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AEGISAPP運送業
機能操作説明
- 株式会社イージスワン
1. 取引先

1.1. 荷主登録
1.2. 協⼒会社登録
1.3. 運賃表紐付け

2. 取引先担当者
2.1 取引先の担当者登録

3. 配⾞依頼
3.1 配⾞依頼⼀覧表⽰
3.2 配⾞依頼の状態による⼀覧
3.3 請求承認

4. 配⾞
4.1 配⾞依頼登録
4.2 配⾞⼿配
4.3 配⾞依頼編集と協⼒会社への傭⾞の⼿配
4.4 ⾞両運転者変更
4.5 配⾞依頼印刷

5. 運転⽇報
5.1 運⾏予定（運⾏状況）
5.2 運転⽇報作成
5.3 運転⽇報明細編集
5.4 印刷出⼒

6. 傭⾞清算
6.1 協⼒会社への⽀払登録
6.2 傭⾞精算の閲覧と編集

7. 請求書
7.1 運賃⾃動計算と請求書⾃動作成
7.2 請求書閲覧
7.3 請求書印刷
7.4 領収管理
7.5 領収後処理
7.6 領収後処理⼀括⼊⼒

8. ⾞両
8.1 ⾞両の登録
8.2 運転者の紐付け
8.3 協⼒会社（傭⾞）⾞両登録

9. 運転者
9.1 運転者登録
9.2 協⼒会社運転者登録

10. ⾏先
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10.1 ⾏先登録
11. ⾞種

11.1 ⾞種登録
12. 運賃表

12.1 運賃表登録
12.2 運賃表へ⾞種の登録
12.3 運賃表閲覧
12.4 運賃表の編集
12.5 運賃表の印刷
12.6 運賃表コピー

13. 業務マスタ
13.1 業務マスタ登録
13.2 各業務の料⾦設定

14. ダッシュボード/レポート
14.1 ダッシュボードの閲覧
14.2 売上
14.3 対前年⽐較
14.4 請求
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荷主、協⼒会社などのすべての取引先をここに登録します。

「取引先」タブを開き「新規」ボタンをクリック1. 

取引先名とその他必要な情報を⼊⼒し「保存」ボタンを押し登録完了です。2. 

荷主登録と同様の⼿順で⾏います
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この運賃表に従い運賃を計算し請求書が作成されます。

該当の取引先ページを開き「編集」ボタンを押します。1. 

運賃表に紐付けする運賃表を選択し「保存」ボタンを押します2. 
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取引先担当者は取引先の担当者と協⼒会社のドライバーを登録し、配⾞などに利⽤します。

該当の取引先ページを開き関連リストの「取引先担当者」の右側の⽮印ボタンをクリックし「新
規」をクリック。

1. 

担当者の姓とその他必要な情報を⼊⼒し「保存」ボタンを押します。2. 
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取引先ページの関連リストに取引先担当者が紐付き保存が完了します。3. 
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配⾞依頼画⾯では配⾞依頼の状態を確認したり、請求の承認を⾏うことが出来ます

「配⾞依頼」タブを開くと配⾞依頼の⼀覧が表⽰されます。

条件に合う配⾞依頼を⼀覧を表⽰させることが出来ます。
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配⾞依頼に対する請求承認を⾏います。
請求承認を⾏うと運賃が⾃動計算され請求書が作成されます。

配⾞依頼⼀覧から「配送終了(請求承認待ち)」を選択します。1. 

請求承認待ち状態の配⾞依頼の⼀覧が表⽰されるので承認する配⾞依頼の「請求承認項⽬」をダブ
ルクリックし「承認」を選択します。

2. 
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「保存」を押します。3. 

請求書が⾃動で作成されます。（下は参考です。この画⾯は表⽰されません）4. 
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配⾞依頼作成から配⾞⼿配、配⾞依頼/運送指図書の印刷までをこの画⾯で操作できます

配⾞対象⽇を⼊⼒し「配⾞依頼追加」ボタンをクリックし「新規配⾞依頼」を開きます。1. 

「新規配⾞依頼」に取引先、配⾞区分、引取先、納⼊先、品物、その他必要な項⽬を⼊⼒します。2. 
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「保存」ボタンをクリックします。3. 

