3 車両管理 

通知確認し、「車両管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「霊柩車管理」＞「車両管理」＞「新規追加」 

 

 

 

「車両管理」画面にて、まず「新規追加」をクリックし、車両の詳細情報を設定します。1 つの車庫には、

いくつかの車両を作成出来、エンドユーザが車両のみ予約出来ます。 
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 霊柩車情報 

① 自動車登録番号票 霊柩車の名称になります 

② 状況 有効・無効を設定できます 

※注意：有効の場合、エンドユーザが予約出来ます。逆に無効の

場合、エンドユーザが予約出来ません 

③ プランタイプ オフラインプランのみ設定できます 

※注意：Ⅲの１．霊柩車にて、オンラインサービス登録したら、オ

ンラインの選択・設定できます 

④ 画像 車両・霊柩車の画像をアップします 

⑤ 車庫名 「車庫管理」画面にて作成した各車庫を選べます 

※注意：1 つ車庫にいくつかの車両を作成できます 

⑥ 住所 「車庫管理」画面にて作成した車庫の住所になります 

⑦ 戻る 前の画面に戻ります 

⑧ 作成 ①から⑥までの入力した情報を保存し、霊柩車作成を終了します 
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作成できましたら、下記のように画面が表示され、「オフライン予約の使用済霊柩車の台数」が増加しま

す。各項目の意味・詳細情報に関して、「Ⅲ.オンラインプランのサービス予約」の「1.2.3車両管理」にて

確認できます。 

 

 

 

       オフラインプラン・オンラインプランの相違点 

 オフラインプラン オンラインプラン 

プランタイプ オフライン オンライン 

アクション 「追跡」のボタンが無い 

「詳細」にて「アプリ端末」の情報がない 

（オフラインプランの場合、使用しないため） 

「追跡」のボタンがあり 

「詳細」にて「アプリ端末」の情報があり 

状態 予約可能   業務可能、予約済、業務中、待機中の

4 つの状態があり 
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また、アクションにての「詳細」について、オンラインプランの霊柩車の車両管理詳細情報と相違し、「アプリ

端末」の情報がありませんが、他の各項目は同様です。 

 

 

 

「戻る」をクリックしたら、前の画面に戻ります。 

「編集」をクリックしたら、編集画面が表示され、「自動車登録番号票、状況、プランタイプ、画像、車庫

名」を更新出来ます。 

 

 

 

ただし、 
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▪「オフラインプラン」から「オンラインプラン」に変更する際、「Ⅲオンラインプランのサービス予約」の「作成

済オブジェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、

「予約済オブジェクト」にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 

▪「オンラインプラン」から「オフラインプラン」に変更する際、「アプリ端末」の情報を入力出来なくなります

（「アプリ端末」はオンラインプランのみ対応します。）また、「Ⅳオフラインのサービス予約」の「作成済オブジ

ェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、「予約

済オブジェクト」にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 

 

 

 

 

編集箇所を入力し「保存」をクリックすると、編集完了し、「霊柩車の一覧」の画面に遷移し、更新完了の

メッセージが表示されます。 
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2. 安置所 

2.1 サービス予約 

 

 

 

 安置所サービス登録 

① 安置所 「安置所」の左にチェックし、安置所サービスを提供します 

② 利用月数 ①の提供する予定の時間になります 

③ 予約済オブジェクト 予約予定の安置所の数を入力します 

④ 開始日 安置所を提供日付になります 

⑤ 保存 ②から④までの入力情報を保存できます 

 

⑤で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます。 
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2.2 詳細設定 

オフラインプランは、エンドユーザが直接電話で経営者に連絡しますので、オンラインプランと違って、「予約

案件管理」と「レポート」機能を使えません。 

 

2.2.1 価格管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「2. 安置所」の「2.2詳細設定」の「2.2.1価格管理」と同様で

すので、設定を参考にし、進んでください。 

  

2.2.2 施設管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「2.安置所」の「2.2詳細設定」の「2.2.2施設管理」と同様です

ので、設定を参考にし、進んでください。 

 

