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iGOQは、スポット配送のマッチングを行うWEBサービスです。

（スマホアプリで車両の動態・進捗管理を行う事も可能です）

アカウント申請承認メールに記載されたログインURLから管理画

面にアクセスし、アカウントIDとパスワードを入力してログイン

してください。

【ログインURL】https://dc.pro.igoq.jp
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はじめに

https://dc.pro.igoq.jp/


画面構成

①iGOQ

ログイン直後のTOP画面に遷移します。

②メニュー

メニューにカーソルを合わせると、アカウント管理、

運行管理、マスタメンテナンス等が表示されます。

➂ログアウト

ログアウトしてログイン画面に遷移します。

④お知らせ

お知らせ内のタイトルを選択すると詳細を見る事ができます。

⑤定期案件情報

掲載中の定期案件詳細に遷移します。

①iGOQ
②メニュー

➂ログアウト

④お知らせ
⑤各画面へのショートカット
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マッチングを利用開始するための手順です。

※詳しくは申請時後に配信されるメールの内容をご確認下さい

①メニューの
配車マッチングを選択します

②必要事項を入力します※

利用規約の同意にチェックを
つけて、最後に申請を選択し
ます

マッチング利用申請

※入力内容は申請後に修正する事ができませんので入力間違い

が無いようご注意下さい!!



4

③「必要書類と提出方法につ
いて」を選択します

④画面上の説明に従い必要書
類のご提出をお願いします

iGOQマッチングマニュアルについては

申請承認時に別途ご案内しております。

必要書類の提出後、社内手続きを経てマッチング承認通

知をメールにてお送り致します。

メニューに「マッチング利用
申請」が追加されます。



1-1.マスタ情報

1-1-1.車両マスタ登録

車両情報の登録を行います。手順に従って登録を行って下さい。

①メニューの
マスタメンテナンスから
車両マスタを選択します

②新規作成ボタンから
新規作成画面に遷移します

④登録ボタン押下で車両登録
します

➂全ての項目を入力します
（項目は次ページ参照）
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動態管理機能

1.利用準備



車両マスタ登録入力項目

入力項目 入力形式 内容説明 例

車種 選択形式 車両の車種 大型

呼称 入力形式 任意車両ID A010

車体の寸法（高さ）ｃｍ 半角数字 車体の高さ 767

車体の寸法（幅）ｃｍ 半角数字 車体の横幅 249

車体の寸法（長さ）ｃｍ 半角数字 車体の長さ 330

形状 選択 車両の形状 箱車

車検時期 カレンダー 車両の車検日入力 2018/8/16

管理温度帯 複数選択可 車両の積荷管理温度 常温

車体番号 半角英数字 車両登録ナンバー 宮崎800-あ00-00

最大積載量 半角数字 車両の可能最大積載量 8000

荷台の寸法ｃｍ（高さ） 半角数字 積載荷台寸法 510

荷台の寸法ｃｍ（幅） 半角数字 積載荷台寸法 220

荷台の寸法ｃｍ（長さ） 半角数字 積載荷台寸法 520

形状オプション 選択 車体形状 箱車

臭気物対応 選択 臭気物荷物を
対応可能
対応不可

あり

車両アイコン 選択 車両アイコンの色 青
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作成された車両情報について

①車体番号

検索する車体番号を入力します。

②呼称

検索する呼称を入力します。

➂車種

検索する車種を入力します。

④車両ID

編集する車両ID押下で車両情報更新画面に遷移します。

（登録した車両情報の編集や削除を行う事ができます。）

※車両IDは車両登録時に自動発行されます。

⑤積載可能荷物分類編集

現時点では使用しない機能です。説明は省略します。

①車体番号 ②呼称 ➂車種

④車両ID ⑤積載可能荷物分類編集
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1-1-2.ドライバーマスタ登録