作成した配⾞依頼は画⾯左にカード形式で表⽰されます。4. 
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⼊⼒した配⾞依頼は配⾞区分、取引先、引取先、納⼊先毎に纏めて表⽰されます。1. 

アイコンの表⽰は区分に応じて、⾊分けされます。

アイコン 説明

⾃社⾞両

協⼒会社⾞両

チャータの配⾞依頼

スポットの配⾞依頼

2. 
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カード形式に纏められた配⾞依頼、または配⾞依頼１件ごとにマウス操作で⾞両・運転者を割り当
てすることが出来ます。

3. 
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傭⾞の⼿配をする場合、この画⾯で⾞両、運転者、協⼒会社、傭⾞料⾦を⼊⼒します。

配⾞依頼のアイコンをクリック1. 

傭⾞の⼿配を⾏う場合は⾞両、運転者、協⼒会社、傭⾞料⾦を⼊⼒します。2. 

編集を⾏い保存ボタンで保存します。3. 
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協⼒会社の⾞両へ配⾞を⾏った場合に⾃社⾞両への配⾞とはこのなる⾊で表⽰されます。4. 

⾞両の運転者は直近の運転者が割当てられた状態になります。変更する場合はこの画⾯から変更
を⾏います。

⾞両の運転者変更は「⾞両運転者変更」ボタンをクリックし「⾞両運転者変更」画⾯を表⽰しま
す。

1. 
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マウス操作で運転者を変更することができます。（アイコンが緑の運転者と⾞両は協⼒会社所属の
⾞両と運転者です。）

2. 

「保存」ボタンをクリックし保存します。3. 

⾞両の運転者が変更され、⾞両に割り当てられた配⾞依頼の運転者も変更されます。4. 
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配⾞対象⽇の配⾞⼿配が完了したら、配⾞依頼をまとめて印刷する事ができます。配⾞依頼は運
転者毎にグルーピングし出⼒されます。

配⾞依頼印刷をクリックします。1. 

印刷画⾯が表⽰されるので印刷を⾏います。2. 
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運転⽇報は携帯端末からも利⽤できます。
この運転⽇報を参照し作成されます。

iOS⽤Salesforce mobile Android⽤Salesforce mobile

運⾏状況は配⾞依頼から推測される予定と運転⽇報の状況を合わせ⾃動で表⽰されます。

ホーム画⾯から運転者は⾃分に割当てられた配⾞依頼から運⾏状況を⾒る事ができます。

横⽮印をクリックすることで配⾞依頼を参照できます。
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管理者には全ての運⾏状況が表⽰されます。

配⾞依頼をクリックすると配⾞依頼・運送指図書のプレビューが表⽰されます。
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運転⽇報の作成はホーム画⾯から⾏います。配⾞依頼と運転⽇報の⼊⼒状況から作成する運転⽇
報が表⽰されます。また運転⽇報はモバイル端末からリアルタイムに作成することができます。

ホーム画⾯を表⽰します。1. 

「作成」ボタンをクリックします。2. 
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配⾞依頼と⾞両の最終メータから項⽬は⼊⼒された状態で開きます。
（新規に登録された⾞両など最終メータが取得できなかった⾞両では乗務開始時メータを⼊⼒しま
す。）

3. 

「保存」をクリックすると運転⽇報が作成されます。4. 

「＋」ボタンから作業毎に運転⽇報明細を追加していきます。5. 
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状況に応じて推測される作業区分と⾏先が、最終メータ値によりメータが⼊⼒された状態で開きま
す。

6. 
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作業区分等が異なる場合は正しい値を⼊⼒しメータを⼊⼒します。
（状況に応じて選択候補は変化します。）

7. 

「保存」ボタンで保存すると運転⽇報に明細が追加されます。8. 

運転⽇報明細の作業区分は「出庫」ではじまり、「帰庫」で終了となります。
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運転⽇報明細の内容を誤って⼊⼒した場合に修正、または削除することが出来ます

運転⽇報明細を直接編集する⽅法
修正（編集）は編集アイコンをクリックします。1. 

