
専門葬儀社でのスマート葬儀の活用方法



サービス概要
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サービス概要

スマート葬儀は生前相談～供養まで
一気通貫で使用できるシステムです

顧客・会員管理

顧客・会員管理機能で問い合
せ、イベント参加、ステータ
ス、施工状況、アフターセー
ルス状況などの確認と登録が
可能

タブレット接客

iPadなどのタブレットでの接
客用にパンフレットやカタロ
グのデータを登録し、パンフ
レットを見ながらのプラン選
択やオプションをするだけで
見積金額の提示が可能

ECサイト機能

販売ページに表示する・しな
いの設定も商品ごとに行える
ので供花・供物注文の対応の
簡略化を実現
会葬者はクレジット、銀行振
込など支払方法を選択可能
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見積書・
請求書・領収書 アフター管理 メール・SMS

売上管理
粗利分析 入金管理

訃報作成・印刷 案件カレンダー
CTI

(電話回線連携)
オンライン葬儀
(ライブ配信) 初期設定代行

その他にも様々なサービスをご利用いただけます
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サービス概要



サービス例
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葬儀のご依頼の電話
夜間のお電話などは弊社の
コールセンターに転送可能

SMSやLINEで
訃報案内を送信

喪主様はスマホで訃報案内
を送付することが可能に

お見積書作成
タブレットを使用し自動で

料金を算出

返礼品発注
提携先業者へワンクリック

で発注書送付可能

葬儀の打ち合わせ
葬儀プランやイメージ写真

をタブレットでご説明

請求対応
作成したお見積り書をベース
に請求書をワンクリックで作

成可能

訃報案内・会葬礼状の作成
顧客情報を入力すると自動
で訃報案内や会葬礼状を

作成

顧客管理
お客様の情報を管理すると
ともにSMSやDMの作成・

送信などに対応

アフターセールス
お客様ごとにアフターセー

ルスの進捗状況を確認

供花・供物の発注依頼
提携先業者へワンクリック

で発注書を送付可能

終活相談
相談内容を記録

複数のシステムに跨って
管理していたり

手書きで作成していた
ものが

全てスマート葬儀で完結
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サービス例



導入までの流れ
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スマート葬儀導入までのサポート体制

ご質問やご要望は勉強会、電話、メール、チャットにて専任のサポートスタッフが
全力で解決のお手伝いをいたします。

STEP
1

STEP
２

STEP
３

まずは無料で
お試し

ご不明点などは
専任スタッフが
レクチャー

ご契約
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導入までの流れ



システム活用したコスト削減事例



導入前の課題

導入後の効果

⚫ 事務費用の削減をしたい

⚫ 業務の効率化を進め、人件費を見直したい

⚫ 見積→請求書、発注、入金管理、全てが別のシステム

でExcel管理。

専門葬儀社

⚫ 従業員数：20人

⚫ 年間施行件数：300件

スマート葬儀導入でコスト削減に成功
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専門葬儀社では印紙代+人件費削減にも効果が出ております

