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※システム利用時における注意事項

●スマートフォン標準の前画面に戻る操作は行わないでください。
選択・入力した内容が正しく反映されない場合があります。

●システム利用後は必ずログアウトしてください。
不正利用防止のため、利用後は必ずログアウトの操作を行ってください。

●複数ブラウザの使用はしないでください。
複数ブラウザを開いての操作は行わないでください。
選択・入力した内容が正しく反映されない場合があります。



戸田葬祭場WEB予約システム（スマートフォン版）ＵＲＬ

戸田葬祭場ＷＥＢ予約システム(スマートフォン版)をご利用する場合は
以下のURLにアクセスしてください。

https://yoyaku.toda-sousaijyo.co.jp/yoyaku/mobile

https://yoyaku.toda-sousaijyo.co.jp/yoyaku/mobile


1．火葬の予約をする
火葬の予約を行います。

システムから予約確認メールを送付

システムから予約確認メールを送付

ログイン 

火葬炉・日時選択 

待合室選択 

予約内容入力 

予約内容確認 

予約完了 

予約詳細入力 

予約詳細確認 

予約詳細登録完了 

火葬予約選択 

火葬種別選択 
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＜予約手順＞

1-1．ログインする

ＩＤ・パスワードを入力し、システムにログインします。

1-2．火葬予約を選択する

火葬予約メニューをクリックします。

火葬予約メニュー 

左の欄：業者様IDをご入力ください。 

右の欄：支社IDをご入力ください。 

尚、支社登録の無い場合は「０」とご入力ください。 

パスワードをご入力ください。 
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1-3．火葬種別を選択する

火葬種別を選択します。

1-3-1．箱数を入力します
※火葬種別で「臓器」を選択した場合に表示されます。

箱数を入力し、「次へ」をクリックします。

容器サイズを確認することができます。 
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1-4．火葬等級と火葬日時を選択する

予約したい火葬炉の空きを選択します。

～

※横スライドすることで１５日分の空き状況を確認できます。
※火葬種別によって空きの表示が異なります。

1-5．待合室を選択する

予約したい待合室を選択します。

1-5-1．席数を選択する

※待合室で「椅子席」を選択した場合に表示されます。

席数を選択し、「次へ」をクリックします。

※空いている席数が10席より少ない場合は、残りの席数が選択肢になります。

○：空きがあることを示します。 

数字：空き炉数を示します。 

○：空きがあることを示します。 

数字：空き部屋数を示します。 

※喫茶はご予約できません。 

選択した火葬炉の情報が表示されます。 

ラウンジ：少人数でお願い致します。 

その他：ご予約時点で不明の場合お選びください。 

4 ページ



1-6．予約情報を入力する

予約情報を入力し、「確定」をクリックします。

●領収書名
領収書名が故人名（姓）と異なる場合は、
「故人名（姓）と同じ」のチェックを外し、領収書名を入力してください。

●担当者メールアドレス
担当者を選択すると、選択した担当者のメールアドレスが自動で表示されます。

●送付先担当者１、２について
予約が完了した際の予約確認メールを送信する担当者を、業者の登録済み担当者から選択します。
（業者メールアドレス、担当者メールアドレス宛てには必ず送信されます。）

「民生」「公費」のどちらかを選択してください。 

最上等の場合 

「一般」「区民葬」「市民葬」の中から選択してください。 

民生・公費の場合 

「一般」を選択してください。 
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1-7．予約情報を確認する

予約情報を確認します。
表示されている情報で登録を行う場合は、「この内容で登録する」ボタンをクリックします。
修正する場合は、「修正する」ボタンをクリックします。

1-8．予約完了

火葬の予約は完了です。
予約の詳細を入力する場合は、「詳細を入力」ボタンをクリックしてください。

※お願い 

 

ご予約後お手数ですが出来るだけお分かりに 

なっている項目をご入力ください。 

特に異体字・変体仮名等をお使いの場合ご入力 

いただきませんと正しく表示することが出来ま 

せんのでご了承ください。 
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1-9．予約の詳細情報を入力する

1-9-1．予約の詳細情報（施設予約情報）を確認する

「施設予約情報」をクリックし、施設予約情報を確認します。

ご葬家様のお問合せに対してご希望がございましたら 

どちらかをお選びいただき要望に理由をご記入ください。 
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1-9-2．予約の詳細情報（死亡者等情報）を入力する