作成したときと同様に編集し保存します。2. 
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運転⽇報明細を削除して再作成する⽅法
作業区分と⾏先は（修正）編集は出来ません。
かわりに削除を⾏い追加を⾏います。削除を⾏うと以降の運転明細が全て削除され、再度作
成することになりますのでご注意下さい。
削除する前に印刷やスクリーンショットなどで保存しておくことをお勧めいたします。

運転⽇報明細を削除するにはデスクトップではゴミ箱アイコンをクリックします。携帯端末で
は編集画⾯を開き「削除」ボタンを押します。

1. 

削除後、再度運転⽇報明細を追加していきます。2. 
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運転⽇報画⾯の印刷をクリックします。1. 

印刷画⾯が開くので印刷を⾏います。2. 
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下払（協⼒会社への⽀払）管理が⾏えます。
下払いを管理することで⽀払予定の残⾼を確認することが出来ます

「傭⾞精算」タブを開き、「新規」ボタンを押します。1. 

「傭⾞料⾦精算作成」画⾯が開きます。未精算の⼀覧から「精算」ボタンを押します。2. 
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精算する配⾞依頼をチェックし⽀払額が正しいか確認します。3. 

⽀払⽇を⼊⼒し保存ボタンを押します。4. 

傭⾞精算Noは任意の値を⼊⼒できます。
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「傭⾞精算」タブを開き、該当の精算Noをクリックします。1. 

この画⾯の「編集」ボタンを押すと編集画⾯が表⽰されます。2. 
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訂正対象の配⾞依頼のチェックを追加または削除し保存ボタンを押します。4. 
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請求書は⾃動で作成されます。
⼊⾦の管理や領収した⼩切⼿の現⾦化を管理することができます。

「4.3. 請求承認」の操作を⾏った際に運賃は⾃動計算され請求書も⾃動で作成されます。操作は
不要です。

「請求書」タブを開き、閲覧する請求名をクリックします。1. 
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ことで閲覧画⾯が表⽰されます。2. 

請求に必要な明細が完成されていることを確認します。1. 

「請求印刷」ボタンを押すします。2. 
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印刷画⾯が表⽰されたら「印刷」を押します。3. 

印刷を⾏い「発⾏⽇⼊⼒」ボタンを押します。4. 
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発⾏⽇に今⽇の⽇付が⼊⼒され、状態が請求中に変わります。5. 

領収した請求書を開きます1. 

状態のパスの⽮印をクリックします。2. 
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状態に応じた項⽬が表⽰されるのでペンのアイコンをクリックします。3. 

項⽬を⼊⼒し「保存」ボタンで保存します。4. 

「保存」ボタンを押すと状態が変更されます。5. 

領収⽅法が「⼿形」または「⼩切⼿」の場合、状態は「領収」となります。
現⾦や⼝座振込の場合は「完了」となります。
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3.~4.と同様に振出⽇または⽀払期⽇を⼊⼒します。(領収⽅法が「⼩切⼿」または「⼿形」のみ)6. 

⼿形または⼩切⼿で領収した場合、状態が領収後処理になります。
現⾦化を⾏った際に⼊⼒します

領収した請求書を開きます。1. 

状態のパスの⽮印をクリックします。2. 
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現⾦化⽇付を⼊⼒し「保存」ボタンで保存します。3. 

状態は完了になります。4. 
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現⾦化⽇付は複数の⼩切⼿または⼿形の現⾦化を⼀括で⼊⼒することが出来ます

「請求書」タブを開きます。1. 

リストビューで「領収後処理」を選択します。2. 
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該当の請求書をチェックし、「現⾦化⽇付⼊⼒」ボタンを押します。3. 

⽇付を⼊⼒し「保存」ボタンで保存します。4. 
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アクション実⾏の確認画⾯が表⽰されるので「OK」ボタンを押します。5. 
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⾞両は配⾞や運賃計算などに利⽤します。
また、協⼒会社⾞両もここに登録して利⽤します。

「⾞両」タブを開き、「新規」ボタンをクリックします。1. 

⾞両番号と⾞種を⼊⼒します。2. 

