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更新履歴 

バージョン 改定日 備考 

Rev3.5 2020/07/02 帰店通知管理画面からの解約・ 

Rev3.0 2019/07/04 配送先入れ替え・請求書版統一の追加 

Rev2.0 2019/03/22 配送計画の進捗確認画面についての説明を記載 

Rev1.0 2019/01/31 アプリ用のマニュアルと分離 

このマニュアルをお読みになる前に 

本製品にはこの他に「スタートアップガイド」と「詳細マニュアル アプリ編」が付属しております。各

マニュアルには以下の内容が記載されています。該当する内容がありましたら、そちらをお読みく

ださい。 

 

・「スタートアップガイド」の主な内容 

⚫ アプリのダウンロードとインストール 

⚫ 管理者の初回登録の流れ 

・「詳細マニュアル アプリ編」の主な内容 

⚫ アプリの操作方法 

⚫ FAQ 

※ マニュアルの改訂により、内容の一部が変更される場合があります。 

・詳細マニュアルー管理画面編ーの内容について 

こちらの詳細マニュアルー管理画面編ーは、管理画面の操作方法について説明しています。 

詳しくは「内容」をご覧ください。 

 

  

https://doutaikanri.com/files/manual_small.pdf
https://doutaikanri.com/files/manual_small.pdf
https://doutaikanri.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/app_manual.pdf
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1. 管理者 管理画面の操作について 

位置情報の閲覧や配送計画の作成、記録の閲覧など、日々の作業を行う管理画面について説明しま

す。パソコンのブラウザや、スマートフォンのブラウザアプリ利用します。 

1.1. ログイン 

①下記の URL にアクセスします。 

https://doutaikanri.com/is_in_service/index.php?action=login 

グループの登録時に登録したアカウント（メールアドレス）とパスワードでログインします。 

※ ここからは必ず JavaScript を ON にしたブラウザでご利用ください。InternetExplorer6、７はサ

ポート対象外です。 

[次回から自動でログインする]にチェックを入れておくと、次回から ID、パスワードを入力しなくて済むの

で便利です。 

  

  

https://doutaikanri.com/is_in_service/index.php?action=login
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1.2. 記録: ドライバーの業務に関する記録を閲覧・追加・編集・削除する 

① こちらの[記録]をクリックします。 

 

 

② 以下の画面が表示されます。 

ドライバー名の横の[移動記録]、[日報]、[配送計画と実績]をクリックすると、それぞれの画面へ遷

移します。[日報一括出力]をクリックすると、日報一括出力(1.2.3.)の画面に遷移します。 
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1.2.1. 移動記録 

 

ドライバーごとに、いつ、どこにいたのか、どの作業をしていたのか、どのルートで移動したのか、といっ

た移動の履歴を閲覧することができます。 
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地図上の丸い点が実際の位置情報を取得した位置で、その点と点を結んでルートとしています。 

「件数調整」:  一度に表示する移動記録の数です。 

「絞り込み」:  表示する移動記録の期間を絞ることができます。 

「CSV出力」:  日付の範囲を指定し、[ダウンロード]をクリックすると、移動記録の CSV ファイルをダウン

ロードすることができます。 

⚫ [追加]、[再生]、[停止]ボタンは、それぞれ、「移動記録情報の手動追加」、「移動記録の再生（マッ

プ上にアイコンが表示され、移動記録に沿って移動します）」、「再生の停止」ができます。 

⚫ [一括削除]ボタンは、当該ドライバーの移動記録を削除します。 

⚫ 「地図 / 編集 / 削除」の項目ではそれぞれ、「マップ上の該当位置がわかるよう、ピンを立てる」、

「移動記録の編集」、「移動記録の削除」ができます。 

⚫ また、上部の[日報]をクリックすると、日報機能(1.2.2)の画面に遷移します。 
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1.2.2. 日報 

 

ドライバーがどの作業を何時間していたか、今月何時間勤務しているか、閲覧・新規作成・編集・削除で

きます。 
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「業務時間の絞り込み」: 表示する日報を絞ることができます。 

「日報 PDF」:  指定した期間の日報を、PDF 形式で[表示又はダウンロード]できます。日報の PDF ファ

イルの内容や形式については、[※PDF について]をクリックすると確認できます。 

「CSV出力」: 指定した期間の日報を、CSV ファイルでダウンロードできます。日報データを様々な用途

に活用したいときなどはこちらが便利です。 

⚫ [日報用メーターや給油量データ]では、「出庫メーター」、「帰庫メーター」、「給油量」の情報を、運

行日ごとに閲覧・新規作成・編集・削除できます。 
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1.2.3. 日報一括出力: 複数ドライバーの、複数日にまたがるデータを一度に出力する 

