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葬祭ソフト「葵」の、４つの特徴をご紹介します。葬儀費用の御見積や売上・
請求管理現金出納表まで様々なデータを一元管理出来るシステムです。簡
単な操作で使いやすく、複雑な処理もスピーディに行えます。ネットワーク版と、
スタンダード版があり、ネットワーク版では会館ごとの情報も共有できるシステム
を搭載しております。 

メニュー画面から入力したい項
目がすぐに分かり、初心者でも
使いやすい設計になっておりま
す。見積書や受注伝票、納品
書、請求書など簡単に入力・
発行管理できます。 

複数会館で情報共有できるシ
ステムもご用意しました。遠隔
にある他会館と情報を共有で
き、閲覧や書き換えも可能で
す。単体会館から複数会館ま
で幅広くご利用いただけます。 

インストールしたどのパソコン 
からもログインできますので館内
で情報を共有でき、煩雑な発
注や入力ミスに対応できます。
同時に閲覧でき、情報はリアル
タイムで更新されます。 

初期設定の管理システムをは
じめ、ご希望のシステムを組み
込むことが可能です。サポート
体制も万全ですので業務の効
率化を実現します。 

見積書や請求書の発行から供物管理まで葬祭業務にかかわる処理全てを管理で
きます。使いやすい設計になっており、初めての方でも安心して使うことが出来ます。
ひとつの画面から入力したい項目をすぐに見つけることができ、帳票などの発行もボタ
ンひとつで印刷可能なので、効率よく作業が出来ます。 

一元管理の特徴 

入力や、変更後にすべての情報が更新されます 

入力情報画面から、マスタ登録の変更も可能です 

未入金処理で残額明細も自動処理できます 

複数会館版はサーバを利用し他会館と情報を共有できるシステムです。すべての会館の情報を集中管理できます。バックアップ機能な
どのオプションサービスもあるので安心してご利用いただけます。 

一元管理でスピーディかつ快適に情報管理が出来ます 

インターネットを使って他会館とも情報を共有できます 
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他会館と情報共有できる複数会館版のほか、1会館のみで運用できるネットワーク版も対応しています。ネットワーク版は、御社で
サーバーをご用意いただき、そのサーバーに葵を導入してご利用いただくシステムです。自社管理サーバーとして、LAN内だけでのご利
用もできますので、御社のセキュリティーポリシーへの適合が容易になります。 

館内のパソコン1台に葵をインストールすることでどこからでもアクセス可能になります 

どのパソコンからでも、記入や書き換え、見積書の発行などが行えます 

冠婚葬祭ソフト「葵」では、導入時に機能拡張も可能です。ご希望を
お伺いし使いやすさや利便性を高めるためにカスタマイズいたします。導
入後のカスタマイズも対応可能です。 

オプション追加例 

既存会計システムとの連携 

画面ごとの機能制限の追加 

集計・分析機能の追加 

葬儀日程管理 

画面デザインの変更 

情報の共有で業務の負担を削減し効率アップ！ 

オプションで機能を拡張！必要な処理はすべて葵におまかせください 
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葬祭システム「葵」は、20年にわたり改良をかさね細部まで使いやすさ
と利便性を追求した設計になっており、きめ細やかな管理が出来ます。
葬儀を施行する際に欠かせない葬儀費用の御見積、物販品の売
上・請求管理、また、葬儀が終わったあとの喪家様への情報提供サー
ビスなどの機能を装備しています。お悔やみ情報画面、支払い処理、
見積書の発行など一括管理でき、簡単な操作でスムーズに処理が出
来るシステムです。 

葵の主な機能一覧 

葬儀情報管理 

入金・支払い管理 

見積もり・請求書の発行 

現金出納管理 

年忌予定一覧の発行 

マスタ保守 

葬儀にかかわる情報登録を細かく管理できます。喪主名や住所葬
儀時間などの登録や葬儀出席者の人数から手配する料理、車など
必要不可欠な情報を入力できます。 

葬祭管理にかかわる全ての情報を網羅し管理出来ます 

葬儀情報管理 
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仕入れ明細や売上明細では、祭壇や車両手配、お料理手配などの費用の入力が出来ます。各項目に分けての売上・仕入れを確認で
きます。さらに未入金分の請求書の発行や直接請求の有無、香典返しなど葬儀ならではの管理に対応しております。 

仕入れ・入金・売上管理 
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管理画面からワンクリックで見積書や手配書などが印刷できます。 
帳票選択画面では、お見積書・おくやみ情報連絡表・料理注文書・請求書など発行したい項目にチェックを入れるだけで
簡単印刷できます。帳票はこちらから確認できます。 

帳票印刷 
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全ての基本となるマスタデータも簡単に登録できます。関連会社や取引先、担当者など項目分けしておりますので、情報が入り混じること
がなく処理できます。住所登録や消費税率の変更など常時、最新の情報に更新できます。マスタ登録は売上入力画面からも都度、入力
できます。 

