
□ 詳しく説明を聞きたい □ 資料がほしい □ その他：
□ 勉強会・セミナーがあったら参加したい
貴社名：
ご担当：
ＴＥＬ： ＦＡＸ：
住所：

葬儀社の手書き文字・書類を、

AI（人工知能）ｾﾝﾀｰで、データ化を実現。

切らずに、ＦＡＸください。Ｗｅｂ＆電話でも受付。 ＃. 問い合わせ先・・・ FAX：03-3822-9641 または TEL：03-3822-4721（代）

＜ＡＩ（人工知能）センタ－活用価格・重量制＞（税別）自動集計し当月分を翌月20日引落。

Ｚ．基本料金（月額） Ｙ．従量制（単価／枚）

葬儀社は、もっと強くなれる！・IT＆AI導入で合理化を！

ケントピアは、【 全ての葬儀社の高収益化 】に貢献できるアプリを提供し続けております。

【 機会損失で差が付く 】
取組のタイミングは早い程、利益。

➀ いますぐ取り組む

② １年間後

③ ５年先後

④ 取り組まない

消える損失金額！
払い続ける人件費。
【取り組まないと】

社長！
施行業務営業へ
配置転換しないで！

施行営業で
全ての

事務管理を
任すか！

【 大幅利益の達成表 】
１ヶ月間 １年間 ５年間

１人削減 ３５万円 300万円 1,500万円

２人削減 ７０万円 624万円 3,120万円

３人削減 105万円 960万円 4,800万円

４人削減 140万円 1,320万円6,600万円

貴社で、生まれる収益金額！
人員削減を

【いますぐ取り組むと】

請求書作成事務員

１９５
1⃣ 手書き見積書を！ ＡＩ（人工知能）センター<御見積書＞タイプ

2⃣ 手書き供物申込書！ＡＩ（人工知能）センター<販売管理・供物＞タイプ

3 ⃣ ＡＩ（人工知能）センター<生花・筆トピア・書家の筆＞タイプ

4 ⃣ ＡＩ（人工知能）センター<生花・筆トピア・文字書き君＞タイプ

5⃣ ＡＩ（人工知能）センター<造花・筆トピア＞タイプ

6⃣ 手書き香典申込書！ＡＩ（人工知能）センター<ギフト・香典帳＞タイプ

7⃣ 手書き大看板用紙！ＡＩ（人工知能）センター<大看板・筆トピア＞タイプ

8⃣ 手書き案内版用紙！ＡＩ（人工知能）センター<案内版・筆トピア＞タイプ

１０分間で！

FAXで 写メ ｲﾒｰｼﾞｽｷｬﾅ
（ｲﾒｰｼﾞｽｷｬﾅ）（施行営業全員ｽﾏﾎ登録）
大量自動送信

自動的一覧表が完成

データ化を実現

＆

他業界でも、急速に普及中。

1⃣ 手書き見積書を！ ＡＩ（人工知能）センター<御見積書＞ ¥500円／月額 ¥500円／枚

2⃣ 手書き供物申込書！ＡＩ（人工知能）センター<販売管理・供物＞ ¥200円／月 ¥100円／枚

3 ⃣ ＡＩ（人工知能）センター<生花・筆トピア・書家の筆＞ （同一葬儀社の名札作成料 ０円／枚）

4 ⃣ ＡＩ（人工知能）センター<生花・筆トピア・文字書き君＞（同一葬儀社の名札作成料 ０円／枚）

5⃣ ＡＩ（人工知能）センター<造花・筆トピア＞ （同一葬儀社の名札作成料 ０円／枚）

6⃣ 手書き香典申込書！ＡＩ（人工知能）センター<ギフト・香典帳＞ ¥200円／月 ¥100円／枚

7⃣ 手書き大看板用紙！ＡＩ（人工知能）センター<大看板・筆トピア＞ ¥500円／月 ¥500円／枚

8⃣ 手書き案内版用紙！ＡＩ（人工知能）センター<案内版・筆トピア＞ ¥300円／月 ¥100円／枚

葬儀社の事務合理化・９５％達成！

手書き文字・書類

・手書き見積書

・供物（葬家）
・供物（会葬者）
・香典
・大看板 などＩＴワンストップアプリ・一式価格表・連動（御見積書・外注受発注・請求書）

１）ＩＴお見積書（お客様ﾌｫｰﾏｯﾄ作成費含む）（サーバ・外付けﾃﾞｨｽｸ付・端末は含まず）

２）ＩＴ外注受発注（外注先・初期登録費含む）
３）ＳＱＬ販売管理（請求書・供物フォーマット作成含む）
４）経営分析表（希望フォーマット作成含む）