「死亡者等情報」をクリックし、死亡者等情報を入力します。

1-9-3．予約の詳細情報（骨壺情報）を入力する

「骨壺情報」をクリックし、骨壺情報を入力します。
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1-9-4．予約の詳細情報（その他の情報）を入力する

「その他の情報」をクリックし、その他の情報を入力します。

1-9-5．予約の詳細情報（サービス館情報）を入力する

「サービス館情報」をクリックし、サービス館情報を入力します。

1-9-6．予約の詳細情報（舟渡斎場情報）を入力する

「舟渡斎場情報」をクリックし、舟渡斎場情報を入力します。
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1-9-7．予約の詳細情報（業者様情報）を入力する

「業者様情報」をクリックし、業者様情報を入力します。

1-9-8．確定ボタンをクリックする

詳細情報を入力後、確定ボタンをクリックします。
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1-10．予約詳細情報を確認する

予約詳細情報を確認します。
表示されている情報で登録を行う場合は、「この内容で登録する」ボタンをクリックします。
修正する場合は、「修正する」ボタンをクリックします。

1-11．予約詳細登録完了

以上で火葬の予約は完了です。
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2．式場の予約をする
式場の予約を行います。

システムから予約確認メールを送付

システムから予約確認メールを送付

ログイン 

式場・日時選択 

火葬炉選択 

予約内容入力 

予約内容確認 

予約完了 

予約詳細入力 

予約詳細確認 

予約詳細登録完了 

式場予約選択 

火葬種別選択 
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＜予約手順＞

2-1．ログインする

ＩＤ・パスワードを入力し、システムにログインします。

2-2．式場予約を選択する

式場予約メニューをクリックします。

2-3．火葬種別を選択する

火葬種別を選択します。

式場予約メニュー 

左の欄：業者様IDをご入力ください。 

右の欄：支社IDをご入力ください。 

尚、支社登録の無い場合は「０」とご入力ください。 

パスワードをご入力ください。 

小人・胎児の場合 

４階式場のみご予約頂けます。 

その他ご要望がありましたらお電話にてご連絡くださ

い。 
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2-4．式場を選択する

予約したい式場の空きを選択します。

～

2-5．火葬炉を選択する

予約したい火葬炉の空きを選択します。

※選択した式場によって日付、時間は固定になります。

○：空きがあることを示します。 

数字：空き炉数を示します。 

式場名をクリックすると、 

式場のイメージ図と見取り図が表示されます。 

○：空きがあることを示します。 
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2-6．予約情報を入力する

予約情報を入力し、「確定」をクリックします。

●領収書名
領収書名が故人名（姓）と異なる場合は、
「故人名（姓）と同じ」のチェックを外し、領収書名を入力してください。

●担当者メールアドレス
担当者を選択すると、選択した担当者のメールアドレスが自動で表示されます。

●送付先担当者１、２について
予約が完了した際の予約確認メールを送信する担当者を、業者の登録済み担当者から選択します。
（業者メールアドレス、担当者メールアドレス宛てには必ず送信されます。）

「民生」「公費」のどちらかを選択してください。 

最上等の場合 

「一般」「区民葬」「市民葬」の中から選択してください。 

民生・公費の場合 

「一般」を選択してください。 
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2-7．予約情報を確認する

予約情報を確認します。
表示されている情報で登録を行う場合は、「この内容で登録する」ボタンをクリックします。
修正する場合は、「修正する」ボタンをクリックします。

※通夜時間は18:00～19:00、告別式時間は火葬時間の前１時間、が自動で設定されます。
変更する場合は、予約の詳細を入力する画面で変更してください。

2-8．予約完了

式場の予約は完了です。
予約の詳細を入力する場合は、「詳細を入力」ボタンをクリックしてください。

※お願い 

 

ご予約後お手数ですが出来るだけお分かりに 

なっている項目をご入力ください。 

特に異体字・変体仮名等をお使いの場合ご入力 

いただきませんと正しく表示することが出来ま 

せんのでご了承ください。 
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2-9．予約の詳細情報を入力する

2-9-1．予約の詳細情報（施設予約情報）を入力する

「施設予約情報」をクリックし、施設予約情報を入力します。

ご葬家様のお問合せに対してご希望がございましたら 

どちらかをお選びいただき要望に理由をご記入ください。 
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2-9-2．予約の詳細情報（死亡者等情報）を入力する

