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『葬流』は葬儀のご運用に関わる業務の流れを考え、使いやすさに注目して開発しました。
葬儀に関する業務はもちろん施工完了後の法要のサポートをも視野に入れてトータルに支援します。
入力したデータはデータベースに自動的に登録されますので、
過去の情報も素早く参照することができます。

●セレモニー業務に特化した使い勝手と入力項目
●商品などあらかじめ登録してあるデータを使って素早く業務を遂行

豊富な機能を備えた『トータルセレモニー支援システム葬流』は
お客様の業務を強力にサポートします。
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業務に特化したインタフェース
今までのアプリケーションには見られない
独自の葬儀専用機能が各種用意されています。
葬儀のデータは葬儀単位の管理により
葬儀の切り替えや過去の葬儀情報の参照も素早く行うことができます。
葬儀情報を素早く入力、印刷、管理することを考えた
使いやすいアプリケーションです。
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速やかな業務進行のために……できること
葬儀業務では喪主、故人や式場など葬儀に必要な情報を管理します。
魅力的な機能を豊富に備え、葬儀の管理方法や使い勝手を考慮しています。
テンプレートを使った葬儀明細作成は売上漏れや誤った商品の売上を低減し素早い入力ができます。
一つの葬儀で請求データと見積の複数管理を実現し、営業ツールとしてもご利用いただけます。

葬儀を中心とした「見積・受注入力」
『葬流』は葬儀をデータの中心として件名を管理しています。見積や売上の入力は葬儀に対して入力することで、実際の業務に直
結して運用します。入力は登録されている葬儀のリストから葬儀件名を選択して見積入力などの操作を行います。もちろん新しい
葬儀の登録も名称を入力するだけで登録できます。オペレータは葬儀名（もしくは葬儀コード）を指定するだけで、過去の見積・
受注件名を表示してご利用いただけます。

現在進行中の葬儀件名や過去に執り行われた葬儀が一覧で表示
されます。登録葬儀のリストから葬儀を選択すると、葬儀に関連
する件名が表示されます。
葬儀の見積・受注件名や金額がまとめて表示されており、オペレ
ータは参照・編集する件名を選択して入力画面に進みます。
直感的にも操作できるように配慮しています。

葬儀の名称は葬儀が新たに発生した時に入力します。葬儀名称
を確定すると葬儀コードが割り当てられて保存されます。『葬流』
の各業務では葬儀名称と葬儀コードが表示されており、葬儀コー
ドを中心に件名が管理されます。葬儀コードは日付と関連性を持
たせたルールで自動的に作成されます。新規葬儀が発生する度
にコード名称を考える必要はありません。
簡単明快な操作で葬儀を管理できます。

葬儀業務メインメニュー画面

上段のグループにある葬儀に関する情報と下段の商品の登録欄
から成り立っており、必要な情報をこの画面で入力します。
項目間の移動はキーボードのEnterキーや矢印キーで行うこと
で、必要な情報を素早く入力することができます。データ入力に
できるだけ負担をかけないよう配慮しています。入力にかける時
間を少なくでき、データの入力から請求書の印刷まで業務を素早
く遂行していただけます。

葬儀入力画面

葬儀件名入力画面
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速やかな業務進行のために……できること
葬儀業務に特化した項目

テンプレートによる簡単便利な商品明細入力

『葬流』の葬儀入力画面には葬儀に必要な情報が
豊富にあります。
・故人の死亡日、死亡時刻などの故人情報
・汎用的な家紋情報はあらかじめ登録済み
・複数の式会場の日時情報
・宗教や寺院・病院などの場所情報
・自社担当者管理

汎用的な販売管理ソフトウェアでは入力が困難な項
目も、『葬流』では葬儀業務に直結した項目が満載で
す。

『葬流』では商品の一覧が葬儀入力画面にあらかじめ表示されてい
ます。数量を入力するだけで商品を計上し素早い入力を実現。表に
登録されていない商品は追加できます。また商品名を変更すること
も可能です。
一つずつ商品コードから入力する市販のアプリケーションに比べ、
商品の売上漏れ防止にも役立ちます。さらに商品の価格は複数の
割引率を設定することができ、葬儀情報のグループを選択するだ
けで割引率が金額に反映されます。
このように葬儀運用を考慮しており、商品の売上に十分配慮してい
ます。