①  [記録] > [日報一括出力]クリックします。 

 

 

② 下記の画面が表示されますので、期間の指定、出力するドライバーにチェック、出力形式（画面に

表示 / PDF 出力 / CSV 出力）を選択して、[表示又はダウンロード]をクリックしてください。 

 

 

下記のように日報が表示されます。PDF/CSV出力の場合、データがないドライバーは出力されません。 
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1.2.4. 配送計画と実績 

 

配送計画の詳細と、実績が閲覧できます。 

下の画面で、半透明の青いルートで示されているのが算出された配送計画のルートです。緑色および

赤色（配送先の近辺のみ）の点が記録された位置情報で、それらをつなぐ緑色の線が走行ルートとなり

ます。 

※以下の画像では、見やすさのために赤色の「移動」と緑色の「待機」を逆に記録しています。 
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1.3. ドライバーマップ: ドライバーの位置を知る 

ドライバーの位置を知ることができます。 

①  [マップ]をクリックして開きます。 

 

アプリから送信された位置情報をもとに、地図上にドライバーを表示します。表示中のドライバーの一覧

も、画面下部に表示されます。 

 

⚫ 入力した住所から[近いドライバーを探す]ことができます。 
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⚫ ドライバーのアイコンは、作業状態によって色が代わります（アイコン画像を指定していない場合）。 

⚫ 所属しているグループで、表示するドライバーを絞ることができます。 

⚫ ドライバーの名前の横の赤いピンをクリックすると、そのドライバーの位置に地図がズームします。 

⚫ 遠隔位置情報記録開始が利用できる場合、「操作」欄に[遠隔記録開始]が表示されます。 

※ こちらのマップ画面の更新は手動です。 

1.3.1. リアルタイムドライバーマップ （ログイン後のトップ画面） 

ブラウザの更新をせずに、自動的に車両アイコンの位置や情報が更新されるマップ画面です。 

地図上に、ドライバーの位置を示す車のアイコンが表示されます。表示されない場合、地図の外にある

場合もありますので、適宜地図を拡大・縮小させてください（[全体表示]をクリックするのが簡単です）。 

表示するドライバーがいない場合、グループとして登録されている住所が地図中央に表示されます。 
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⚫ マップ上の車のアイコンは 5 秒ごとに自動で更新されます。 

⚫ 30 分以上前の情報は、アイコンの色が薄く、小さく表示されます。 

⚫ ドライバーの状態ごとにアイコンの色が変わります（ドライバーアイコンを別途指定している場合は

変わりません）。各ステータスについてはマップの左下に表示されています。 

⚫ 車のアイコンをクリックすると、ドライバー名と更新情報が表示されます。 

⚫ 渋滞情報の表示を試験的に行っています。渋滞情報の自動更新は、一定時間で停止します。 
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⚫ １週間以上更新が無いドライバーは表示されません。 
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他の画面からリアルタイムマップ画面へ移動する場合は、[マップ]にマウスをあて[リアルタイムマップ]を

クリック。あるいは、画面左上にある ODIN リアルタイム配送システムロゴマークをクリックします。 

 

地図下部にある「配送先を合わせて表示」をクリックすると、登録してある配送先が地図上に表示されま

す。配送先のアイコンは、配送先のカテゴリーに従った色で表示されます。 

 

 

 

 

 

渋滞情報の表示が不要な場合、マップ右側のボタンで切り替えが可能です。 
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→ 

 

 

 

← 

 

 

1.3.2. ＤＡＶ（Dynamic Analytics View） 

任意の期間における、任意のドライバーの移動履歴を一括で確認することができます。 

例えば、同じエリアに向かっているドライバーが複数いたことが一目でわかり、次回の営業や配送では１

人にそのエリアを担当してもらい、他のドライバーには別エリアに向かってもらうよう指示を出すなど、業

務のムダをなくすことにつなげることができます。 

 

この地図を表示する場合、[マップ]にマウスをあてて[ＤＡＶ]をクリックしてください。 
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① 絞り込みたい期間を設定することができます。

 

 

② 見たいドライバーを選択することができます。 

 

 