2.2.3 安置室管理 

通知確認し、「安置室管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「安置所管理」＞「安置室管理」＞「新規追加」  

 

 

 

「安置室管理」画面にて、まず「新規追加」をクリックします。次の画面が表示され、安置室の詳細情報を

設定します。 

1 つの安置所には、いくつかの安置室を作成出来、エンドユーザが安置所のみ予約出来ます。 
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 安置室情報 

① 安置室 ID 安置室の番号、IDなどの入力 

② 安置室名 安置室の名称の入力 

③ 安置所 施設管理にて作成した安置所を選択します 

④ 状況 有効、又は無効を選択します 

⑤ プランタイプ オフラインのプランを選択します 

※注意：オンラインプランサービス登録しましたら、オンラインの選

択できます 

⑥ 保存 ①～⑤まで入力した情報を保存します 

⑦ キェンセル 前の画面に戻ります 

 

※注意：オンラインプランと違って、オフラインプランの場合、エンドユーザが直接に電話で予約しますので、

「アプリ端末」を使用しませんです。 
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作成できましたら、下記のように画面が表示され、「オフライン予約の使用済安置室数」が増加します。各

項目の意味・詳細情報に関して、「Ⅲ.オンラインプランのサービス予約」の「2.2.3安置室管理」にて確認

できます。 

 

 

 

       オフラインプラン・オンラインプランの相違点 

 オフラインプラン オンラインプラン 

プランタイプ オフライン オンライン 

アクション ・「詳細」にて「アプリ端末」の情報がない 

（オフラインプランの場合、使用しないため） 

・「詳細」にて「アプリ端末」の情報があり 

状態 予約可能   業務可能、予約済み 

 

また、アクションにての「詳細」について、オンラインプランの安置所の安置室管理詳細情報と相違し、「アプ

リ端末」の情報がありませんが、他の各項目は同様です。 
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アクションにて、「編集」をクリックしたら、編集画面が表示され、「安置室 ID、安置室名、24時間当たりの

価格、安置所、状況、プランタイプ」を更新出来ます。 

 

 

 

ただし、 

▪「オフラインプラン」から「オンラインプラン」に変更する際、「Ⅲオンラインプランのサービス予約」の「作成

済オブジェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、

「予約済オブジェクト」にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 

▪「オンラインプラン」から「オフラインプラン」に変更する際、「アプリ端末」の情報を入力出来なくなります

（「アプリ端末」はオンラインプランのみ対応します。）また、「Ⅳオフラインのサービス予約」の「作成済オブジ

ェクト」にて、作成済の数は予約済の数より小さくてはいけません。もし、2 つの数が平等であれば、「予約

済オブジェクト」にて、予約済みオブジェクトの数を追加しなくてはいけません。 

 

編集箇所を入力し「更新」をクリックすると、編集完了し、「安置室の一覧」の画面に遷移し、更新完了の

メッセージが表示されます。 
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143 
 

3.葬儀場及び火葬場 

3.1「葬儀場」サービス予約 

 

 

 

 葬儀場サービス登録 

① 葬儀場 「葬儀場」の左にクリックし、葬儀場サービスを提供します 

② 利用月数 ① の提供する予定の時間になります 

③ 予約済オブジェクト 予約予定の葬儀場の数を入力します 

④ 開始日 葬儀場サービスを提供日付になります 

⑤ 保存 ①から④までの入力情報を保存できます 

 

⑤で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます 
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3.2「火葬場」サービス予約 

 

 

 火葬場サービス登録 

① 火葬場 「火葬場」の左にクリックし、火葬場サービスを提供します 

② 利用月数 ①の提供する予定の時間になります 

③ 予約済オブジェクト 予約予定の火葬場の数を入力します 

④ 開始日 火葬場サービスを提供日付になります 

⑤ 保存 ①から④までの入力情報を保存できます 

 

⑤で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます 
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3.3詳細設定 

オフラインプランは、エンドユーザが直接電話で経営者に連絡しますので、オンラインプランと違って、「予約

案件管理」機能を使えません。 

 

3.3.1価格管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「3.葬儀場及び火葬場」の「3.3詳細設定」の「3.3.1価格管