ドライバー情報の登録を行います。手順に従って登録を行って下

さい。

①メニューの
マスタメンテナンスから
ドライバーマスタを選択しま
す

②新規作成ボタンから
新規作成画面に遷移します

④登録ボタン押下でドライ
バー登録します

➂全ての項目を入力します
（項目は次ページ参照）
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ドライバーマスタ登録入力項目

入力項目 入力形式 内容説明 例

ドライバーID 半角 任意ドライバーID A010

お名前（姓） 全角 ドライバーの姓 山田

お名前（名） 全角 ドライバーの名 太郎

ふりがな（姓） 全角平仮名 ドライバーの姓
（ふりがな）

やまだ

ふりがな（名） 全角平仮名 ドライバーの名
（ふりがな）

たろう

基本勤務時間 半角数字
1～24

ドライバーの勤務時間 8

電話番号 半角数字 ドライバーの携帯番号または
運送会社電話番号

03 1234 5678

免許種別 複数選択可 ドライバーの取得免許 ☑大型自動車
☑フォークリフ
ト
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作成されたドライバー情報について

①ドライバーID

検索するドライバーIDを入力します。

②名前（姓）

検索する名前（姓）を入力します。

➂ドライバーシステムID

編集するドライバーシステムID押下でドライバー情報更新画

面に遷移します。

（登録したドライバー情報の編集や削除を行う事ができます。）

※ドライバーシステムIDはドライバー登録時に自動発行されます。

①ドライバーID ②名前（姓）

➂ドライバーシステム車両ID
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1-2.スマートフォンアプリ

1-2-1.インストール

App Store や Google Play より「igoq」で検索しダウンロード
できます。
下記ＱＲコードからもダウンロードできます。

インストールが完了するとアプリ一覧にアイコンが作成されます。

iGOQアプリアイコンを選択するとアプリが起動し
ログイン画面が表示されます。

Android6.0以降の場合
初回起動時にのみ
「電池の最適化を無視」
が表示されますので
はい を選択します。
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④デバイスの登録を
押します

⑥再度左上の
メニューボタンから
メニューを開き設定
終了を押します

1-2-2.デバイス登録

アプリ初回起動時にデバイス登録を行います。

①左上のメニューボ
タンを押します

②メニューが開いた
ら端末設定を押しま
す

➂Usernameと
Passwordに入力し、
ログインを押します
※

⑤OKを押します

※Username/Password には、

アカウント申請承認メールに記載された管理画面ログイン用の

アカウントID/パスワードを入力します。
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②車両を選択します ③業務開始を押しま
す

①ドライバーマスタ
に登録したドライ
バーID（半角）を入
力しログインを押し
ます

2-1.スマートフォンアプリ

2-1-1.ログイン

※位置情報の送信を
開始します

Android6.0以降の場合
初回ログイン時にのみ表示されます。

④現在位置が表示さ
れWeb管理画面上で
も確認できるように
なります

許可を押します

13
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2-1-2.ログアウト

※位置情報の送信を
終了します

①左上のメニューボ
タンを押します

②終了を押します ③OKを押します
アプリが終了します

14



2-1-3.実績登録

※Web画面の進捗管
理画面で確認する事
ができます

※テキストのみ入力
して下さい。絵文字
は登録できません。

①右下の実績登録を
押します

②報告種別を選択し
て下さい を押しま
す

③種別を選択します

④（メモを残す場合
はコメント入力欄に
入力し）登録を押し
ます

⑥実績が登録されま
す

⑤OKを押します

※実績登録の結果は進捗管理画面や運転日報として出力されます。
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2-1-4.他車両表示

ログイン中のドライ
バーと車両の情報が
表示されます。

他車両の緑のアイコ
ンを押すと

画面中央の自車両は青色のアイコン、
他車両は緑色のアイコン※が表示されます。

※車両マスタに登録された車両アイコンの色は
アプリ内には反映されません。

電話をかけるを押すと。
端末内の電話アプリが起動
し、ログイン中のドライ
バーの電話番号※に発信す
る事ができます。

※ドライバーマスタに登録
された電話番号です。
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2-1-5.補足