③ 全てのドライバーの情報を見たい場合、[全員にチェックする]をチェックしてください。 
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④ 「表示」をクリック後、または全体表示をクリック後には選択した全てのドライバーの情報が自動的に

入るようなマップの大きさになります。 

 

 

⑤ 左下のドライバー名をクリックすると選択されたドライバーの配送計画が一時的に太く表示され、自

動的にそのルートが中心となり全て入るようなマップの大きさになります。 
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1.3.3. ステータスごとのドライバーの位置を表示したい 

① 「移動中」のユーザーだけ表示したい場合は、マップの下に出る[移動中マップ]をクリックします。 

 

 

② 該当するステータスのドライバーだけが表示されたドライバーマップが表示されます。 
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4 つのステータスそれぞれについて、同様に表示できます。  
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1.4. グループ・会社情報の設定 

グループおよび会社情報が編集・登録できます。 

作業ステータスの名称変更や、位置情報取得に関する設定、マップ上に表示されるアイコンの下部にド

ライバー名を表示するか否かなど、グループごとに設定可能な項目があります。 

 

1.4.1. ステータス名の変更 

下記の ODIN リアルタイム配送システムのホーム画面のステータス（移動、納品、待機、休憩）の 4 項目

の表示名を、管理画面から変更することができます。 

 

 

① 管理画面にて、[設定] > [その他]をクリックします。 
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② 下記の画面に変更したいステータス名を入力します。 

そちらから作業ステータスを変更して下記にある、[確認画面へ]をタップしてください。 

※ 作業ステータス１ ⇒ スマホ版ホーム画面の橙色■に対応 

作業ステータス２ ⇒ スマホ版ホーム画面の青色■に対応 

作業ステータス３ ⇒ スマホ版ホーム画面の緑色■に対応 

作業ステータス４ ⇒ スマホ版ホーム画面の紫色■に対応 

 

 

ステータスを変更すると、アプリに通知が届きますので、そのたびにご確認ください。 

 

1.4.2. 位置情報を取得する間隔の設定 

アプリ側が位置情報を取得する間隔や、許容する誤差、自動 ON/OFF に関する設定が可能です。 
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1.4.3. ドライバーによる業務記録の編集 

ドライバーが自身の業務記録を修正・削除することを、「許可する」か「許可しない」かを設定します。 

① 管理画面を開き、[設定] > [グループ]をクリックします。 

 

 

② 会社情報の編集画面が表示されますので、「*ドライバーが業務日報を編集」にて、[許可]または

[許可しない]を選択して会社情報を更新してください。 
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1.5. メッセージ 

ドライバーへ何か通知を送りたい時は、メッセージ機能を利用します。 

① ヘッダーの「メッセージ」をクリックします。 

 

 

メッセージを送れるドライバーは、スマホのアプリよりログインしているドライバーに限ります。 

メッセージを送りたい相手が宛先のリストに表示されていない場合は、アプリでログインをしなおしてもら

ってください。 

複数の送信先に、一度に送信が可能です。 

② [確認画面へ]をクリックで、確認画面へ移動します。 
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マーカーで表示されている住所がユーザーに送りたい場所とずれている場合は、地図上をクリックしてく

ださい。 

 

移動したい場所を、地図上でクリック 

[配信]をクリックすると、ユーザーにメッセージが送信されます。 

③ 「既読」マークは、ユーザーに送ったメッセージをユーザーが読んだかを表示します。 

複数ユーザーに送信している場合、一人が開封していると「既読」となります。
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④ 今まで送受信したメッセージの履歴を見たい場合は、メッセージにマウスを当てて、下に出てくる[メ

ッセージ送受信履歴]をクリックします。 

 

 

1.5.1. リアルタイムメッセージ 

ユーザーがメッセージを送信したとき管理画面を更新しなくても受信したメッセージが表示されます。 

赤丸の部分をクリックすると届いたメッセージの確認ができます。 
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1.6. 配送計画: 配送先の効率的な巡回ルートを計算 

配送先の効率的な巡回ルートを自動で計算・作成することができます。 

1.6.1. 配送計画を作成する 

① [配送計画]にカーソルを当てて、下に表示される[配送計画 新規追加]をクリックします。  

 

 

② 表示される画面で、「配送日」、経路の作成方法、有料道路を使うかどうかを入力します・ 

入力が完了したら「出発地設定へ」をクリックします。 

 

 