「保存」ボタンで保存します。3. 
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予め運転者が決まっている場合は直近運転者に運転者を⼊⼒します。

「8.1 ⾞両の登録」の画⾯で「直近運転者」を⼊⼒します。

傭⾞⾞両もここに登録します。

「8.1 ⾞両の登録」の画⾯で「所属協⼒会社」に取引先に登録の協⼒会社を⼊⼒します。

すべての運転者を登録します。協⼒会社の運転者もここに登録します。
⾃社の運転者はユーザーと協⼒会社のドライバーは取引先担当者と紐付けを⾏います。

「運転者」タブを開き、「新規」ボタンをクリックします。1. 

43 / 64



「新規運転者」画⾯が開きます。

項⽬ 説明

運転者⽒名 運転⽇報や配⾞依頼等に表⽰されます

⽒名 フルネームを⼊⼒します。

運転⽇報記⼊者
運転者のユーザと紐付けます
協⼒会社の運転者の場合は、⽇報を記⼊管理するユーザを⼊⼒します。

協⼒会社運転者 協⼒会社の運転者の場合に 取引先担当者に登録の担当者を⼊⼒します

2. 

必要な項⽬を⼊⼒し「保存」ボタンで保存します。7. 

協⼒会社の運転者もここに登録します。

「9.1 運転者登録」と同様に⼊⼒を⾏い協⼒会社運転者に取引先担当者に登録の担当者を⼊⼒しま
す
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配⾞依頼や⽇報で使⽤する⾏先（積卸場所）に使⽤します。

「アプリケーションランチャー」のアイコンをクリックし「アプリケーションランチャー」を開き
ます。

1. 

運送設定をクリックします。2. 
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「⾏先」タブを開き、「新規」ボタンをクリックします。3. 
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「新規⾏先」画⾯に⾏先の情報を⼊⼒し、「保存」ボタンで保存します。

保存すると住所から位置情報を⾃動で取得します。
取得には保存してからしばらく時間がかかります。

4. 
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この⾞種は運賃表と⾞両に紐付け⾃動運賃計算に利⽤します。

「10.1 ⾏先登録」の１．〜２．と同様に「運送設定」を開きます。1. 

「⾞種」タブを開き、「新規」ボタンをクリックします。2. 

「新規⾞種」画⾯に⾞種の情報を⼊⼒し、「保存」ボタンで保存します。3. 
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運賃表は⾃動運賃計算と請求書⾃動作成に利⽤します。
⼀つの運賃表は複数の取引先へ設定できます。

「10.1 ⾏先登録」の１．〜２．と同様に「運送設定」を開きます。1. 

「運賃表」タブを開き、「新規」ボタンをクリックします。2. 
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「新規運賃表」の項⽬を⼊⼒します。

項⽬名 説明

運賃表名称 取引先や請求書から参照した際に表⽰されます。

締⽇ 配送の納⼊⽇（荷卸⽇）を基準に締⽇を設定します

⽀払⽇ 運賃の⽀払い期限を⼊⼒します。請求書に印刷されます。

チャータ基本時間(時間) チャータ運賃の基本時間です

チャータ基本距離(Km) チャータ運賃の基本距離です

チャータ超過時間追加単位(分)
基本時間を超過した際にこの時間単位で
超過料⾦を加算します

チャータ超過距離追加単位(Km)
基本距離を超過した際にこの距離単位で
超過料⾦を加算します

スポット距離追加単位(Km)
スポット個別設定距離(Km)の距離まで
この距離毎に運賃が変わります

スポット個別設定距離(Km)
⼿動で料⾦表を設定する距離の限度。
スポット距離追加単位(Km)の倍数を⼊⼒します

3. 

「保存」ボタンで保存します。4. 
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登録された運賃表が表⽰されます。5. 

ここから⾞種を登録するには「12.2 運賃表へ⾞種の登録」の2.から操作して下さい。

「12.3 運賃表閲覧」の操作で登録する運賃表を開きます。1. 