見積書・請求書の印刷

便利なアシスト印刷

葬儀業務では、見積保存されたデータを見積書として印刷するこ
とが可能です。見積書は計上していない商品も含めてテンプレート
に表示される商品が全て印刷されます。営業用資料として、またお
客様との打ち合わせなど、便利にご活用できます。
請求書は受注確定した件名について印刷可能です。データの管理
と連動して印刷します。

見積書、請求書などお客様にお渡しする書類の他
に、入力した喪主情報から「供花・供物注文書」、
「訃報のご通知」、「法要案内書」が印刷可能です。
葬儀で入力された情報を利用した出力です。
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お客様からのご注文……売上は一括管理！
葬儀で発生する供花・供物の売上を管理します。
喪主、一般、得意先のお客様を区別し、葬儀業務の喪主情報を複写したり
札名などを登録することができるわかりやすい操作性が特徴です。
伝票は単票印刷はもちろん、複数伝票の連票印刷もこなします。

葬儀に関連付けた供花・供物の売上管理
『葬流』の供花供物業務では、喪主、一般、得意先のお客様に対してそれぞれ異なった種類の売上を総合的に管理します。
葬儀に必要な供花供物業務の情報や売上に必要な項目を用意。供花供物業務をスムーズにサポートします。

喪主、一般、得意先などお客様の売上は一つの
葬儀件名をリストから選択して表示します。
葬儀一覧は左のリスト、売上の件名は画面右の
リストに表示されます。売上日や請求額、請求先
なども一覧に表示され、売上の売上伝票入力画
面への移行もリストから選択するだけの容易さ
です。
多くの売上が発生する供花供物の業務において
葬儀の流れに沿って管理できるわかりやすいイ
ンタフェースです。

様々なお客様の売上を一つの画面で入力するこ
とが可能です。お客様は請求先区分を切り替え
ることによりお客様に必要な情報を入力します。
また、データは葬儀業務と密接に連動していま
す。新規に売上が発生した場合、葬儀業務で情
報が登録されていれば、共通な部分はあらかじ
め入力された状態で表示されます。入力した情
報を無駄にしません。

入力されたデータを確定すると伝票番号が発行
されてデータが保存されます。お客様にお渡しす
る伝票を即座に印刷することができます。

売上伝票入力画面

供花・供物業務メインメニュー画面
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お客様からのご注文……売上は一括管理！
喪主、一般、得意先で顧客別に管理

便利な伝票印刷機能

『葬流』の供花供物業務は「喪主」「一般」「得意先」三つのお
客様への売上が可能です。

供花供物情報を入力する時に「請求先区分」でお客様の種
類を切り替えます。お客様に必要な項目が表示されます。

喪主への新規売上の場合、葬儀業務で入力された喪主名や
住所はあらかじめ表示されます。（葬儀業務連動）
登録済みの「得意先」のお客様はコード入力のみの簡潔さで
す。

供花供物の販売では、一つの葬儀に対して数多くの売上
が発生します。伝票入力画面から1件ずつ伝票印刷する機
能の他に、一つの葬儀から複数の件名を選択してまとめ
て伝票を印刷することもできます。
データの入力のみ先に行い一度に印刷するなどご活用く
ださい。

筆耕システム『もじ書き君！』とのデータ連携

札名も同時管理

弊社 筆耕ソフトウェア『もじ書き君！』で印刷した
情報は『葬流』の供花供物売上情報として取り込
む事ができます。葬儀に実際使用されるデータを
有効に活用します。

『もじ書き君！』で札を印刷して『葬流』で請求す
る。セレモニー業務をそつなくこなします。

売上情報には札名の情報を含めることができます。札名は請
求書にも印刷されますので、印刷された札名と実際の売上を
管理することができます。

得意先の請求締め管理
得意先に売上た商品は、得意先の締めに対応した月ごとの請
求書として印刷します。
締め処理は得意先の締め月ごとに一覧表で表示され、その中
から複数の得意先をチェックして一度に行います。請求書印
刷時に自動的に行われ、印刷伝票とデータの一貫性を保証
します。
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葬儀業務や供花・供物業務で発生する請求に対して
様々な入金データを管理することができます。
入金管理は請求と連動しており、入金専用画面により
簡潔に業務を行うことができます。