③ 次に表示される画面で、「配送可能時間」、「出発地点」、「車両数」、出発地に戻るかを入力しま

す。また出発地を増やす場合は「出発地を増やす」をクリックしてください。入力が完了したら「目的

地設定」をクリックします。 
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④ 次の「配送先設定」から配送先を選びます。「配送先を追加」から新しく配送先を追加することがで

きます。 
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「配送計画を作成」を押すと以下の画面が表示されます。「こちらの画面」をクリックすると配送計画の一

覧が表示されます。配送計画が作成されると新着メッセージに「配送計画の計算が完了しました」と表示

されるのでそこをクリックします。 

 

すると画面に計算結果とマップが表示されます。 
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保存をおして完了です。 

1.6.2. 配送計画を確認する 

配送計画を確認したい場合の操作方法について説明します。 

 

① まず[配送計画]をクリックすると、以下の画面が表示されます。 

上部の段にある日付を選択あるいは入力して[送信]すると、日付別の配送計画の一覧やそのルートの

内容を地図上で見ることができます。 

 

「配送日」の欄をクリックすると、日付別の配送計画一覧を確認できます
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「ドライバー氏名」の欄をクリックすると、ドライバーごとの配送計画一覧が確認できます。 

 

配送計画一覧ページの、ドライバーの名前の横にある「配送計画」をクリックするか、ドライバー別の配

送計画一覧ページで、配送計画情報の欄をクリックすると、配送計画詳細画面へ遷移します。 
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配送計画詳細画面から、配送計画の「編集」、「コピー」、「削除」、実績ページへの遷移、ドライバー別

配送計画一覧ページへの遷移などができます。 
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② 登録した配送計画を他のドライバー、他の日付でも利用したい場合は、コピー元の配送計画の横

にある、コピーアイコンをクリックします。 

 

 

次の画面で、コピー先のドライバー氏名、日時を選択します。 
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1.6.3. 配送計画を修正する 

作成済みの配送計画について、日付や担当ドライバー、車輌、メモなどを編集する操作や、配送先を

追加あるいは削除するときの操作方法について説明します。 

① 「1.6.2. 配送計画を確認する」の、ドライバー別の配送計画一覧が表示されている以下の画面

か、配送計画詳細画面から行います。 

 

 

② 配送計画を作成する際と、同様の手順で編集を行います。各設定項目は、作成済みの配送計

画の内容に沿って、入力された状態になっています。 

 

 

③ 変更があれば、都度内容を修正し、変更がなければそのまま先へ進みます。 
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配送先の追加・削除がある場合は、[配送先を追加]をクリックします。 

時間の変更だけであれば、[時間を指定]をクリックします。 

 

※ 最短経路で作成した場合と、入力順で作成した場合で、表示内容は異なります。 
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 配送先の変更は、この画面で行います。計画に入れたい配送先にチェックをつけ、除きたいもののチ

ェックを外します。リストにない配送先を新規に追加することも可能です。 

 

 

修正された配送計画が表示されます。 

 

[送信]をクリックし、次の画面になれば編集完了です。 
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1.6.4. 配送計画の進捗を確認する 

 作成した配送計画について、ドライバーが配送先に到着しているか（到着実績）やいつごろ着くのか

（到着予想時刻）、配送先間でどのくらいの位置にいるのか等を確認できます。 

 メニューから、[配送計画] > [配送状況 進捗]をクリックします。 

 

 

「配送状況 進捗」画面は、次のようになっています。 
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画面上部は以下のようになっています。 

 

 

A： 何年何月何日の配送計画が表示されているかを示しています。 

B： 現在の画面がいつ表示されたものかを示しています。（現在、進捗画面はリアルタイムマップのよう

な自動更新はされませんので、内容を更新する際はページを再読込します） 

C： いつの配送計画を表示するかを選択できます。 

D： 現在読んでいるこのマニュアルへのリンクです。 

 

画面中部のリストには、配送計画の情報が表示されます。 

 

 

①： 配送計画に関するドライバー等の情報と、右側の②の見方が書かれています。 

 

・この■の色は、地図上のラインや配送先アイコン

の色を示しています。 

・クリックすると、地図上で該当ドライバーのアイコン

がズームされます。 

・ドライバー名です。 

クリックするとドライバー情報のページが開きま

す。 

・配送計画詳細へのリンクです。 

・到着希望時刻の表示の凡例です。 

※ 到着希望時刻がある場合のみ表示 

・時刻の表示についての凡例です。 

※ 遅延は到着希望時刻がある場合のみ表

示 

・配送計画と実績へのリンクです。 

 

