檀家管理システム

～みちびき～
■機能および入力項目一覧
過去帳入力

檀家管理
検索・絞込機能
檀家番号/檀家施主名/郵便番号/檀家種別
世話人/利用停止/入檀日/俗名/住所
電話番号/納骨堂/過去帳命日

並び替え機能
檀家一覧表示機能
檀家一覧印刷機能

喪主/過去帳区分/戒名/戒名ﾌﾘｶﾞﾅ
俗名/俗名ﾌﾘｶﾞﾅ/性別/続柄/生年月日
命日/享年/墓地/備考

忌日表自動計算機能
忌日表印刷機能

案内はがき印刷

過去帳印刷
対象日絞込機能
開始頁へ年号表示機能
並び替え機能（命日順、檀家名順）

各種マスター
墓地マスター
世話人マスター/続柄マスター
戒名マスター/年号マスター

回忌はがき印刷機能
回忌はがき一覧印刷機能
検索・絞込機能

檀家入力
檀家氏名/ﾌﾘｶﾞﾅ/生年月日/性別/郵便番号
住所/追加住所/電話番号/携帯番号/FAX
入檀日/寺院名/檀家種別/世話人/所属
納骨堂/墓地

過去帳一覧表示機能
ファイル添付機能
印刷機能

命日/忌日/檀家種別/寺院名
郵便番号/住所

並び替え機能

出力帳票

納骨堂管理
検索・絞込機能
檀家番号/檀家施主名/郵便番号
寺院名/檀家種別/世話人/利用停止
入檀日/俗名/住所/電話番号/納骨堂
過去帳命日

檀家管理一覧（縦/横）
檀家名簿
戒名一覧
封書一覧
回忌一覧
はがき一覧（宛名のみ）
案内はがき（文面、宛名同時印刷対応）
納骨堂・永代供養簿・過去帳

■本システム動作環境
1． Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
2．Excel 2010 / 2013 / 2016
3．Access 2010 / 2013 / 2016

※32ﾋﾞｯﾄ(x86) / 64ﾋﾞｯﾄ(x64)に対応しています。
※ExcelおよびAccessは同一のバージョンが必要です。

※Excel,Access,外字フォントの各１ライセンスは、本システムに含まれています。
はがき両面印刷をご希望のお客様は、別途、Ricoh SG3200 ジェルジェットプリンタが必要になります。

■カスタマイズ対応
本システムの標準機能に加え、お客様のご要望に応じてシステムをカスタマイズいたします。
カスタマイズに関する詳しい内容につきましては、弊社営業部まで御相談ください。

■価格
檀家管理システム： 380,000円～
年間保守：30,000円
※上記金額はすべて税別価格です。

株式会社ＮＩＣＳ
〒706-0011 岡山県玉野市宇野1-11-1
TEL：0863-32-5111 FAX：0863-32-5118
URL : http://www.nics.ne.jp/
■導入準備支援、カスタマイズ、お見積りは
弊社営業部までお問い合わせください。
営業部 TEL : 0863-32-5115 （担当：人見）
E-mail
: eigyo@nics.ne.jp
Facebook : https://www.facebook.com/nics.eigyou/

檀家管理システム

～みちびき～

簡単操作で檀家情報をひとまとめに

各種帳票、はがきを出力・印刷

現在から過去へ
● 檀家様の過去帳の整理に！

過去帳

※いつの時点からでも登録できます。お好きなタイミングで
管理を始めていただけます。

● 自動両面で年忌の案内ハガキもラクラク印刷！
※当社指定の対応プリンタにて利用可能です。

● 住所番地で並べ替えができる！
世話人さんへの名簿が簡単にできる！
● 手書き過去帳などをスキャンして添付登録できる！

機微な情報管理に最適
● インターネット接続不要のため、
もしもの時に安心！

忌日表

大姉
○△○△○△○

● 過去帳に加え、別過去帳も完備！
● 外字ソフトとの連携で戒名や珍しい姓名に
対応可能！
※当社指定の対応外字フォントをご使用いただきます。
追加の外字作成につきましては、保守ご加入にて
別途対応いたします。

過去帳や墓地の情報をすばやく把握
檀家様からの問合せに迅速対応

さまざまな一覧印刷に対応！

● 命日から忌日表を出すのはもちろんのこと、
忌日表の印刷も可能！

●
●
●
●
●
●
●

● 墓地情報もフリー入力で柔軟に対応！

檀家様のご法要をもれなく把握
法要年にあたるご案内を命日から自動計算。
法要一覧を印刷できます！
※過去帳入力画面の忌日表備考欄へ法要の
日程を入力してお使い頂けます。

宛名と文面を1度に両面印刷できるので、
表と裏の間違いがありません。
※当社指定のプリンタにて出力可能です。

檀家管理一覧（縦、横）
檀家名簿
戒名一覧
封 書（宛名のみ）
はがき（宛名のみ）
法要案内一覧
案内はがき印刷
（文面、宛名同時印刷対応）
● 納骨堂、永代供養管理印刷
● 過去帳

居士

岡山 郎
×

直感的な操作で
寺院様と檀家様の代々伝わる大切な歴史を継ぎます。
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