理」と同様ですので、設定を参考にし、進んでください。 

 

3.3.2葬儀場管理 

3.3.2.1施設管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「3. 葬儀場及び火葬場」の「3.3詳細設定」の「3.3.2葬儀場

管理」の「3.3.2.1施設管理」と同様ですので、設定を参考にし、進んでください。 

 

3.3.2.2式場管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「3. 葬儀場及び火葬場」の「3.3詳細設定」の「3.3.2葬儀場

管理」の「3.3.2.2式場管理」と同様ですので、設定を参考にし、進んでください。 

 

注意：「式場情報」の画面にて、⑤「プランタイプ」で「オフライン」を選択してください。 

作成、保存出来ましたら、次の画面が表示されます。 
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3.3.3火葬場管理 

3.3.3.1施設管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「3. 葬儀場及び火葬場」の「3.3詳細設定」の「3.3.3火葬場

管理」の「3.3.3.1施設管理」と同様ですので、設定を参考にし、進んでください。 

 

3.3.3.2火葬炉管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「3. 葬儀場及び火葬場」の「3.3詳細設定」の「3.3.3火葬場

管理」の「3.3.3.2火葬炉管理」と同様ですので、設定を参考にし、進んでください。 

 

注意：「火葬炉」の画面にて、⑤「プランタイプ」で「オフライン」を選択してください。 

作成、保存出来ましたら、次の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

3.3.4 スケジュール管理 

 「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「3. 葬儀場及び火葬場」の「3.3詳細設定」の「3.3.4 スケジュ

ール管理」と同様ですので、設定を参考にし、進んでください。 
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4.宗教サービス 

4.1 サービス予約 

 

 

 宗教サービス登録 

 ① 宗教サービス 「宗教サービス」の左にクリックし、宗教サービスを提供します 

 ② 利用月数 ② の提供する予定の時間になります 

 ③ 予約済オブジェクト 予約予定の宗教サービスの数を入力します 

 ④ 開始日 宗教サービスを開始します 

 ⑤ 保存 ①から④までの入力情報を保存できます 

 

⑤で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます 
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プラン購入を完了させましたら、オフラインの「宗教サービス」が表示されます。 

 

 

4.2 詳細設定 

オフラインプランは、エンドユーザが直接電話で経営者に連絡しますので、オンラインプランと違って、「予約

案件管理」機能を使えません。 

 

4.2.1 価格管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「4. 宗教サービス」の「4.2詳細設定」の「4.2.1価格管理」と同

様ですので、設定を参考にし、進んでください。 

  

4.2.2 施設管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「4.宗教サービス」の「4.2詳細設定」の「4.2.2施設管理」と同

様ですので、設定を参考にし、進んでください。 

 

4.2.3 宗教業務者管理 

通知確認し、「宗教業務者管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「宗教サービス管理」＞「宗教業務者管理」＞「新規追加」 
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「宗教業務者管理」画面にて、まず「新規追加」をクリックします。次の画面が表示され、宗教業務者の詳

細情報を設定します。 
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 宗教業務者情報 

① 画像 エンドユーザに見せる宗教業務者の画像アップロード 

② 宗教業務者 ID 宗教業務者の ID を入力します（必須） 

※一意である必要があります。最大 20文字（文字と数字を含

む） 

③ 宗教業務者名 宗教業務者名を入力します（必須） 

④ 宗教 宗教のタイプを選択します（必須） 

・無宗教の場合、宗派は無い 

・仏教の場合、宗派は 11種類のうちの 1 つを選択します 

（こだわりなし、天台宗、真言宗、浄土宗、浄土真宗（本願寺

派・西）、浄土真宗（真宗大谷派・東）、曹洞宗、臨済宗、日

蓮宗、日蓮正宗、創価学会） 

・神道の場合、宗派は無い 

・キリスト教の場合、宗派は２種類のうちの 1 つを選択します（カ

トリック、プロテスタント） 

・ヒンドゥー教の場合、宗派は無い 

・イスラム教の場合、宗派は無い 

 