②： 配送計画に登録された備考が表示されます。 

A B    

C D 

① ② ③ 
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内容が長い場合には、スクロールバーが表示されます。 

 

③： 配送計画に関する、配送先名称と各種時刻、進捗状況などが表示されます。 

 

 

・配送先の名称です。長い場合は「…」と省略されます。 

・カーソルを重ねると情報が表示されます。 

 

 

 

・配送計画の進捗を示すプログレスバーです。 

・ドライバーの位置情報と到着実績をもとに、黄色い矢印でド 

ライバーの現在地を示しています。 

・バーは大きく分けて下記の 3 パターンで表示されています。 

  [左]実績有 [右]実績無 

・ドライバーの現在地をもとに、途中まで色が着きます。 

・ドライバーの現在地をもとに、矢印が表示されます。 

※ 矢印が表示されるのは、バー全体の右端だけです。 

  [左]実績無 [右]実績有 

・到着実績のある配送先の手前は色が着きます。 

  [左]実績無 [右]実績無 

・到着実績のない配送先同士の間は色が着きません。 
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・配送先に指定されている「到着希望時刻」です。 

・到着希望時刻が指定されていない場合は、この項目は表示さ

れません。 

・配送が遅れているかの判定にも利用されます。 

 

・配送先についての「到着予想時刻」・「到着実績時刻」です。 

・表示形式は以下の 4 パターンがあります。 

 [細字グレー] ： 到着予想（正常） 

・通常の到着予想時刻です。 

・配送計画に到着の実績がある場合、再計算されます。 

※ 到着実績が 1 件もない時点では、配送計画作成時点

での到着予定時刻が表示されています。 

 [ビックリマークと細字赤] ： 到着予想（遅れ） 

・到着予想時刻が、到着希望時刻より遅れている場合には 

 この表示になります。 

・現在時刻（画面を更新した時刻）が、既に到着希望時刻を過

ぎている場合にも、この表示になります。 

・配送計画に到着の実績がある場合、再計算されます。 

 [太字緑] ： 到着実績（正常） 

・問題なく配送先に到着した際の表示です。 

・到着希望時刻がない場合は全てこちらになります。 

 [太字赤] ： 到着実績（遅れ） 

・到着希望時刻より遅れて到着した際の表示です。 

 

 

・配送先に連絡済かどうかをメモできるボタンです。 

 クリックすると切り替わります。 

 ↔  

・配送先宛てのメールを作成するボタンです。 

 クリックすると、次のようなメールが作成されます。 
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※ ご利用の環境によっては機能しないことがあります。 

画面下部のマップ部分には、ドライバーの現在地を示すアイコンと、配送計画を示す色のついたライン

および配送先アイコンが表示されます。 

 

 

・到着実績のついた配送先は、配送先名称の前に「✔」が付きます。 

 

 

→ 

 

※ 同じ配送先に複数回行く場合でも、「✔」は 1 つだけ付きます。 

 

・ドライバーのアイコンをクリックすると、ドライバーの位置情報について確認できます。 
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※ 表示される情報は、画面が読み込まれた時点での最新のものです。 

1.6.5 配送計画のひな型 

[配送計画ひな型とは] 

配送計画ひな型は、過去の移動記録を元に、配送ルートを作成することができる機能です。 

既存の現場での知見を直接反映することができますので、新人配送員さんでも、効率よく安心して配送

を行うことができます。 

 

[配送計画ひな型 作成方法] 

  

 

管理画面の[記録]メニューから[記録一覧]をクリックすると、ドライバーの移動記録や日報のページを選

択する画面が表示されます。 

ひな型として登録したいドライバーの移動記録をクリックしてください。 

すると、過去の移動記録を確認できるページに遷移します。 
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上記が、ドライバーの移動記録を確認するページです。便宜上、機能ごとに番号を振っておりますの

で、番号に沿って説明します。 

 

① ページに表示する移動記録の絞り込みを行うことができます。また、指定した期間の移動記録を

CSV ファイルに出力することも可能です。 

② マップ上に移動記録と移動記録をつなぎ合わせルートとしたものが表示されております。赤い点１

つ１つが移動記録で、赤い線がルートでございます。 

③ 移動記録が表示されており、各記録の詳細を確認することができます。 

 