17

スマートフォンアプリログイン後、
左図のように表示される場合、ス
マートフォンから位置情報が正しく
取得できていない可能性があります。
スマートフォンのGPSがオンになっ
ている事を確認して下さい。
または電波状況の良い場所で再度ロ
グインし直して下さい。



2-2.PC向けWeb画面

2-2-1.動態管理

TOPページから動態管理画面に遷移し、車両を表示する手順です。

①メニューの
運行管理機能から動態管理を
選択するか、画面内の動態管
理を選択します

ドライバ名を選択した後②検
索をすると、選択した車両の
み表示されます

②検索を選択するとアプリに
ログインしている全ての車両
の現在位置が地図上に表示さ
れます

③車両アイコンをクリックし
ます

画面左下にログイン情報が表
示されます
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2-2-2.進捗管理

TOPページから進捗管理画面に遷移し、進捗を表示する手順です。

①メニューの
運行管理機能から進捗管理を
選択するか、画面内の進捗管
理を選択します

配送日やドライバー名等で絞
り込む事もできます

②検索を押すと一覧に表示さ
れます

③表示された一覧の左端の
「＋」マークを押すと詳細が
表示され、「ー」マークを押
すと詳細が非表示になります
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2-2-3.動態履歴

TOPページから動態履歴画面に遷移し、軌跡を表示する手順です。

①メニューの
運行管理機能から
動態履歴を選択します

②配送日を選択します

③車両を選択します

Ｓはスタートの地点
Ｅはエンドの地点
ドットを選択すると時刻が表
示されます

④検索を押すと指定した日付
の車両の動態履歴が表示され
ます
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2-2-4.運転日報

TOPページから運転日報画面に遷移し、日報を表示する手順です。

①メニューの
運行管理機能から
運転日報を選択します

②運行日を選択します

③ドライバーを選択します

日報出力をクリックすると
PDFファイルとしてダウン
ロードする事ができます
※複数ファイルがある場合に
は圧縮したzipファイルでダ
ウンロードされます

④車両を選択します

⑤検索を選択します

⑥表示された一覧の左端の
「＋」マークを押すと詳細が
表示され、「ー」マークを押
すと詳細が非表示になります

21



Web画面上で配送計画を作成する事により、アプリ上に行先一覧

として表示させる事ができます。

配送計画を作成するための事前準備として住所マスタ登録を行う

必要があります。

また、よく行く場所についてはコースマスタとして登録しておく

と配送計画画面で呼び出す事ができます。

22

3.配送計画



3-1.PC向けWeb画面

3-1-1.住所マスタ登録

TOPページから住所マスタ一覧画面に遷移し、住所マスタを登録

する手順です。

①メニューの
各種マスタから住所マスタを
選択します

②新規作成を選択します

③＊印の必須項目を入力して
いきます

画面を下にスクロールさせま
す

④最後に登録を選択します

登録が完了すると一覧に表示
されます
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3-1-2.コースマスタ登録

TOPページからコースマスタ一覧画面に遷移し、コースマスタを

登録する手順です。

①メニューの
各種マスタからコースマスタ
を選択します

②新規作成を選択します

③コースを登録していきます

次ページから、コース登録の
詳細説明を記載しています

・コース登録について
・コースマスタ一覧について
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①住所情報を選択します
登録済みの住所マスタが表示されています。

②選択した住所情報が一時的にセットされます
➂上記②の場所からマウスで選択したまま移動させます

住所情報がセットされます。

①～③を繰り返し行うと、下図のように表示されます。

マウス操作だけで順番を変更する事ができ、

ごみ箱マークに移動させると削除する事ができます。

①住所マスタ一覧

コース登録について

②

③

25



④出発場所 ⑤出発時間

④出発場所
選択すると任意の住所や住所マスタから選択する事ができます。

⑤出発時間
選択すると出発時間を変更する事ができます。

※到着希望時間
チェックボックスを選択すると時間を変更する事ができます。

※滞在時間
初期値は30分ですが変更する事ができます。

⑥時間再計算
出発時間と場所を起点として到着予定時間が自動計算されます。

※到着希望時間

※滞在時間⑥時間再計算

⑦コース名 ⑧登録

⑦コース名
任意のコース名を入力します。

⑧登録
最後に登録を選択するとコースの登録が完了します。
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コース登録の ④出発場所 を
住所マスタから選択した場合と任意の住所を入力した場合では
コース概要の表示が異なります。