「死亡者等情報」をクリックし、死亡者等情報を入力します。

2-9-3．予約の詳細情報（骨壺情報）を入力する

「骨壺情報」をクリックし、骨壺情報を入力します。
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2-9-4．予約の詳細情報（その他の情報）を入力する

「その他の情報」をクリックし、その他の情報を入力します。

2-9-5．予約の詳細情報（サービス館情報）を入力する

「サービス館情報」をクリックし、サービス館情報を入力します。
※式場予約時は、サービス館情報は表示されません。

2-9-6．予約の詳細情報（舟渡斎場情報）を入力する

「舟渡斎場情報」をクリックし、舟渡斎場情報を入力します。
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2-9-7．予約の詳細情報（業者様情報）を入力する

「業者様情報」をクリックし、業者様情報を入力します。

2-9-8．確定ボタンをクリックする

詳細情報を入力後、確定ボタンをクリックします。
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2-10．予約詳細情報を確認する

予約詳細情報を確認します。
表示されている情報で登録を行う場合は、「この内容で登録する」ボタンをクリックします。
修正する場合は、「修正する」ボタンをクリックします。

2-11．予約詳細登録完了

以上で式場予約は完了です。
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3．予約を確認する
予約情報の確認を行います。

＜予約確認手順＞

3-1．ログインする

ＩＤ・パスワードを入力し、システムにログインします。

ログイン 

予約情報確認（一覧表示） 

予約情報確認（詳細表示） 

トップメニュー予約一覧 

左の欄：業者様IDをご入力ください。 

右の欄：支社IDをご入力ください。 

尚、支社登録の無い場合は「０」とご入力ください。 

パスワードをご入力ください。 
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3-2．メニュー・予約一覧を選択する

トップメニューの予約一覧をクリックします。

3-3．予約を確認する（一覧表示）

予約一覧が表示されます。
予約情報の詳細を確認したい場合は、確認したい予約情報の確認・変更ボタンをクリックします。

※当日以降の予約一覧が表示されます。

火葬等級が最上等の場合、民生/公費、又は最上等種別（一般、市

民葬、区民葬）が表示されます。 

最上等種別が一般の場合「最上等」と表示されます。 

予約一覧メニュー 
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3-4．予約を確認する（詳細表示）

予約の詳細情報を確認することができます。
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4．予約情報を変更する
予約情報の変更を行います。

システムから確認メールを送付

＜予約内容変更手順＞

4-1．ログインする

ＩＤ・パスワードを入力し、システムにログインします。

ログイン 

予約情報確認（一覧表示） 

予約情報確認（詳細表示） 

予約変更内容入力 

予約変更内容確認 

予約照会メニュー 

予約一覧 

予約変更完了 

左の欄：業者様IDをご入力ください。 

右の欄：支社IDをご入力ください。 

尚、支社登録の無い場合は「０」とご入力ください。 

パスワードをご入力ください。 
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4-2．メニュー・予約一覧を選択する

トップメニューの予約一覧をクリックします。

4-3．変更したい予約情報を選択する

予約一覧が表示されます。
変更したい予約情報場合の確認・変更ボタンをクリックします。

※当日以降の予約一覧が表示されます。

予約一覧メニュー 

火葬等級が最上等の場合、民生/公費、又は最上等種別（一般、市

民葬、区民葬）が表示されます。 

最上等種別が一般の場合「最上等」と表示されます。 
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4-4．変更したい予約情報か確認する

変更したい予約情報を確認し、修正するボタンをクリックします。

※予約の受付終了時間を過ぎた場合は予約情報を変更することはできません。
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4-5．予約情報を入力する

予約情報を入力します
入力後、「確定」ボタンをクリックします。

4-5-1．予約の詳細情報（施設予約情報）を確認する

「施設予約情報」をクリックし、施設予約情報を確認します。

4-5-2．予約の詳細情報（死亡者等情報）を入力する

「死亡者等情報」をクリックし、死亡者等情報を入力します。

ご葬家様のお問合せに対してご希望がございましたら 

どちらかをお選びいただき要望に理由をご記入ください。 
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4-5-3．予約の詳細情報（骨壺情報）を入力する