マスタ処理 
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会館保守 画面 寺院保守 画面 



便利な検索機能で、情報を探す手間が省けます。たとえば葬儀
情報一覧画面では、葬儀日・喪主・担当者での検索や、未請求
か請求済みでの絞り込み検索が出来ます。経理画面など各項目
に情報検索機能がついていますので素早く探したい情報にたどり
着くことが出来、請求内容の変更や請求漏れがありません。 

葬儀に必要な各種手配書の発行ができます。忌中、送迎バス案
内から料理手配書まで簡単印刷で必要な手配がスムーズになり
ます。マスタ登録した企業と品目を選ぶだけで作成できるので、手
書きのわずらわしさがなくなり、変更にも対応できます。また、会館
の使用目的にあわせたカスタマイズも可能です。 

検索機能 マスタ検索や絞込み検索が便利！ 

手配書の発行 毎回必要な手配書も簡単印刷できます 

その他の基本機能詳細 

年忌予定表の一覧や供物一覧表などの発行が出来ます。供物
一覧表ではどこから供物をもらったかを一覧印刷でき喪主様へお
渡しすることも可能です。エクセルデータでの出力にも対応しており
ます。49日や3回忌などの一覧で印刷できますので喪主様にアプ
ローチするときなどにお役立てください。 

葵では請求額の残高を表示することが可能です。御通夜やお葬
式の間に請求が確定しなくても一部入金支払い登録することで
残額が自動算出された請求書が発行できます。よって、請求額
の未払い防止や二重請求がなくなります。 

一覧表の発行 便利な一覧表印刷機能付き 

残金出力 残額の明細書も出せます 
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葬儀基本プランがある場合、祭壇・法要案内・霊柩車など葬儀
関係の項目を一まとめにしたセットプラン登録が出来ます。内容は
いつでも変更可能で、その時々に応じたセットプランや会館独自の
セットプランを自由に登録できます。セットプランに入っている仕入
れ項目は自動で仕入れ請求書と手配書に反映されるので業務
のスピードアップが図れます。 

直接請求の際に、まとめ請求が可能です。まとめ請求とは1人の
請求書に複数の請求をまとめて発行できる機能です。また、代理
店を介した場合には割戻し計算がついていますので代理店用と喪
主用の請求書を2通り出力可能です。 

取引先元帳・仕入れ先元帳より過去の前取引内容を参照可能
です。さらに各取引先から葬儀入金入力画面に遷移することが
出来、取引の詳細内容を確認可能です。 

セット登録 葬儀プランをセットで登録できます 

多彩な請求発行 細かく請求可能 

元帳管理 取引先元帳と仕入先元帳 

消費税 軽減税率対応 

2019年10月1日より実施の軽減税率制度に対応しています。 
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 メニュー分類  一覧画面  入力画面  サブ入力画面  帳票／印刷物 

お悔やみ情報 お悔やみ情報一覧 

お悔やみ情報入力 

喪主情報   
受付関係   
厨房関係   

売上明細 直接/取引請求、領収書3枚/2枚印刷 

仕入れ明細   

帳票印刷選択画面 

御見積書 
お悔やみ情報連絡表 
料理注文書 
厨房手配書 
衣料・食事・宿泊確認テスト 
御供物一覧表 
御請求書 

EXCEL帳票 忌中、送迎バス案内、CATVお悔やみ 
式場別売上集計表     
地区別売上集計表     
種類別売上集計表     

葬儀以外情報 葬儀以外情報一覧 葬儀以外情報入力 

請求先案内   
売上明細   
仕入れ明細   
帳票印刷選択画面 料理注文書、厨房手配書、御請求書 

入金 

葬儀入金一覧 入金入力画面   入金一覧表 

葬儀請求入金照会表       

葬儀以外入金一覧 入金入力画面   葬儀以外入金一覧表 

葬儀以外請求入金照会表       

取引先請求入金一覧 取引先入金入力   取引先入金一覧表 

直接請求一覧 直接請求入力   入金一覧表、領収書3枚/2枚印刷 

直接請求入金照会表       

取引先請求 
取引先請求締め処理一覧     締め一覧印刷、請求書印刷 

取引先元帳     元帳印刷、請求書印刷 

支払い 

諸経費管理       
支払い一覧       
支払い締め処理     締め一覧印刷 
仕入れ先元帳     元帳印刷 

経理 
現金出納帳一覧     現金出納帳一覧 
繰越処理       

印刷 年忌予定表選択画面     四十九日一覧、一周忌一覧、三回忌 

マスタ保守 

関連会社保守       
取引先保守       
寺院保守画面       
統計式場保守画面       
斎場保守画面       
地区保守画面       
区分保守画面       