入金相手に対応した入力画面（喪主、一般、得意先）
『葬流』は葬儀業務、供花供物業務で発生した請求に対する入
金を一括して行います。
入金業務では「喪主」「一般」「得意先」のお客様に分別。入金選
択画面でお客様を選択して入金作業を開始します。運用に沿った
インタフェースでスムーズな入金作業をサポートします。
入金管理画面では、葬儀・供花供物業務で発生した請求金額を
葬儀別にリスト表示します。

　・葬儀名称や請求額、すでに入金済みの金額を
　　わかりやすく一覧表示。
　・葬儀件名選択で入金履歴の表示（喪主入金）

入金に必要な情報を確認し新規入金画面への移行ができるよう
配慮しています。

葬儀と供花・供物を分けて入金入力
喪主の入金は葬儀業務で発生した請求と、供花供物業務で発生した複数の請求に対し
て入金を行います。金額入力画面で入金額を複数の請求に振り分けて登録できます。入
金された金額はそのまま登録されるよう実際の作業に十分配慮しています。

供花供物請求に対する入金は請求に対応する件名のマークをチェックするだけの簡単
操作。細かい金額の入力を1回の操作で行うことで複数ある供花供物の請求も素早く入
力することが可能なインタフェースです。

もちろん喪主からの入金を複数回に渡って登録可能です。あらかじめお金をお預かりす
る場合も考慮しております。

領収書はまとめて一括出力
入金伝票の領収証は、一覧表から複数の入
金伝票のマークにチェックを入れて一度に印
刷することができます。また領収証には番号
や但し書きを含めて印刷する事も可能。領
収証番号は自動的に登録しています。

分割入金に対応
請求に対する入金は、金額を直接数値
入力することもできます。複数回に分け
て入金する場合などに対応します。
分割後の残金に対しての入金は通常通
りマークのチェックで行う簡単操作の考
慮がされています。

回収用書類の印刷
金額回収に使用するための書類
を印刷。未入金のお客様に対して
一覧表からマークをチェックする
事で複数の回収用領収証を一度
に印刷できます。

一般入金はチェックするだけの入金入力
一般顧客入金でも、わかりやすい操作を実現するため葬儀を基準と
した操作を実現。供花供物の入金は選択画面から葬儀件名を選択し
ます。入力画面には一つの葬儀件名に対して複数のお客様の請求の
一覧が表示されるので一覧の入金該当者のマークをチェックして確
定します。入金作業の使い勝手を十分に配慮しています。
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業務別に分けられた葬流のトップメニュー

システム管理によるデータのバックアップ作業

『葬流』が起動した時に表示される画面です。
業務メニューと管理メニューが表示されており、選択
して操作を開始します。

作業を行う業務群と『葬流』を設定する管理部分に分
かれ、さらにシステム管理においてはパスワード入力
で誤った操作を防ぎます。

ファンクションキーや矢印キーでの業務開始も可能で
す。
　「ファンクションキーを使って一発起動」
　「矢印キーで業務選択。Enterキーで起動」
快適に作業を開始できます。

終了する際にはバックアップ作業を行うかどうかの
メッセージが表示され重要なバックアップ作業の実施
を促します。

データベースには『葬流』で登録した大切な
データが格納されており、このデータが破損す
ると今までのデータが読み出せなくなるなど業
務に重大な支障をきたします。バックアップ機
能はボタンを数回クリックするだけの簡単な作
業です。
バックアップ機能を利用して作成されたバック
アップファイルは他のメディアにコピーして保管
できます。