「骨壺情報」をクリックし、骨壺情報を入力します。

4-5-4．予約の詳細情報（その他の情報）を入力する

「その他の情報」をクリックし、その他の情報を入力します。
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4-5-5．予約の詳細情報（サービス館情報）を入力する

「サービス館情報」をクリックし、サービス館情報を入力します。

4-5-6．予約の詳細情報（舟渡斎場情報）を入力する

「舟渡斎場情報」をクリックし、舟渡斎場情報を入力します。
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4-5-7．予約の詳細情報（業者様情報）を入力する

「業者様情報」をクリックし、業者様情報を入力します。

4-5-8．確定ボタンをクリックする

詳細情報を入力後、確定ボタンをクリックします。
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4-6．変更した予約内容を確認する

変更した予約内容を確認します。
表示されている情報で変更登録を行う場合は、「この内容で登録する」ボタンをクリックします。
修正する場合は、「修正する」ボタンをクリックします。

4-7．予約変更完了

以上で予約情報の変更は完了です。
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5．料金表を確認する
料金表を確認します。

＜確認手順＞

5-1．ログインする

ＩＤ・パスワードを入力し、システムにログインします。

5-2．料金表を選択する

トップメニューの料金表をクリックします。

5-3．料金表を確認する

料金表を確認します。

左の欄：業者様IDをご入力ください。 

右の欄：支社IDをご入力ください。 

尚、支社登録の無い場合は「０」とご入力ください。 

パスワードをご入力ください。 
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6．業者様情報を変更する
業者様情報の変更を行います。

＜変更手順＞

6-1．ログインする

ＩＤ・パスワードを入力し、システムにログインします。

ログイン 

変更情報を入力 

業者様情報を確認 

業者様情報変更完了 

トップメニュー 

業者様情報の変更 

左の欄：業者様IDをご入力ください。 

右の欄：支社IDをご入力ください。 

尚、支社登録の無い場合は「０」とご入力ください。 

パスワードをご入力ください。 
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6-2．業者様情報の変更を選択する

トップメニューの業者様情報の変更をクリックします。

6-3．業者様情報を変更する

業者様の情報を変更することができます。

6-3-1．業者様基本情報を入力する

業者様基本情報をクリックし、業者様基本情報を入力します。
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6-3-2．担当者情報を入力する

担当者情報をクリックし、担当者情報を入力します。

●必須入力項目について
・業者様基本情報はメールアドレス以外必須入力です。
・担当者情報は最低１名の氏名が必須です。
＊どちらもメールアドレスは任意の入力となります。
　入力がない場合、確認メールは送信されませんのでご了承ください。

●変更不可項目について
・ＩＤ、業者名、所在地は変更することができません。

●担当者情報について
・担当者情報は最大２0人まで登録することができます。
・担当者様の携帯番号をご登録いただきますよう、ご協力をお願い致します。
・削除する際は、氏名、メールアドレス、電話番号、全てを削除するようにしてください。

●支社登録について
・追加・変更をする時は、お電話にてお願い致します。

6-3-3．確定ボタンをクリックする

確定ボタンをクリックし、業者様情報を確定します。
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6-4．変更内容を確認する

業者様情報の変更内容を確認します。
表示されている情報で変更登録を行う場合は、「この内容で登録する」ボタンをクリックします。
修正する場合は、「修正」ボタンをクリックします。

6-5．業者様情報変更完了

以上で業者様情報の変更は完了です。
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7．パスワードを照会する
パスワードの照会を行います

システムからパスワード通知メールを送付

＜通知手順＞

7-1．パスワード通知画面を表示する

ログイン画面を表示します。
「※パスワードをお忘れの場合はこちらをクリックしてください。」という文言の「こちら」をクリックします。

ログイン画面 

完了 

ＩＤ・メールアドレス入力 

ここをクリック 
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7-2．ＩＤ・メールアドレスを入力する

登録されているＩＤと業者メールアドレスを入力後、「パスワードを通知する」ボタンをクリックします。

7-3．パスワード通知メール送信完了

システムからパスワード通知メールが業者メールアドレス宛てに送信されます。

ID：左のボックスには登録書のIDを入力 

  右のボックスには支社IDを入力 

 ＊支社がない場合は「０」と入力してください。 

 

業者メールアドレス：メールアドレスを入力してください。 
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