「⾞種追加」ボタンをクリックします。2. 
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「新規⾞種別運賃」画⾯で情報を⼊⼒します。

項⽬名 説明

⾞種 登録する⾞種を⼊⼒します

運賃表
登録する運賃表
＊ここは開くと⾃動で⼊⼒されます。変更しないで下さい

基本運賃 「12.1 運賃表登録」で登録した基本時間と基本距離に対する運賃

⽇祭⽇割増 ⽇祭⽇割増はパーセントで⼊⼒します

距離追加料⾦
「12.1 運賃表登録」で登録した基本距離を超過した際に
超過距離追加単位毎に追加する料⾦

時間追加料⾦
「12.1 運賃表登録」で登録した基本時間を超過した際に
超過時間追加単位毎に追加する料⾦

スポット距離料⾦
1Km毎の料⾦を⼊⼒します。
「12.1 運賃表登録」で登録したスポット距離追加単位(Km)と
スポット個別設定距離(Km)によりスポット運賃表が⾃動作成されます。

複数積込/配達料⾦
スポットで複数の配⾞依頼で配送した際、⽴寄が発⽣した際に
纏めて請求し追加料⾦として請求する場合⼊⼒します。
それぞれに対して請求する場合は空⽩にして下さい

3. 

「保存」ボタンで保存します。4. 
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運賃表に⾞種が追加されます。5. 

「10.1 ⾏先登録」の１．〜２．と同様に「運送設定」を開きます。1. 
「運賃」タブを開き、 該当の運賃表名称をクリックします。2. 
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運賃表が表⽰されます。3. 

「12.2 運賃表閲覧」の操作で編集する運賃表を開きます。1. 
編集したい項⽬のペンのアイコンをクリックします。
チャータ超過時間追加単位(分)とチャータ超過距離追加単位(Km)を変更する場合は「編集」ボ
タンをクリックし「12.1 運賃表登録」の操作で⾏います。

2. 
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項⽬を編集し「保存」ボタンで保存します。3. 

運賃表画⾯の印刷をクリックします。1. 
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印刷画⾯が開くので印刷を⾏います。2. 

締⽇、⽀払⽇、チャータ運賃表、スポット運賃表を纏めてコピーすることが出来ます。
運賃表改定や運賃表を新規作成する際に利⽤すると⼊⼒の⼿間を省くことが出来ます。

「12.2 運賃表閲覧」の操作でコピー元の運賃表を開きます。1. 

「運賃表コピー」をクリック2. 
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「運賃表コピー」画⾯にコピー先の運賃表名称を⼊⼒し「コピー」ボタンをクリックします3. 

コピーした運賃表が表⽰されます。4. 
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運送に付随する「横持」や「積込」などの業務をここに登録します。
この設定は全ての運賃表へ反映されます。

「10.1 ⾏先登録」の１．〜２．と同様に「運送設定」を開きます。1. 

「業務マスタ」タブを開き、「新規」ボタンをクリックします。2. 

「新規業務マスタ」画⾯で各項⽬を⼊⼒します。

項⽬名 説明

業務名 業務の名前を⼊⼒します。この項⽬は配⾞依頼に記載されます。

請求名称
積込料、取卸料、付随業務料から選択します。
この項⽬は請求時に使⽤されます。

計算⽅法 １回あたり、積込時間、取卸時間から選択します。

計算単位
この数値は計算⽅法と組み合わせて利⽤します。
単位は分で⼊⼒して下さい。

配⾞依頼初期値 チェックを⼊れると配⾞依頼作成時に⾃動で追加されます。

説明 この業務についてわかりやすい説明を⼊⼒します。

4. 

「保存」ボタンで保存します。5. 
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「12.2 運賃表閲覧」の操作の操作で設定する運賃表を開きます1. 

「付随業務等料⾦」に「13.1 業務マスタ登録」で登録した業務が追加されています。2. 

「12.4 運賃表の編集」と同様の操作で各業務の料⾦を⼊⼒し保存します。3. 
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ダッシュボードとレポートを利⽤し「AEGISAPP運送業」には予めレポートとダッシュボードが
登録してあります。

「ダッシュボード」タブを開き、「すてのダッシュボード」をクリックします。1. 

該当のダッシュボード名をクリックします。2. 
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ダッシュボードが表⽰されます。3. 
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期間を変更することで集計期間を変更することができます

このダッシュボードには以下のグラフが登録されています。

取引先別売上
⾞両別売上
領収⽅法
運転者別売上
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このダッシュボードには以下のグラフが登録されています。

対前年売上推移（単⽉）
対前年売上推移（累計）
対前年売上
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このダッシュボードには以下のグラフが登録されています。

請求処理未完（状態別）
請求処理未完（⼀覧）
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