仕入先保守画面 
仕入先(共通,車両,料理) 
品目別仕入先設定 

    

品目保守画面       
勘定科目保守画面       
担当者保守画面       
利用者保守画面       
事業部保守画面       
会館保守画面       
消費税保守画面       
郵便番号取込       

※マスタ保守は管理者のみ操作できます。 

メニュー構成 
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サーバー 

クライアント（利用者パソコン） 

動作環境 

OS（オペレーションシステム） Windows Server 2012 R2 以降 

CPU Xeon プロセッサー 

メモリ 4GB以上 

ディスプレイ XGA（1024×768）以上の高解像度ディスプレイモニタ 

ディスク装置 500GB以上の空き容量（RAID構成推奨） 

ネットワーク 100BASE-TX以上 

データベース SQL Server 2008 R2以降 

その他 キーボード、マウスまたはその他のポインティングデバイス 

OS（オペレーションシステム） Windows7 SP1 以降 （Windows10対応） 

CPU Pentium4以上（Core 2 Duo以上推奨） 

メモリ 4GB以上 

ディスプレイ XGA（1024×768）以上の高解像度ディスプレイモニタ 

ディスク装置 1GB以上の空き容量 

プリンタ 上記OSで動作可能なプリンタ 

その他 キーボード、マウスまたはその他のポインティングデバイス 

※すべてのエディション（スタンドアロン版、ネットワーク版、複数会館版）で共通です。 
※クライアントはPCのみです。タブレット版は別途費用が発生致します。 

※ネットワーク版、複数会館版はサーバーが必須となります。 
※上記サーバー環境は利用者数によって変わる場合がございます。 

システム構成 
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 電話でのお問合せ 

    
 受付時間 平日9:00～18:00（土・日・祝日除く） 

 ※下記、ご相談承っております。 

 ・製品・ソリューション・販売パートナーに関して 

 ・導入前無料相談サービス 

葵には、「複数会館版」「パッケージ版」の２つのご提供形態があり、それぞれで料金体系が異なっております。導入後に会館を増やすこと
も可能です。オプションにつきましてはお問い合わせ下さいませ。 

パソコン1台に入れるスタンドアロン版。1台
のみで管理をしたいという会館向けのシステ
ムです。 

サーバー1台で会館内の複数のパソコンか
らアクセスできるネットワーク版。管理者が
会館内に複数いる場合におすすめのシス
テムです。 

複数の会館からアクセス可能なシステムで
す。複数の会館をまとめて閲覧・管理も出
来ますので使い方も多様になります。セキュ
リティも万全です。 

 パッケージ販売価格  1,800,000円 

 帳票調整費用  30,000円～ 

 パッケージ販売価格  2,800,000円 

 帳票調整費用  30,000円～ 

 パッケージ販売価格  3,500,000円 

 3会館  4,200,000円 

 4会館  4,900,000円 

 帳票調整費用  30,000円～ 

スタンドアロン版 

ネットワーク版 

複数会館版 

価格 

価格に関しての注意事項 

※分割でお支払いの場合、弊社指定リース会社になります。 
※現地導入支援が必要となる場合は、別途お見積りさせて頂きます。 
※要件をお伺いしカスタマイズが必要となる場合は、別途お見積りさせて頂きます。 
※PC機器、サーバー費が別途必要です。 
※クラウド版の場合は、サーバーホスティング、VPNの設置費用が月々別途必要となります。 
※保守料金については、別途お見積りさせて頂きます。 
※データ移行が必要となる場合は、別途お見積りさせて頂きます。 

 メールでのお問合せ 

 ecmaster@sousaikanri.com 

 ※メールでのお問い合わせは24時間受付中です。 
 ※下記サイトに専用フォームがございます。 

 葵のサイトはこちら 

 ｈｔｔｐ：//ｓｏｕｓａｉｋａｎｒｉ．ｃｏｍ/ 

 開発元 

社 名 
 株式会社ティーズコーポレーション 
 Teaz Corporation Co.,Ltd 

本 社  〒922-0331 石川県加賀市動橋町口24番地 

連絡先  TEL：0761-74-1631  FAX：0761-74-1661 

ＵＲＬ  https://www.teazcorporation.com/ 

設 立  1998年（平成10年） 6月8日 

■販売・開発元 

 販売/開発元 

社 名 
 株式会社 ネットシステム 
 NetSystem Co.,Ltd 

本 社  〒910-0804 福井県福井市高木中央2丁目1713-1 

連絡先  TEL：0776-52-8730  FAX：0776-52-8740 

ＵＲＬ  http://www.netsystem.jp/ 

設 立  2000年（平成12年） 4月7日 

価格に関しての注意事項 価格に関しての注意事項 

※クラウド版（ホスティングサービス）は、月額利用料：50,000円（税別）と、VPN月額費用が別途発生致します。 