4.1 宗派 宗教により宗派を選択します 

⑤ 施設 施設管理から作成された施設により施設を選択します（必須） 

⑥ プランタイプ オフラインプランのみ設定できます 

※注意：オンラインサービス登録したら、オンラインの選択・設定で

きます 

⑦ 作成 ①から⑥までの情報を作成・保存します 

 

※注意：  

⑦で、作成できましたら、下記のように画面が表示されます。各項目の意味・詳細情報に関して、「Ⅲ.オン

ラインプランのサービス予約」の「4.2.3宗教業務者管理」にて確認できます。 
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4.2.4 読経時間管理 

「Ⅲ. オンラインプランのサービス予約」の「4.宗教サービス」の「4.2詳細設定」の「4.2.4読経時間管理」

と同様ですので、設定を参考にし、進んでください。 

  



 

152 
 

5.墓地 

5.1 サービス予約 

 

 

 墓地登録 

① 墓地 「墓地」の左にクリックし、墓地サービスを提供します 

② 利用月数 ③ の提供する予定の時間になります 

③ 予約済オブジェクト 予約予定の墓地サービスの数を入力します 

④ 開始日 墓地サービスを開始します 

⑤ 保存 ①から④までの入力情報を保存できます 

※正常になる場合は警告のポップアップが表示します。 

 

⑤で保存出来ました、次の画面が表示され、「はい」をクリックして、プラン購入を完了させます 
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プラン購入を完了させましたら、次の画面が表示され、メニューにて「墓地管理」が表示されます。 

 

 

 

5.2.詳細設定 

「通知」を確認し、安置所の設定を進めます。 

 

 

 

 

5.2.1価格管理 

各墓地の価格を設定する為に以下のいずれか墓地を選択します 

（現在は墓地区画、花木区画、墓じまいのサービスを提供しません） 
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5.2.1.1. 海洋納骨 

アクセスし方：「墓地管理」 ＞ 「価格管理」 ＞「海洋納骨」 

 

 

 

「プラン追加」ボタンを押すと「海洋納骨プラン追加」ポップアップが表示します 

 

 

 海洋納骨プラン追加 

① プラン名 プランの名称を入力します 

② 料金（円） プラン単価を設定します 

③ キャンセル 前の画面に戻ります 

④ 作成 ①と②の情報を作成・保存します 
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作成・保存出来ましたら、次の画面が表示され、保存成功のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 海洋納骨プランの情報設定 

① 番号 最終に作成した海洋納骨プランは番号１になります 

② プラン名 作成したプラン名の名称になります 

③ 料金（円） 作成したプランの単価になります 

④ アクション 海洋納骨の情報の編集出来ます  

 

 

※注意 

④「編集」をクリックすると、次の画面が表示され、「プラン名」、「料金」を編集できます。 
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編集情報を保存出来ましたら、海洋納骨プランの情報設定の画面に遷移し、編集成功のメッセージが表

示されます。 
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5.2.1.2. 永代供養墓 

墓地管理 ＞ 価格管理 ＞永代供養墓 

 

 

 

 合祀墓の費用設定 

① 永代使用料 永代使用の単価を設定します（必須） 

② 管理費 1年の管理の単価を設定します（必須） 

③ 初めから合祀となる場合

の発生費用 

初めから合祀となる場合の発生の単価を設定します 

④ 途中からの合祀の場合の

発生費用 

途中からの合祀の場合の発生の単価を設定します 

⑤ ペットとの埋葬費用 ペットとの埋葬の単価を設定します 

⑥ 保存 ①から⑤までの情報を保存し、正常になる場合は合祀墓の費用設

定画面で「単価が正常に作成されました」メッセージが表示します 
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5.2.1.3. 収蔵スペース 

※必要なサービスのチェックボックスをクリックします 

 

