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電報注文フロー

（通夜・葬儀）

http://www.hayawaridenpo.com

・弔電（供花）の注文（P2～）

・ご注文履歴（P15）

・ご注文の修正、キャンセル（P15）
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・会員ページへログイン

ＩＤ（半角英数字）、パスワード（半角英数字）を入力後

をクリックしてログイン

★自動ログアウトについて

ログイン後、操作されないまま一定時間（約60分）

が経過しますとセキュリティ上自動ログアウトされます。

その際、お買い物カゴに入ったご注文分は、

24時間保存されます（再度、ログイン要）。

http://www.hayawaridenpo.com ★まずはまずはまずはまずは「「「「早割電報早割電報早割電報早割電報」」」」トップページトップページトップページトップページ

へアクセスへアクセスへアクセスへアクセス

【注意】別途社内別途社内別途社内別途社内にてにてにてにて専用専用専用専用のののの電報注文電報注文電報注文電報注文フローがあるフローがあるフローがあるフローがある法人様法人様法人様法人様はそちらをごはそちらをごはそちらをごはそちらをご優先下優先下優先下優先下さいさいさいさい。。。。



3

・台紙を選択

【通夜葬儀の弔電（供花）の手配】

・弔電（お悔み用）をクリック

左記、商品一覧画面よりご利用される「台紙」の をクリックします。

～台紙選択例～

「→詳細を見る」ボタンクリック
すると台紙の詳細が表示されます。

～台紙詳細画面～
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・お届け希望日を選択

・ご利用される便の をクリック（P5へ）

【ご利用便の注文締切時間について】

・即日便（前日18時～当日14時締切）→当日中の配達（時間指定不可）
・通常便（18時締切）→翌日最短10時または午前の配達
★供花の注文もされる場合は、17時締切となります（※名古屋市のみ15時締切）

・お届け先住所を選択(下記いずれかより選択)

【郵便番号から検索する場合】

【都道府県よりクリック選択する場合】

・ご利用便を選択

①郵便番号を入力後

「→検索」 をクリック→

②検索結果の
住所をクリック→

「都道府県」 → 「市区町村（カナ順）」 → 「町村（カナ順）」

の順でクリック選択下さい。

お申込み時点で「お通夜」を優先に「告別式」いずれか間に合う日をご選択下さい。

★ご不明な場合は巻末の「お届け希望日」等の設定例をご参照下さい。

★ご利用便選択にあたってご不明な場合は巻末の「お届け希望日」等の設定例

をご参照下さい。
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・以下の住所を入力

・最後に画面下部の をクリック（P6へ）

・喪主名を入力
宛名欄へ「喪主名」をご入力下さい。 （入力例） 喪主 電報 太郎

・式典日時を選択

【お悔やみ（弔事）の場合のご注意】

宛名には必ず「「「「喪主名喪主名喪主名喪主名」」」」または「「「「故人名故人名故人名故人名（（（（亡亡亡亡くなられたくなられたくなられたくなられた方方方方）」）」）」）」のののの氏名氏名氏名氏名（（（（フルネームフルネームフルネームフルネーム））））が分かるようご入力下さい。

分からない場合は葬儀社などへお問合わせの上、ご入力下さい。

（宛名入力例）

・喪主宛の場合 → （喪主名）様

・ご関係者に宛てる場合 → （喪主名）様方 （ご関係者名）様

・ご関係者に宛てる場合（喪主名不明） → 故 （故人名） （ご関係者名）様

・故人名のみ明確な場合 → 故 （故人名） ご遺族様

※喪主名もしくは故人名の記載がない場合、該当のお式が判断できずお受渡ができない場合がございます。

また、フルネームでない場合、式場で同姓のお式がある場合など判別がつかずお受渡ができない場合がございます。

式典日時は「告別式告別式告別式告別式のののの日時日時日時日時」をご選択下さい。
※弔事は早めの日時を設定頂いても、式場にてお受取り頂けない場合が
ございますので、正式正式正式正式なななな日時日時日時日時をををを設定設定設定設定してしてしてして下下下下さいさいさいさい。