コースマスタ一覧について

コース名を選択すると、コース更新画面が開きます。
コース情報の更新・複製・削除を行う事ができます。
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3-1-3.配送計画登録

TOPページから配送計画一覧画面に遷移し、配送計画を登録する

手順です。

①メニューの
運行管理機能から配送計画を
選択します

②新規作成を選択します

③次へを選択します
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④車両を選択します

⑤次へを選択します

⑥日付を選択します
複数選択する事もできます

⑧コースを選択する場合は選
択します

⑦次へを選択します

⑨次へを選択します

⑩作成を選択します

29



⑪配送計画を登録していきま
す

次ページから、配送計画登録
の詳細説明を記載しています

・配送計画登録について
・配送計画一覧について
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①車両を選択します
登録済みの車両マスタの呼称が表示されています。

②日付を選択します

※登録済みのコースを呼び出す場合はコースを選択します
呼び出さない場合には下記③へ

➂住所情報を選択します
登録済みの住所マスタが表示されています。

④選択した住所情報が一時的にセットされます
⑤上記④の場所からマウスで選択したまま移動させます

住所情報がセットされます。

上記※でコースを呼び出した場合でも③～④を行う事ができます。

③住所マスタ一覧

配送計画登録について

④

⑤

①車両 ②日付 ※コース
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③～⑤を繰り返し行うか、コースを呼び出すと、

下図のように表示されます。マ

ウス操作だけで順番を変更する事ができ、

ごみ箱マークに移動させると削除する事ができます。

⑥出発場所
選択すると任意の住所や住所マスタから選択する事ができます。

⑦出発時間
選択すると出発時間を変更する事ができます。

※到着希望時間
チェックボックスを選択すると時間を変更する事ができます。

※滞在時間
初期値は30分ですが変更する事ができます。

※集荷/配送
どちらか一方、または両方を選択する事で
[集荷先]か[配送先]または[集荷配送先]として登録ができます。

⑧時間再計算
出発時間と場所を起点として到着予定時間が自動計算されます。

⑦出発時間 ※到着希望時間 ※滞在時間

⑧時間再計算
※集荷/配送

⑥出発場所
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⑨登録
最後に登録を選択するとコースの登録が完了します。

⑨登録

配送計画一覧について

配送計画登録の ⑥出発場所 を
住所マスタから選択した場合と任意の住所を入力した場合では
配送計画概要の表示が異なります。

編集を選択すると、配送計画編集画面が開き複製や
削除を行う事ができます。
複製を選択すると、配送計画複製画面が開きます。
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時間計算後

+0 当日

+1 翌日

+2 翌々日

を意味します。

また、日付が変わると

ボックスの色が変化します。

3-1-4.補足説明

コース登録、配送計画登録に共通する補足説明です。
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3-2.スマートフォンアプリ

3-2-1.配送日当日

配送計画で登録した配送日の当日にiGOQアプリにログインした
際の画面説明です。

目的地に近づくとダ
イアログにて表示さ
れます

目的地のアイコンが
番号とともに表示さ
れます

ログイン直後配送予
定の一覧が予定時刻
順に表示されます
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3-2-2.配送状況の更新

目的地に到着した時の操作手順の説明です。

①配送状況の行先一
覧内の住所を押しま
す

②報告種別を押しま
す

➂到着を押します※

⑤OKを押します

※到着時の報告種別は 到着/スキップ のどちらかを選択でき、

スキップを選択した場合には報告作業をスキップします。記録

には残りません。

④登録を押します ⑥到着実績時刻が記
録されます
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目的地にて作業を開始した時の操作手順の説明です。