配送計画のひな型を作成するために、以下の手順を行ってください。 

1. ①でひな型としたい移動記録の絞り込みを行う。 

2. ②で表示されるルートが、ひな型としたいルートかどうか確認する。 

3. 確認を終えたら、上記画像赤丸で示した[配送計画のひな型として追加]をクリックする。 

これらの手順を行うと、再度ルートの確認を求められますので、良ければ[次へ]を押してください。続い

て、配送計画ひな型の追加情報を登録します。 

① 

② 

③ 
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上記は配送計画ひな型の追加情報を登録する画面です。 

 

①「サブグループ名」では、ひな型を登録するサブグループを選択してください。 

※サブグループとは、１企業様の中で支店ごとにグループ分けを行う機能でございます。デフォルトでサ

ブグループは１つ登録されており、名前はアカウントを登録した時の住所で設定されています。 

②「名称」では、ひな型につける名前を入力してください。 

③「情報」では、ひな型の情報を入力してください。（任意） 

④「配送先」では、ひな型に設定する配送先を選択してください。（任意） 

[配送先から選択]をクリックすると、下記画像のような画面が表示されますので、設定したい配送先の[選

択]をクリックしてください。配送先は、１つのひな型に複数設定可能です。 

⑤サブグループ名、名称、情報、配送先の設定を終えたら、[登録]ボタンを押してください。すると、入

力内容の確認画面へと遷移します。間違いなければ[送信]を押してください。 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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このようなメッセージが表示されたら、ひな型の登録は完了です。 

 

[配送計画ひな型 使用方法] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配達員さんが、「鈴木さん宅」へ配送に向かうとします。 

 

まずアプリを開き、画面右上の三つ点（上記左画像①）をタップします。すると、②のように、いくつかのメ

ニューが表示されます。 

表示されたメニューの中の③「配送先」をタップすると、上記画像右のようなメニューが表示されます。そ

の中の「配送先マップ」をタップしてください。 

 

すると、配送先マップという、配送先を検索してマップ上に表示することができるページに変わります。 
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上記左の画像が配送先マップです。今回、「鈴木さん宅」に向かうので、「鈴木」と検索し、鈴木さん宅を

発見します。配送先の場所は青色のマークで表示され、マークをタップすることで詳細を確認することが

できます。 

 

配送先情報の赤丸のアイコンをタップすると、上記右画像のように、その配送先を含む配送計画ひな型

の一覧を表示します。 

 

今回は、鈴木さん宅に向かう「鈴木さん宅ルート」を選択します。 

こちらの画像のように、ひな型の詳細画面が表示されます。 

画像内の赤丸が、現在配達員さんがいる位置、青丸が、鈴木さん宅の位置で、この２点間を結ぶように

引かれている青い線がひな型のルートになります。 

 

配達員さんは、このルートをアプリで確認しながら進むだけで配送先へとたどり着くことができます。 
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1.6.6 ドライバー間の配送先入替 

過去の配送計画のドライバーの配送先を入れ替えることができます。 

まず「配送計画」をクリックしてください。 

 

次に配送計画一覧から「ドライバー間の配送先入替」をクリックしてください。 

 

次の画面から配送先をドラッグ＆ドロップで自由に入れ替えることができます。 

「初めからやり直す」をクリックすると、もとの順番に戻すことができます。 
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配送先の入替が完了したら「配送計画生成」をクリックしてください。 
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1.7. 配送先を管理する 

管理画面の[配送先]をクリックすると、以下のような画面で配送先の一覧を確認することができます。 

「配送先の検索」、「配送先カテゴリーでの絞り込み」、「配送先データの新規登録・削除」ができます。 

 

 

1.7.1. 配送先を登録する 

新しく配送先を登録したい場合の操作方法について説明します。 

① [配送先]にマウスをあて、下に表示される[配送先新規追加]をクリックしてください。 

 

② 表示される画面で、配送先を登録します。 

一軒ずつ登録する方法とまとめて一括で登録する方法があります。 
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1. １件ずつ配送先を登録する 

配送先新規登録をクリックした後に出る画面にそのまま必要事項を入力してください。 

 

 

到着希望時間と作業時間の欄に時間を入力すると、配送計画の「最短経路で作成」時に予め入力され

るようになっています。 
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また、画面の下で配送先カテゴリーを選択できます。 

複数選択できますが、地図上に表示されるマーカーの色は一色です。 
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2. 配送先をまとめて一括で登録する 

配送先を何件も一度に登録したい時に便利です。 

配送先新規追加をクリックしたあとの画面において、左上にある[ＣＳＶ一括登録]をクリックしてください。 
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配送先ＣＳＶサンプルというリンクをクリックして、フォーマットをダウンロードしてください。 