★式典日時設定にあたってご不明な場合は巻末の「お届け希望日」等の設定例を

ご参照下さい

（設定例） 「お通夜 9月25日 告別式 9月26日13:00」の場合

～「お通夜」に間に合う場合～ ～「告別式」に間に合う場合～

または 通常便
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・宛名を確認

・最後に画面下部の をクリック（P7へ）

・電文メッセージを入力（下記いずれかの方法より入力）

お届け先情報にて入力した宛名（喪主名）部分が自動反映されます。

【ご確認下さい ： 電文メッセージの●●様について】
・受取人の実父の場合 → ご尊父様 または お父様
・受取人の実母の場合 → ご母堂様 または お母様
・受取人の奥様のお父様の場合 → ご岳父様

・受取人の奥様のお母様の場合 → ご岳母様 または ご丈母様
・受取人の配偶者の場合 → ご主人様 /  ご令室様
・受取人の兄弟（姉妹）の場合 → ご令兄様 /  ご令弟様

ご令姉様 /  ご令妹様

①「そのまま画面に入力」する場合
・左記メッセージ欄に内容をご入力下さい。

③「当社文例を利用」する場合
・本ボタンをクリック後、文例カテゴリ選択で「おおおお悔悔悔悔やみやみやみやみ用用用用」を選択すると文例が
表示されますので文例を選択して下さい。

②「お客様で登録した文例を利用」する場合
・本ボタンをクリック後、文例を選択して下さい。
（登録されていない場合、本ボタンは表示されません）

★このメッセージを登録

本ボタンをクリックすると左記に入力した電文メッセージが登録され、

その後上記②の方法でご利用頂けます。

・差出人名を入力（下記いずれかの方法より入力）
①「そのまま画面に入力」する場合

・左記差出人欄に内容をご入力下さい。

②「お客様で登録した差出人名を利用」する場合

・本ボタンをクリック後、差出人名を選択して下さい。
（登録されていない場合、本ボタンは表示されません）

★この差出人名を登録
・本ボタンをクリックすると左記に入力した差出人名が登録され、
その後上記②の方法でご利用頂けます。
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・最後に画面下部の をクリック（P8へ）

・お申込みご担当者

お申込み内容についてご連絡させて頂く場合がございます。

（会員登録のご担当者名が自動反映されております。任意でご変更下さい。）

・差出人情報

・差出人名
電報情報（P6の差出人名部分）にて入力した差出人名

が自動反映されます。

・住所 電話番号
会員登録のご住所電話番号が自動反映されております。

任意でご変更（または空白入力）頂けます。

送状（電報背面部分）

・お申込みご担当者様情報
※お届けする電報には表示表示表示表示されませんされませんされませんされません

※お届けする電報の送状に表示表示表示表示されますされますされますされます

・メールアドレス

お申込み完了時にお申込完了通知メールが自動送信されます。

（会員登録のメールアドレスが自動反映されております。任意でご変更下さい。）

・電話番号

お申込み内容についてご連絡させて頂く場合がございます。

（会員登録の電話番号が自動反映されております。任意でご変更下さい。）

・備考（メモ用）

内部用のメモとしてご利用下さい。ご利用履歴また履歴CSVダウンロード

データにも表示されます。（当社へのお問合せ要望、連絡等の入力項目ではありません）
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・注文内容確認画面

ご注文内容をご確認頂き、変更がある場合は各変更変更変更変更ボタン
より修正を行って下さい。

・入力内容に変更が無ければ、画面下部の

をクリック→P9へ
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・続けて「供花を注文する場合」

・続けて「別の差出人名で電報を注文する場合」

画面下部の をクリック→P11へ

・これで注文を完了させる場合

【お買い物カゴ】

画面下部の をクリック→P10へ

画面下部の をクリック→注文最終確認画面へ

（まだ注文は完了しておりません）P13へ

★自動ログアウトについて

ログイン後、操作されないまま一定時間（約60分）

が経過しますとセキュリティ上自動ログアウトされます。

その際、お買い物カゴに入ったご注文分は、

24時間保存されます（再度、ログイン要）。

ご入力頂いたご注文がお買い物カゴへ入りました（まだまだまだまだ注文注文注文注文はははは完了完了完了完了しておりませんしておりませんしておりませんしておりません）
引続き下記をご確認下さい。