操作しやすいマスタ管理

『葬流』では業務を運用するにあたり、マスタデー
タを最大限に活用します。マスタで入力されている
データは各業務にて、簡単に素早く入力することを
可能にします。

大量の入力を考慮し入力の手間を低減するよう、
キーボードを有効に利用します。Enterキーでの項
目移動や、矢印キーの項目移動でキーボードから手
を離さないで入力を続ける事も可能です。

また、画面の中に必要なコード一覧が表示される
ので、いちいち検索画面を開く事なく参照でき、高
速な入力を実現します。
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搬送時間やメーター管理など
搬送業務に特化した情報を持っており、
搬送情報を管理するのに適しています。
葬儀単位で管理しているので
葬儀との関連がわかりやすいのが特徴です。

葬儀単位で搬送管理

搬送業務に特化した項目

搬送業務では搬送に関するデータを管理します。
葬儀単位で件名を管理することにより、葬儀や供
花供物業務と連動します。
葬儀を選択すると葬儀件名に対応した搬送件名
の一覧が表示されます。搬送情報を新規に入力し
たり、以前に入力した情報を参照・編集することが
できます。葬儀に必要な搬送情報を扱いやすくし
ています。

搬送入力画面から搬送業務に必要なデータ
の入力を行います。
　・受付日時、担当者の会社情報
　・依頼者の情報
　・車番や使用時間、メータ管理
　・売上げ情報
など搬送業務に必要な情報を登録する事が
できます。

依頼者が喪主である場合は葬儀の喪主情報
を複写できたり、項目間の移動はキーボード
のEnterキーを利用して連続入力を可能にす
るなど、使いやすい配慮がされています。

搬送依頼書の印刷
登録した情報から依頼書を印刷することができます。入力した情報を依頼書
として印刷することで搬送手配の書類としてご利用いただけます。
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法要の売上・入金・印刷・施主情報の管理など
法要全般の管理を行います。
葬儀情報から施主や故人の情報を取り込み、 
複雑な法要管理を速やかに行うことができます。

施主を基準とした一括管理が可能

葬儀情報取り込み機能

法要業務では葬儀施工終了後のお客様のフォローができま
す。
他の業務とは異なり、施主を中心に管理しています。
施主を決定して、複数の故人情報を施主と関連付けて登録さ
れており、情報がすっきりとしたインタフェースです。

葬儀の情報を法要に取り込むことができます。喪主情
報の住所情報を入力し直す必要がなく、施主としてお
客様の情報を引き継ぎます。故人の情報も葬儀から法
要データとして取り込み可能です。
もちろん、葬儀業務で葬儀情報が登録されていない場
合でも施主や故人の情報を入力することで、法要を行
うお客様に対してもご利用いただけます。

予測法要時期の算出・DMラベル印刷機能
法要業務には法要情報から指定した期間内に発生する法要予定件名を一覧
表示する機能があります。
一覧表には施主や法要種別、法要日などが表示されておりお客様の法要予定
を前もって知ることができます。また選択した件名からDMラベル印刷してご
活用いただけます。
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葬儀別に商品に対する発注や
仕入管理を集中して行います。
発注、仕入伝票を作成することができ、
また発注した商品に対する仕入状況を
わかりやすく表示します。

葬儀に対応した仕入管理

仕入先締め管理

仕入業務は葬儀固有の発注・仕入管理に対応しています。葬儀単位で発注す
る商品や仕入れた商品に対する支払いを管理します。

葬儀別に届け先を含めて商品を発注可能。発注時に商品の届け先を含めた
発注伝票を印刷できます。

また商品の仕入れ時には以前の発注情報を複写して利用することができま
す。発注に対して仕入れが全て完了したかどうかの表示機能も備えており葬
儀単位での確認が容易です。

仕入先ごとの締め日により締め管理可能。仕入先と締められた商
品合計を利用して支払い作業を迅速に行うことができます。

仕入先マスタの締め日情報を利用して、締日を選択するだけで該
当する仕入先の一覧が表示されます。仕入先のマークをチェックし
て仕入締切登録する事で仕入先の締め切りが完了します。チェッ
クは複数設定でき、一度に締め切り可能など操作の簡易化を配慮
しています。