 

 

するとこのようなエクセルのフォーマットが表示されます。 

このサンプルを参考にして、配送先を入力してください。 
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入力し、保存したファイルをＣＳＶ一括登録画面の「ＣＳＶをドラッグすると自動で配送先を登録します」と

いう枠の中にドラッグ&ドロップします。 

 

 

※ 300 件を超えるアップロードの場合はエラーメッセージが表示されますのでご注意ください 

※ 複数ファイルを一度に読み込ませたり、登録が完了する前に次のファイルを読み込ませたりす

ることは、データ登録の際にエラーが生じるもととなりますのでおやめください。 

 

登録が完了すると、画面の下に[配送のアップロードが完了しました]と表示されます。 
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今まで登録した配送先は、[配送先]をクリックします。 

 

 

 

また、[配送先]を検索する事ができますので、ご自由にお使いください。 
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1.7.2. 配送先のカテゴリーを登録する 

配送先のカテゴリーを利用することで、自社でどんな配送先（顧客）を抱えているかを管理することがで

きます。たとえば、「潜在顧客」なのか「既存顧客」を管理することができ、営業周りの際に役立ちます。 

 

① 配送先にマウスをあて、[配送先カテゴリー]をクリックしてください。 

 

 

② 画面左上の[配送先カテゴリーデータ新規登録画面]をクリックしてください。 
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③ カテゴリー名を入力し、下の色彩マップよりお好きな色を選んで[確認画面へ]を押してください。 

 

 

④ 次の画面で［登録］をクリックしたら完了です。 

登録されたカテゴリーは編集・削除が可能です。 

配送先カテゴリー一覧よりおこなってください。 
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1.8. アラーム機能: 場所・時間を指定して通知する 

誰がいつどこにいるべき/いないべきだったのかを知らせてくれるアラームメールを新規登録したい場合

の操作方法について説明します。 

① メニューの[アラーム]をクリックします。 

 

 

アラームメールの一覧を確認できます。 

特定の「ドライバー」が、指定した「住所」に、指定した「時刻」に、「いたら/いなかったらメールを送信」し

ます。 

 

 

② アラームを新規に登録する場合、次のどちらかをクリックします。 

 

 



66 ODIN リアルタイム配送システム 

詳細マニュアル 管理画面編 Rev3.5 

  



67 ODIN リアルタイム配送システム 

詳細マニュアル 管理画面編 Rev3.5 

③ 以下の項目を入力します。 

1. いるべき時間、場所にいるかどうかをチェックしたいドライバー 

2. 指定時間 

3. 指定時間にいるべき住所 

4. 指定住所とドライバーの位置情報との誤差 

5. アラームメールを送る時間 

6. 管理者以外にアラームを知らせたい人のメールアドレス 

[配送先から指定]をクリックすると事前に登録した配送先の一覧が表示されます。一覧から配送先を選

択することで、自動的に「指定時間にいるべき住所」に住所が入力されます。 

配送先の登録はマニュアルの「配送先を登録」を参照ください。 

④ 入力した後、[確認画面へ]をクリックします。 
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マーカーで表示されている住所が、ユーザーに送りたい場所とずれている場合は、地図上をクリックして

ください。 

 

移動したい場所を、地図上でクリック 
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[登録]をクリックすると、入力した内容でアラートが登録されます。 
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1.9. 設定 （画面右上） 

 各種設定を行うことができます。 

1.9.1. グループ 

 ODIN リアルタイム配送システムに登録されているグループ（会社）情報の設定を行います。 
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1.9.2. サブグループ 

 サブグループの登録や管理ができます。「サブグループ」は、グループ内でのより細かいグループの

区分けです。 

事業所が複数ある場合や、複数の管理者がそれぞれの担当するドライバーや配送先のみ管理した

い場合に便利です。 

 

 

① サブグループを作成する際には、上記画像の[サブグループ 新規登録]をクリックします。 

必要事項を記入し、確認画面へ進みます。 
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② 次のような画面が出たら、地図上の位置を確認し、問題なければ[登録]を押します。 
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次の画面になったら登録完了です。 
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1.9.3. ドライバー 

ドライバーを登録・管理することができます。 

① [設定]からドライバーをクリックします 

 

 

② 次に、[新規登録]をクリックしてください。 
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③ ドライバー データ新規登録画面にて、必要事項を書き込むことで登録が可能です。 