 収蔵スペースの費用設定 

 ① お一人様の使用料設定の

「提供」チェックボックス 

「提供」チェックボックスをクリックすると 1.1 と 1.2 が表示されます 

 1.1 永代使用料 永代使用の単価を設定します 

1.2 管理費 1年の管理の単価を設定します 

② ご夫婦の使用料設定の「提

供」チェックボックス 

「提供」チェックボックスをクリックすると 2.1 と 2.2 が表示されます 

2.1 永代使用料 永代使用の単価を設定します 

2.2 管理費 1年の管理の単価を設定します 

③ ご家族の使用料設定の「提

供」チェックボックス 

「提供」チェックボックスをクリックすると 3.1 と 3.2 が表示されます 

3.1 永代使用料 永代使用の単価を設定します 

3.2 管理費 1年の管理の単価を設定します 

④ ペットとの埋葬費用 ペットとの埋葬の単価を選択します 

⑤ 保存 ①から④までの情報を保存し、正常になる場合は収蔵スペースの

費用設定画面で「単価が正常に作成されました」メッセージが表

示します 
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5.2.2.施設管理 

通知確認し、「墓地管理」メニューの「新規追加」を設定します。 

アクセスし方：「墓地管理」＞「施設管理」＞「新規追加」 

※注意：施設追加が成功するたびにオンライン予約の使用済施設数が増加します。 
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「施設管理」にて、「新規追加」をクリックし、施設を登録します。 

 

 

 

 墓地の施設管理の新規追加「一般情報」タブ 

① 画像 エンドユーザに見せる墓地の画像アップロードし、最大 3枚まで 

② 提供墓地サービスの「サービ

ス選択」ボタン 

「サービス選択」を押すと「墓地サービス追加」ポップアップが表示さ

れます。（以下の画像をご参照ください。） 

※墓地のサービスを提供します。（必須）。3 つサービスは海洋

納骨、納骨堂（永代墓地）、合祀墓（永代墓地） 

③ 施設名 施設名を入力します 

④ 電話番号 施設電話番号を入力します 

⑤ 住所 施設の住所を入力します 

⑥ 続ける 「詳細情報」タブを完了した後、「続ける」ボタンを押します 
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※注意： 

②で「サービス選択」ボタン押すと「墓地サービス追加」ポップアップが表示されます。 

 

 

 

・施設追加を完了するには「詳細情報」タブに施設情報を引き続き入力します 

・「一般情報」タブの②で、各サービスのオプションに応じて「詳細情報」タブの設定情報が異なります。 

「詳細情報」タブに移動します。 
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 墓地の施設管理の新規追加「詳細情報」タブ 

① 海洋散骨 墓地サービスが「海洋散骨」の場合 

1.1 休日の「カレンダーを見る」 カレンダーにより休日を選択します 

以下の画像をご参照ください 

1.2 主な特徴 3 つの主な特徴を入力します 

1.3 海洋散骨対応都道府県 海洋散骨対応都道府県を入力します 

1.4 出航地 出航地を入力します 

※注意：各出航地を下コンマで区切ってください。例：松島沖,八

代沖、又は出航地名を完全に入力した後で「エンター」を押してくださ

い 

② 合祀墓 墓地サービスが「納骨堂（永代墓地）」の場合 

2.1 休日の「カレンダーを見る」 1.1 と同じです 

2.2 主な特徴 1.2 と同じです 

2.3 宗教 ・指定なしの場合は「2.4」が無効になります 

・指定の場合は「2.4」が有効になります 

- 仏教の場合、宗派は 11種類のうちの 1 つを選択します 

（こだわりなし、天台宗、真言宗、浄土宗、浄土真宗（本願寺

派・西）、浄土真宗（真宗大谷派・東）、曹洞宗、臨済宗、日

蓮宗、日蓮正宗、創価学会） 

- 神道の場合、宗派は無い 

- キリスト教の場合、宗派は２種類のうちの 1 つを選択します

（カトリック、プロテスタント） 

- ヒンドゥー教の場合、宗派は無い 

- イスラム教の場合、宗派は無い 

2.4 宗派 2.3宗教により宗派を選択します 

③ 納骨堂 墓地サービスが「合祀墓（永代墓地）」の場合 

3.1 休日の「カレンダーを見る」 1.1 と同じです 

3.2 主な特徴 1.2 と同じです 

3.3 種類 納骨堂のタイプを選択します 

※納骨堂は４種類のうちの 1 つを選択します 

（仏壇式、ロッカー式、位牌式、機械式） 

3.4 契約期間 ・指定なしの場合は「3.5」が無効になります 

・指定の場合は「3.5」が有効になります 
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3.5 年 「3.4」契約期間により年を入力します 