仕入れ先への支払い管理
仕入れた商品に対する仕入先への支払い状況を管理します。
仕入先ごとに締められた仕入額に対して支払いが発生した金
額を新規支払から登録します。
仕入先ごとに支払い一覧も表示されるので支払いの履歴確認
にも便利です。
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正会員・子会員管理

便利な契約更新機能

会員情報は正会員と子会員を
関連付けて管理します。
家族の構成を正会員、子会員と
して関連性を持たせることで
便利にご使用できます。
正会員の契約日、年数、会費な
どの契約情報を登録・確認す
る事が可能です。

会員情報は契約期間と更新方法の項目を含み、現在の日付により会員の有
効期限を判定します。
契約更新画面から会員一覧のマークをチェックして、会員の契約期間を一度
に延長できます。多数の会員情報を一度に更新できる便利な機能です。

会員情報からDMラベル作成可能
会員情報からDMラベルが印刷できます。会員一覧から必要な
ラベルのマークをチェックしてDMラベルとして印刷します。複
数のラベル印刷が簡単に行えます。

会員情報は他の業務にデータ複写可能
登録した会員情報は葬儀の喪主や故人、供花供物の請
求先などで利用できます。各業務で会員参照を行い業
務の必要に応じた会員データを複写して取り込み可能
です。各業務での利便性がいっそう高まります。

会員コードによる会員情報を管理することができます。
会員情報には契約項目を含んでおり、
契約の状態を参照したり契約更新もわかりやすいインタフェースです。 
DMラベルの作成も便利です。
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プロ仕様の帳票……ラインナップ
葬儀　見積書 葬儀　請求書 入金　領収書

供花供物　売上伝票 供花供物　請求書 供花供物　合計伝票
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プロ仕様の帳票……ラインナップ
法要　請求書 法要　領収書 仕入　発注書

葬儀実績表 供花売上一覧表

商品マスタ一覧表 法要予測一覧表

いろいろなレポート出力



葬儀の流れを考えたスタンダードアプリケーション

トータルセレモニー
支援システム

システム構成

開発・発売元

有限会社
本　　　社：〒501-0441　岐阜県本巣郡北方町曲路3丁目67番
　　　　　   TEL.058-322-6252　FAX.058-322-6253
千葉営業所：〒260-0032　千葉県千葉市中央区登戸2-12-22
 　　　　　　　　ラ・クール登戸102号
　　　　　   TEL.043-246-7204
E-mail soryu@komekei.co.jp
URL www.komekei.co.jp/

（コメケイ）

高度な技術で信頼のソフトウェア

2020.7

改良のためお断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

『トータルセレモニー支援システム葬流』は複数のアプリケーションから構成されます。
基本アプリケーション(葬儀＋供花,葬儀単体,供花単体)の中から1つを選択してください。
またセレクトにつきましては必要なアプリケーションをお選びください.

基本システム（必須いずれか一つを選択）
　●葬儀業務 ＋ 供花・供物業務
　○葬儀業務
　○供花・供物業務

セレクトアプリケーション
　□搬送業務
　□法要業務
　□仕入業務
　□会員管理業務

『葬流』は1台のコンピュータ上で動作する構成と、LANを利用して複数のコンピュータで動作する構成があります。
複数のコンピュータで動作させる場合はデータベースやアプリケーションのライセンスが発生します。
ご購入をご検討される場合は販売店までお尋ねください。

スタンドアロン版

※注意：ネットワークを利用した『葬流』ご利用について
　データベースはMicrosoft社提供のものを使用します。（Microsoft SQLServerが必要になります）
　データベースをサーバーにインストールする際、Microsoft社のライセンスによりOSはサーバー対応されている必要があります。

推奨動作環境（スタンドアロン版）
OS：Windows 10 /8.1
※サポート対象OSはMicrosoftに準じます。

HDD空き容量：500MB以上（導入システムによって異なります）
　　　　　　　データベース格納領域のサイズは含まれておりません。 
プリンタ：OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
　Pentiumは米国インテル社の登録商標です。