★供花のご請求も当社からとなりますので現地での立替払い等の手間が無くなります。
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・電報注文内容を変更
変更される項目を各変更ボタンより変更

・入力後、画面下部の をクリック

→P9へ

【続けて 「別の差出人名で電報を注文する場合」 】

★連続注文ボタンクリック後は、先程入力した注文内容が

新たにもう１件分として表示されます（連続注文は最大10通まで可）

・「台紙」を変更する場合

・「電文メッセージ」または「差出人名」を変更する場合

★★★★「「「「差出人名差出人名差出人名差出人名」」」」をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合、、、、「メッセージ欄の差出人名」を変更

頂いた後、「差出人情報欄の差出人名」も変更されている事をご確認下さい。

・差出人名の「住所及び電話番号」を変更する場合
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・商品変更★左記表示画像は２件目の場合の表示例となります

「２件目」の注文部分で商品を「供花」へ変更
変更ボタンをクリック後、商品一覧画面より

「供花１段」 「供花２段」いずれかを選択

～商品一覧画面～

【続けて「供花を注文」 する場合】

・商品が「供花」へ変更される

★連続注文ボタンクリック後は、先程入力した注文内容が

新たにもう１件分として表示されます（連続注文は最大10通まで可）
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・続いて「木札情報」を変更ボタンより入力

・入力後、画面下部の をクリック

→P9へ

木札に表示する「木札の差出人名」を入力して下さい。

（例：木札情報入力）

株式会社しょうわ 代表取締役社長 昭和 太郎

★供花を２基一対で注文する場合

本注文をお買い物カゴに入れたあと、連続注文で同じ内容を
お買い物カゴに入れてご注文下さい。

・木札情報を入力（下記いずれかの方法より入力）
①「そのまま画面に入力」する場合

・木札の差出人名欄に内容をご入力下さい。

②「お客様で登録した木札を利用」する場合

・本ボタンをクリック後、木札情報を選択して下さい。
（登録されていない場合、本ボタンは表示されません）

★この木札名を登録

・本ボタンをクリックすると左記に入力した木札情報が登録され、
その後上記②の方法でご利用頂けます。

・差出人情報

上記「木札情報」にて入力した差出人名が自動反映されます。
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・最終確認画面（まだ注文は完了しておりません）
★左記表示画像は4件申込みの場合の表示例となります

・最後に画面下部の をクリック

お申込み内容の最終確認画面

※各件数の 「プラスボタン」をクリックするとメッセージ以下の詳細も
表示されます。

・次の画面で注文番号が表示され注文が完了（P14）
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・申込完了

※申込完了メールが送信される

お申込時のメールアドレスへお申込完了メールが自動送信されます

※ご利用履歴に表示される

会員ページトップにご注文内容が履歴としてリアルタイムで表示

されます(P15参照）

注文番号が表示されます
(注文番号が表示された画面が注文完了となります)

ご注文内容のご確認方法
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※電報配送処理前 の表示がある場合のみ可

※ の場合は下記へお電話下さい。

修正・キャンセルが可能かお調べ致します

注文のキャンセルができます

注文の修正ができます
※注文詳細画面

0120-64-8989 9:00-19：00（年末年始除く）

画面右上の をクリック

【ご注文履歴の確認、修正、キャンセル】

【ご利用履歴】

→ご注文履歴が表示されます（直近５件表示）

→注文番号をクリックすると詳細が確認できます

全注文履歴は

よりご確認頂けます。
（※ご注文データのＣＳＶダウンロードも可能です）