3.6 宗教 ・指定なしの場合は「3.7」が無効になります 

・指定の場合は「3.7」が有効になります 

3.7 宗派 「3.6」宗教により宗派を選択します 

・指定の場合は「宗派」が有効になります 

- 仏教の場合、宗派は 11種類のうちの 1 つを選択します 

（こだわりなし、天台宗、真言宗、浄土宗、浄土真宗（本願寺

派・西）、浄土真宗（真宗大谷派・東）、曹洞宗、臨済宗、日

蓮宗、日蓮正宗、創価学会） 

- 神道の場合、宗派は無い 

- キリスト教の場合、宗派は２種類のうちの 1 つを選択します

（カトリック、プロテスタント） 

- ヒンドゥー教の場合、宗派は無い 

- イスラム教の場合、宗派は無い 

④ 「作成」ボタン ①から③までの情報を作成 

※正常になる場合は施設の一覧画面で「施設が正常に作成さ

れました。」メッセージが表示します 

以下の画像をご参照ください 

 

注意： 

・①で「カレンダーを見る」をクリックすると「カレンダー」ポップアップが表示されます。 
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休日を選択すれば、「休日の繰り返し設定」ポップアップが表示されます。 

 

 

「作成」ボタンを押すと以下の画像をご参照ください。 

 

 

 

・④で「作成」ボタンを押すと施設の一覧画面で「施設が正常に作成されました。」メッセージが表示しま

す。 
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 施設の管理画面 

① 施設名 施設管理にて作成した施設を入力します 

② 検索 ①から条件で検索します 

③ 番号 最終に作成した墓地は番号１になります 

④ 施設名 作成した墓地の施設の名称になります 

⑤ 種類 墓地施設の種類の名称になります 

⑥ 住所 マップ上に表示される住所 

⑦ 電話番号 施設電話番号 

⑧ 状態 施設の状態状況 

※注意：無効になる場合、エンドユーザが施設予約できません 

⑨ アクション 施設の情報、編集が出来ます  

9.1 詳細 施設の詳細情報の確認 

 9.2 編集 施設の情報の編集 

 

※注意 

※9.1「詳細」をクリックすると、施設の詳細情報の画面が表示されます。 

「一般情報」タブ 
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「詳細情報」タブ 
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※ 9.2「編集」をクリックすると、施設の詳細情報の画面が表示されます。 

「一般情報」タブ：「提供墓地サービス」、「施設名」、「電話番号」「住所」及び「写真」をアップロード・編

集できます。 

 

 

「詳細情報」タブ：「海洋散骨」の各項目、「合祀墓」の各項目、「納骨堂」の各項目編集できます。 
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編集情報を保存出来ましたら、施設の一覧の画面に遷移し、編集成功のメッセージが表示されます。 
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5.2.3.オブジェクト管理 

現在、本機能を開発中のため、まだ使用できません。 

 

 

5.2.4.レポート 

現在、本機能を開発中のため、まだ使用できません。 

 

 

 

5.2.5.予約案件管理 

現在、本機能を開発中のため、まだ使用できません。 
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V. 請求書の一覧 

企業は、Fswa -Net システムにて各サービスを提供するため、毎月、Fswa – Netシステム管理者より

使用金額を請求されます。請求される請求書の詳細について、この「請求書の一覧」にて、確認できます。 

 

アクセスし方：「サービス提供設定」＞「請求書の一覧」 

 

 

 

 請求書の一覧 

① 番号 請求書が順番で並ばれます 

② 請求番号 クリックし、請求書の詳細情報確認できます 

③ 請求日 請求が発行される日になります 

④ お支払期限 システム管理者への支払期限になります 

⑤ 請求額（円） システム管理者への支払金額（税抜き）になります 

⑥ 決済情報 ⑧で銀行、又は、コンビニにて支払う情報になります 

⑦ 状態 未払い、完了など支払い状態になります 

⑧ アクション 「すぐに支払う」をクリックし、「クレジットカード、銀行振込、コンビ

ニ」の 3 つ方法で、決済出来ます 
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注意： 

※１ ②「請求番号」をクリックすると、請求書の詳細情報画面が表示され、提供サービス、売り上げの徴

収金額（２％）など詳細情報確認でき、⑧「直に払う」と同様に、ここでも請求書の支払いができます。 

 