⚫ 年間15万～20万掛かっていた印紙代が2万円程に削減

⚫ タブレット機能を使い営業の業務効率UP

⚫ スマート葬儀一台で一元管理する事で全体の業務効率が向上

⚫ 事務スタッフ3名一日約30分の業務削減年間約50万の

人件費削減に成功



デジタル訃報ページ拡散による
店舗の認知度UP



デジタル訃報案内を活用した拡散

参
列
者

参
列
者

参
列
者 参

列
者

参
列
者

参
列
者

LINEやメール・Facebook・SMSを活用し訃報案内を送る事でができます。

拡散することで葬儀社様・店舗の認知度を上げることができ、

その後ご利用いただけるよう売上UPにつなげることができます。

より多くの方に拡散することで店舗の認知度をあげる



デジタル訃報案内を活用したEC販売



EC販売による供花・供物の販売

喪主様が訃報ページを送信 購入完了

参列できない方からの購入が売上UPにつながるカギ

デジタル訃報案内上でEC販売を行うことで、

参列できない方からの購入を可能にします。

購入者側の挙動もシンプルで

売上管理も同システムで確認することがで

きます。



弔電・弔文の販売による売上増加



弔電・弔文の販売

導入後すぐに弔電・弔文の販売を行うことでの売上UP

葬儀社様で弔電・弔文を販売することが可能となります。

訃報ページから弔電・弔文を送ることができ、

葬儀社様の管理ページからワンクリックで印刷まで行う

ことができます。

デジタル訃報ページに表示ができる為、供花や供物同様

EC決済を行うことができます。



返礼品のワンクリック発注



参列者一覧から返礼品の選定

返礼品を送る参列者を一覧で確認、お送りまでを一括管理

参列者一覧

お名前 住所 購入金額 購入明細 お香典

テスト佐藤 東京都港区… ○○○円 花輪○○円 ○○円
テスト鈴木 東京都世田谷… ○○○円 供花○○円 ○○円
テスト佐々木 埼玉県さいたま市… ○○○円 フルーツ○○円 ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・

香典・供花など購入いただいた方を一覧で表示、

管理をすることができます。

いつでも返礼品をお送りすることができるので

喪主様の負担を考慮した機能となっています。

より多くの返礼品を送ってもらうことで

売上UPにつなげることができます。



半自動化したアフターセールス



アフターフォローの効率化

スマート葬儀

四十九日法要

本位牌

香典返し

不動産売却

遺品整理

お墓

仏壇

アフターフォローとして必要なご案内を

適切なタイミングでお送りすることができます。

アフター管理を半自動化することで

効率よく売上UPにつなげることができます。

SMS・メールによるアフター販売の促進



商品在庫を把握したロス管理



商品在庫数の管理

在庫管理をすることで経費削減＝利益改善

登録いただいた商品の在庫数を入力いただくことで注文が

あった数を管理し最小ロットでの発注を行うことができます。

仕入れ管理を行うことで経費を削減し、利益の改善に

つなげることができます。



タブレットによる一気通貫接客
＆

コスト削減



タブレット接客でのプラン・見積り作成

提案から見積作成・印刷まで一気通貫で行うことで工数削減

機能一覧

①会場の選択

②プランの選択＆内訳表示

③各オプション機能選択

④見積書サイン＆印刷機能

PCとタブレットを連携し受注業務をタブレット1つで行うことができます。

膨大な商品、プランを一元管理し見積りをその場で作成、印刷までを行う

ことで打合せ時間の短縮をすることができます。

時間の短縮でご遺族の負担を軽減させ、工数の削減を可能にします。

スマート葬儀

連携



売上分析機能による適切な販売戦略



分析機能を用いた販売手法の構築

商品別・会社別・担当者など項目別での売上分析が可能

売上を分析することでより精度の高い販売手法の構築、

売上UPにつなげることができます。

商品の見直しやプランの改定などにご活用いただけます。

抽出期間を設定することができるので確認したい数値を

ピンポイントで抽出することも可能です。

売れ筋の内容を把握することも可能なので、経営指標と

なる数値の把握から事業戦略に活かすことができます。

売上管理 粗利分析



既存システムとの連携による
オペレーション改善



既存のシステムとの連携

システムを連携させることでより精度のたかいオペレーションを構築

キントーン・マネーフォワード、freeなど様々な

システムと連携させることで顧客情報や会計情報

を集計することが可能です。

連携をすることで複数のシステムへの同じ入力を

避け、工数の削減・精度の高いオペレーションを

構築することができます。



導入実績
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スマート葬儀導入後、売上金額や獲得件数が大幅に増加！

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月
アフターケア獲得件数

導入前 導入後

１ヶ月あたりの供花・供物の売上
が約3倍増加するという事例も

※導入していただいている葬儀社様すべてをまとめたデータです

システムでアフターケアまで
管理ができ案内漏れを防ぐ効果も
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導入実績



導入企業
（アイウエオ順、敬称は省略させていただいております）
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導入実績



会社名 ライフエンディングテクノロジーズ株式会社

代表者 白石 和也

資本金 11,930万円

設立 2019年9月20日

住所

本社
〒105-0004
東京都港区新橋5丁目23‐10 片山ビル6階

温泉ワ―ケーションLabo嬉野
〒843-0301
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙738 和多屋別荘内

電話番号 03-5843-8505

資料請求・お問い合わせは
こちらから

URL：
https://smartsougi.jp/contac

t
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会社概要

https://smartsougi.jp/contact
https://smartsougi.jp/contact