【 上記セット販売 】税別： リース料（5年の場合） 現金価格
・５葬儀施行月間平均件数の場合（特別価格） ２．０万円／月 １０８万円
・１０葬儀儀施行月間平均件数の場合・・ ５．０万円／月 ２７０万円
・２０件葬儀施行月間平均件数の場合・・ ７．０万円／月 ３７８万円
・３０件葬儀施行月間平均件数の場合・・ ９．３万円／月 ５００万円
・４０件葬儀施行月間平均件数の場合・・ １２．０万円／月 ７５０万円
・６０件葬儀施行月間平均件数の場合・・ １６．７万円／月 ９００万円
・８０件葬儀施行月間平均件数の場合・・ １９．５万円／月 １，０５０万円
・１００件以上～（別途・お見積させて頂きます） １，２００万円以上

生花・造花・カードなど、AI毛筆書体の価格 】
（ ＡＩ毛筆＜書家の筆＞タイプ ） Windows書体付： ３．７千円／月 ２０万円

マックス極太楷書付： ５．９千円／月 ３２万円
（ ＡＩ毛筆＜文字書き君＞タイプ ）Windows書体付： ９．３千円／月 ５０万円

米桂・山口楷書体付： １２．０千円／月 ６５万円

＃ 現在、使用中の＜書家の筆・文字書き君＞は、基本的に使用可能です。弊社に問合せください。
（０３－３８２２－４７２１（代）助川・楢山 迄）

文字読取

教育・指導について

あ）テレビ会議方式（無料）
い）通信ソフトの提供。
う）チャットでも。
え）その他・Webで。
お）出張教育指導のご希望
￥５．５万円＋交通費実費



葬儀ＩＴワンストップ・アプリ

3 ⃣ ６０秒で自動作成
外注先への発注書の自動送信
帳票２０～８０種類を自動作成

クラウド外注・受発注開始５秒

4 ⃣ 5 ⃣ ６０秒で自動作成
貴社の請求書・４４帳票や経営分析も

自動完成
ギフト・料理数を変更
プリント出力

ケントピアＡＩ
（人工知能）・センター

１０分位で返信

受付・２４時間
・３６５日

【 スマホへ無料の写メ・アプリを 】
【 葬儀社・会館のFAXで大量読込】

FAX 写メID
ｲﾒｰｼﾞｽｷｬﾅ 自動送信
（自動送信）（業務全員：登録）

1⃣ 手書き供物申込書を

Ｗ
ｅ
ｂ

Ｗｅｂ（全国どの会社へもWebお届け）・・・同一葬儀社・同一葬家向け関連会社に、自動で割り振られます

（自動作成）
・生花屋

・弔問客を自動記録
・供物客を自動記録

ゼンリン住宅地図情報ｱﾌﾟﾘ

（自動作成）
・ギフト屋

（自動作成）
・造花屋

（自動作成）
・葬儀社

外注各種管理表も自動作成
・月末〆自動計算される
・1日には外注先に支払ができる

（花屋さんへ）

生花札
AI毛筆で

（造花さんへ）

造花札
AI毛筆で

（ギフト屋さんへ）

芳名板
AI毛筆で

（葬儀社さんへ）

葬儀社
AI毛筆で

（販売管理へ自動で）

請求書 自動作成

領収書 自動作成

ヤマト宅急
便シール

（自動作成）

会員管理へも
（住所ﾏｯﾁﾝｸﾞ）
自動ﾌｧｲﾙ転送

１０分間で
手書き文字をＥＸＣＥＬ文字に！

ＡＩ（人工知能）センター : 受付：２４時間・３６５日Ｗｅｂ受付。

【 手書供物申込書 】を、ＦＡＸ機スキャン＆スマホ写メで取込～１０分後,各社自動配信

文字枠へ文字を、自動挿入！

AI専用共同開発の(有)米桂・文字書君！ AI専用SQL販売管理を活用！

貴社で集計されている資料を、全て提
出して頂く！ マクロを作成します。
～ 自動作成されるマクロを作成。
・処理中の途中結果も、分析表表示。
・月末〆も、きれいに完成しています。

手書き見積書

1⃣ ＜ＡＩ（人工知能）センター
＜お見積書＞タイプ

2⃣ １０分間でデータ加工
＜御見積書＞自動作成

Ｗｅｂ（葬儀社支払の参加会社へは、無料でデータお届け（花屋・造花・ギフト会社などへ）

1⃣手書き見積書 3⃣外注・自動化
発注明細・合計表

2⃣見積書データ化 4⃣販売管理へ
自動化

5⃣供物もAIで
自動化