 

 

 請求書情報 

① オンライン予約の請求書 オンラインサービスを提供する場合になります 

※注意：オフラインサービスを提供する時も同じく記載されます 

② 請求日 請求期間になります 

③ お支払期限 支払い期限になり、この日時の前に支払わなくてはいけません 

④ 利用済オブジェクト 登録した各サービスになります 

4.1 番号 各サービスずつ、番号が付いてあります 

4.2  サービス サービスの名称になります 

4.3 数量 作成したオブジェクト・施設になります 

4.4 単価（円） 各サービスずつの単価になります 
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4.5 請求額（円） システムの管理者への支払う金額（税抜き）になります 

⑤ 予約情報 エンドユーザよりの予約完了した案件の情報になります 

5.1 番号 各サービスずつ、番号が付いてあります 

5.2 予約 ID エンドユーザよりの予約ずつ、ID が生成され、ID をクリックすると、

エンドユーザよりの予約詳細情報を確認できます 

5.3 請求額（円） エンドユーザより頂いた金額になります 

5.4 売上高割（％） システムの管理者が設定する割合になります 

5.5 合計（円） 5.3「請求額」と 5.4「売上高割」の乗算結果（税抜き）になり、

この金額をシステムの管理者へ支払います 

⑥ 小計 システムの管理者へ支払う小計（税抜き）金額になります 

⑦ 消費税 ⑥に対しての消費税になります 

⑧ 合計 システムの管理者へ支払う合計（税込み）金額になります 

⑨ すぐに支払う ⑧の金額をシステムの管理者へ支払います 

 

※注意： ⑨にて「すぐに支払う」をクリックしたら下記の各スップで、確認し進んでください。 

 

 

1.クレジットカード決済 

上記の「請求書情報」画面の⑨「すぐに支払う」をクリックし、「クレジットカード」をクリックすると、次の画面が

表示されます。 
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 クレジットカード 

① タイトル 御社の名称になります 

② 請求書 請求月になります 

③ 料金 税抜きの金額になります 

④ 消費税（10%） 消費税の金額になります 

⑤ 合計金額 システムの管理者へ支払う合計金額（税込み）になります 

⑥ カード名義 クレジットカードの表面に記載している名称を入力 

⑦ カード番号 クレジットカードの表面に記載している番号を入力 

⑧ 有効期限 クレジットカードの有効期限を入力 

⑨ CVV クレジットカードの裏面に記載している最後の 3桁数字を入力 

⑩ 支払いを行う ①から⑨までの情報を入力し、⑩をクリック、支払い完了させます 

 

2.銀行振込決済 

上記の「請求書情報」画面の⑨「すぐに支払う」をクリックし、「銀行振込」をクリックすると、次の画面が表

示されます。 
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 銀行振込 

① タイトル 御社の名称になります 

② 請求書 請求月になります 

③ 料金 税抜きの金額になります 

④ 消費税（10%） 消費税の金額になります 

⑤ 合計金額 システムの管理者へ支払う合計金額（税込み）になります 

⑥ 引落口座名義 口座に記載している名義を入力 

⑦ 取引が必要とされる理由 決済金額情報など、自由に入力します 

⑧ 支払いを行う システムの管理者への支払いを行います 

 