 

 

④ また、ドライバーデータの一覧を CSV ファイルで一括登録することが可能です。 
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1.9.4. 車両 

使用する車両情報を登録・管理することができます。 

① [設定]にマウスをあてて[車両]をクリックしてください。 

 

 

① 次に、[新規登録]をクリックしてください。 
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② 車輛 データ新規登録画面にて、必要事項を書き込むことで登録が可能です。 

 

 

③ また、車輌情報の一覧を CSVファイルに出力することが可能です。 
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1.9.5. マップ公開設定 

リアルタイムマップを一般にむけて公開したい場合の操作方法について説明します。 

② [設定]にマウスをあてて[マップ公開設定]をクリックしてください。 

 

 

③ 「公開する」にチェックをつけると、共有ＵＲＬが表示されます。 
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④ また、公開するドライバーも選択することができます。 

 

 

⑤ 共有ＵＲＬにアクセスすることで、下記のように「パブリックマップ」という名目で一般の方に公開され

ます。 
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※ サイト内埋め込みコードを使うと、自社サイト上で常にリアルタイムマップを公開しておくといっ

たようなことができます。 

 

1.9.6. マップ限定公開設定 

リアルタイムマップを閲覧するユーザーを指定して、閲覧ユーザー毎にドライバーの位置を限定公開

したい場合の操作方法について説明します。 

① [グループ]にマウスをあてて[設定]の[マップ限定公開設定]をクリックしてください。 

あるいはリアルタイムマップ公開設定画面の[限定公開設定はこちらから]をクリックしても、限定公

開設定の画面に移動できます。 

 

 

② 限定公開設定画面にて、「公開する」にチェックをつけると、共有ＵＲＬが表示されます。 

[確認画面へ]をクリックし、設定を[更新]してください。 
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③ 画面が戻ると、共有 URL の下部に限定公開設定のリンクが出てきますので、クリックします。 

 

 

④ そして各閲覧ユーザーを適宜設定していきます 

 

 

⚫ 閲覧ユーザーの「新規登録」・「情報の閲覧・編集」・「削除」 

⚫ 閲覧ユーザーごとに、閲覧できるドライバーを個別に選択が行えます。 
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1.9.7. ログアウト 

ODIN リアルタイム配送システム 管理画面からログアウトします。 ログイン画面へ遷移します。 

 

1.10. お知らせ （画面右上） 

ODIN リアルタイム配送システムの更新情報を見ることができます。 

 

 

1.11. ヘルプ （画面右上） 

1.11.1. FAQ 

ODIN リアルタイム配送システムに関するよくある質問をご案内します。 

 

1.11.2. マニュアル 

ODIN リアルタイム配送システムのマニュアルを見ることができます。 

スタートアップガイドではインストールから利用開始まで、詳細マニュアルではすべての機能についての

マニュアルを見ることができます。 

 

1.11.3. お問い合わせ 

ご不明な点についてメールでお問い合わせいただけます。  
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2. その他 

2.1. 解約手続き 

①こちらより管理画面にアクセスし、管理者ＩＤでログインしてください。 

②右上の[設定]より[グループ]を選択し、右下の[解約]を選択してください。 

③同意し、解約理由を選択もしくは記入して解約してください。 

 

請求書版の場合は月極のため、解約を申請した月で解約が受諾されます。 

※クレジットカード・キャリア決済など AppStoreや google play を通した支払いでは、 

アプリをアンインストールしただけでは課金が解約されませんのでご注意ください。 

アプリの解約につきましては、以下の URL にアクセスしてご確認下さい。 

https://doutaikanri.com/faq/after_faq/#cancel 

 

2.2. その他ご質問 

その他のご質問は、弊社、株式会社オンラインコンサルタントまでお問い合わせください。 

よくある質問をまとめた FAQ ページもございます。 

ご購入前の FAQ：https://doutaikanri.com/faq/before_faq/ 

ご購入後の FAQ：https://doutaikanri.com/faq/after_faq/ 

 

株式会社オンラインコンサルタント 

住所：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-21-1 ダイヤビル 5F 

電話番号：045-306-9506 

Email：admin@doutaikanri.com 

営業時間：平日 10:00～19:00 

 

https://doutaikanri.com/is_in_service/index.php?
https://doutaikanri.com/faq/after_faq/#cancel
https://doutaikanri.com/faq/before_faq/
https://doutaikanri.com/faq/after_faq/
mailto:admin@doutaikanri.com