①配送状況の行先一
覧内の住所を押しま
す

②報告種別が作業開
始になっている事を
確認し登録を押しま
す

③OKを押します

④配送状況の行先一
覧内の住所を押しま
す

⑤報告種別が作業完
了になっている事を
確認し登録を押しま
す

⑥OKを押します

目的地にて作業が完了した時の操作手順の説明です。
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作業が完了した直後、次の目的地に車両アイコンが移動します。

配送状況の報告を全
て終えると行先一覧
が消えます

報告をSkipした場合
には建物のアイコン
がSkipに変わります

38



iGOQのアカウント間で車両の位置情報を共有する事ができます。

①位置情報の共有を依頼する側がリクエストを送信し、②依頼さ

れた側がリクエストを許可する事により③アカウント同士が繋が

ります。その後④依頼された側の任意のタイミングで位置情報の

共有を開始/停止する事ができるようになります。

依頼する側 依頼される側

依頼する側 依頼される側

依頼する側 依頼される側

依頼する側 依頼される側

①

②

③

④

リクエスト

許可

繋がる

位置情報を共有
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4.動態管理共有



4-1.共有をリクエストする場合

TOPページからiGOQに招待の画面に遷移し、リクエストを送信

する手順です。

①メニューの
アカウントからiGOQに招待
を選択します

②招待したい相手（他社担当
者様）のメールアドレスを入
力します

④登録を選択します

入力したメールアドレス宛に
リクエストが送信されます

上記②で入力したメールアドレス
がiGOQに登録されている場合
（相手がiGOQ運送会社アカウン
トをお持ちの場合）とそうではな
い場合では通知されるメールの内
容が異なります

③送信を選択します
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リクエストが許可された後

動態管理画面上で他社の車両を表示する手順です。

①動態管理画面の左上のメ
ニューを選択します

②検索を選択すると
自社と他社の車両の
現在の位置がすべて
地図上に表示されます

絞り込みの運送会社名には
自社の会社名の下に
他社の会社名も表示される
ようになりますので
会社名で絞り込む事もできます
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4-2.共有をリクエストされた場合

招待を受けたメールアドレスがiGOQに登録されている
（＝iGOQユーザである）場合のメールの内容

招待を受けたメールアドレスがiGOQに登録されていない
（＝iGOQユーザでは無い）場合のメールの内容

URLをクリックしiGOQにログインする
とリクエストを許可した事になります

URLをクリックするとiGOQアカウント
申請画面に遷移します
アカウント作成した後にログインすると
リクエストを許可した事になります
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運送会社Ａ

リクエストを許可した後

動態管理画面上で車両を選択し位置情報の共有を開始/終了する

手順です。

①動態管理画面の左上のメ
ニューを選択します

②車両の公開・非公開設定
を選択します

③登録済みの車両一覧が表
示されますので、
クリックすると〇（共有開
始）、もう一度クリックす
ると×（共有終了）になりま
す
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5-1.ユーザ管理機能

①メニューの
アカウントからユーザー一覧
を選択します

②新規作成を選択します

ログインアカウントを追加する手順です。

③直接登録するか

※作成したアカウントの権限機能等は順次リリース予定です。

または
登録したい相手のメールアド
レスを入力し招待メールを送
信する事ができます
※招待メール内に記載された
URLは受信から30分が経過
すると無効化されます。
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5.応用編



5-2.グループマスタ

45

位置情報共有機能で招待された依頼主や招待した運送会社名の一覧を確認

する事ができます。一覧から削除をご希望する場合はiGOQ事務局までご依

頼下さい。

①メニューの
各種マスタ→グループマスタ
を選択します

動態管理画共有で招待元/招待先の繋がりの状態を参照する事が

できます。
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不具合、ご質問等は下記までご連絡下さい。

ユーザー様専用お問い合わせフォーム

https://igoq.jp/inquiry-user-carriers

お問い合わせ先

https://igoq.jp/inquiry-user-carriers
https://igoq.jp/inquiry-user-carriers