※注意：⑧「支払いを行う」をクリックし、次の振り込み用の詳細情報画面が表示され、この情報を元に

し、銀行で振り込みを行ってください。 
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 銀行振込情報 

① タイトル 御社の名称になります 

② 請求書 請求月になります 

③ 料金 税抜きの金額になります 

④ 消費税（10%） 消費税の金額になります 

⑤ 合計金額 システムの管理者へ支払う合計金額（税込み）になります 

⑥ 銀行コード システムの管理者の銀行コードになります 

⑦ 銀行名 システムの管理者の銀行名になります 

⑧ 支店コード システムの管理者の口座の支店コードになります 

⑨ 支店名 システムの管理者の口座の支店名になります 

⑩ 預金区分 システムより、自動的に生成される番号になり、無視して良いです 

⑪ 口座番号 システムの管理者の口座番号になります 

⑫ 口座名義 システムの管理者の口座名義になります 

⑬ 期限切れ日時 システムの管理者への支払い期限になります 

⑭ OK ①から⑬までの情報を確認完了します 

 

※注意： ⑭「OK」をクリックすると、V.請求書の一覧の⑥「決済情報」にて、決済情報が記載されます。 
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3.コンビニ決済 

上記の「請求書情報」画面の⑨「すぐに支払う」をクリックし、「コンビニ」をクリックすると、次の画面が表示さ

れます。 

 

 

 

 コンビニ 

① タイトル 御社の名称になります 

② 請求書 請求月になります 

③ 料金 税抜きの金額になります 

④ 消費税（10%） 消費税の金額になります 

⑤ 合計金額 システムの管理者へ支払う合計金額（税込み）になります 

⑥ 支払先コンビニ 各コンビニを選択出来ます 

⑦ 名前 自社の名称、支払う者の名称などを入力 

⑧ フリガナ ⑦の名前をフリガナで入力 

⑨ 電話番号 自社又は、支払う者の連絡先を入力 

⑩ 支払いを行う システムの管理者への支払いを行います 
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⑩で「支払いを行う」をクリックしたら、コンビニにて、決済用の詳細情報画面が表示され、この情報を元に

し、コンビニでお支払いを行ってください。 

 

 

 

 コンビニ決済情報 

① タイトル 御社の名称になります 

② 請求書 請求月になります 

③ 料金 税抜きの金額になります 

④ 消費税（10%） 消費税の金額になります 

⑤ 合計金額 システムの管理者へ支払う合計金額（税込み）になります 

⑥ オーダーID システムより自動的に生成されます 

⑦ 確認番号 支払う際の確認番号になります 

⑧ 受付番号 支払う際の受付番号になります 

⑨ 期限切れ 支払う期限になります 

⑩ 領収書作成日 本領収書を作成日になります 

⑪ チェック文字列 システムより自動的に生成されます 

⑫ OK ①から⑪までの情報を確認完了します 

 

※注意： ⑫「OK」をクリックすると、V.請求書の一覧の⑥「決済情報」にて、決済情報が記載されます。 
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Ⅵ. 一般設定 

1.ユーザー決済設定。 

●概要 

本システムは GMO ペイメントサービスを連携しておりますので、ユーザの支払い金を受ける為に、GMO

ペイメントへショップアカウント登録し、以下の該当画面にアカウント情報設定必要があります。 

 

●アクセスし方：「一般設定」 ＞ 「ユーザー決済」 

 

 

 時間枠追加 

①  GMOショップ ID GMO での登録されたショップ ID を入力します 

①  GMOショップパスワード GMO での登録されたパースワードを入力します 

②  パスワード暗号化 システムより自動的に生成されます。無視して良いです 

④  公開鍵 GMO での設定する御社のショップ ID の公開鍵、 

公開鍵のハッシュ値を入力します 

（GMO ショップ管理画面の以下のメニューで取得できます。 

ショップ管理画面>都度決済>クレジットカード>設定>トークン 

API/キー情報) 

⑤  公開鍵のハッシュ値 

⑥ 保存 設定した GMO アカウント情報を保存します 
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※注意：⑥にて、正常に保存出来ましたら、次の画面が表示され、「設定情報は正常に更新されました」

メッセージが表示されます。 
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2. 自社のみ切り替設定。 

アクセスし方：「一般設定」 ＞ 「自社のみ切替」 

 

 

 

※注意：本機能は複数のサービス提供者にのみ適用されます。 

本機能は一つのサービスのみを提供する場合は「適用」と「適用なし」のチェックボックスは無効です。 

 

 

 

 


