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改訂履歴 

 

版数 発行日 改訂履歴 

第 1.0 版 2021 年 11 月 30 日 初版 

第 2.0 版 2022 年 2 月 24 日 ユーザー新規作成時の手順を仕様変更に伴い内容修正 

記録管理の内容を仕様変更に伴い内容修正 

その他一部機能の名称変更を仕様変更に伴い内容修正 

第 3.0 版 2022 年 3 月 31 日 ・「4.1.画面とメニューの説明」に 

「3) ユーザーメニュー」「グループ」を追加 

・「5.4.グループ」を追加(以降の項番を繰下) 

・「5.5. 記録管理」を更新(機能追加) 

第 3.1 版 2022 年 4 月 25 日 ・「5.1.1 組織」に以下を追加 

 →「異常時メール通知(部門)」 

 →「顔認証登録」 

 →「出発記録モード」 

 →「終了記録モード」 

 →「GPS データ表示」 

・「3.1.用意するもの」から「1) サービス利用通知

書」を削除 

第 3.2 版 2022 年 6 月 16 日 4.1.画面とメニューの説明 

→「スマートフォン版管理画面」情報を追加 

5.1.1.組織 

 →「サービス案内通知先」を追加 

5.2.ユーザー（新規作成・編集・削除） 

 →ユーザー画面を追加 

5.5.1 記録履歴 

 →2) 検索の項目を追加 

第 6 章. スマートフォンでの管理画面アクセス 

 →項目追加 

第 3.3 版 2022 年 7 月 26 日 1.4.本サービスに関するお問い合わせ 

 →「お問い合わせ窓口」を修正 

5.1.1 組織 

 →「3) メール設定」を追加 

5.2.2 組織管理者と部門管理者 

 →項目を追加 

第 3.4 版 2022 年 10 月 13 日 デザイン変更 
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第 4.0 版 2023 年 1 月 24 日 「6.2.組織管理」に「デバイス管理」、「利用状況」

を追加 

第 4.1 版 2023 年 2 月 27 日 「6.2.組織管理」「部門」に部門 ID の説明を追記 

「6.3.ユーザー」に「データインポート」を追加 
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第１章. はじめに 

 

1.1. 本マニュアルについて 

 このたびは当社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 

本書は組織管理者様向け「あさレポ - 運転前アルコールチェック＆検温クラウドサービス 

–(以降「本サービス」という)」の初期設定、および各メニューの使用方法について記載し

たものです。 

当社は本マニュアルの全部または一部を変更することがあります。 

 

各機能詳細についてはサービス仕様書をご参照ください 

サービス仕様書 https://www.asarepo.com/docs/asarepo-service-specifications.pdf 

 

運転日報はあさレポ組織管理者向けマニュアル（運転日報オプション）をご参照ください 

運転日報 

オプション 

https://www.asarepo.com/docs/asarepo-option-driving-repor-

manual.pdf 

 

1.2. 本マニュアルでの表示画面について 

本マニュアルで説明する画面は、以下の環境を利用しています。 

OS Windows 10 

ブラウザ Google Chrome 最新版 

 

1.3. 本サービスを利用するには 

1) (利用者専用の)管理画面用 URL にアクセスし、初期設定およびユーザー登録を行う必

要があります。 

2) ユーザーは本サービス用アプリケーション「あさレポ」(以降、「あさレポ」アプリと

いう)をスマートフォンにインストールする必要があります。 

3) 本サービスはユーザーのアルコール呼気・検温・GPS による位置情報・測定日時を取

得します。利用者はユーザーに対しこれらの情報を取得することを告知、了解取得のう

え利用する必要があります。 

 

  

https://www.asarepo.com/docs/asarepo-service-specifications.pdf
https://www.asarepo.com/docs/asarepo-option-driving-repor-manual.pdf
https://www.asarepo.com/docs/asarepo-option-driving-repor-manual.pdf
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1.4. 本サービスに関するお問い合わせ 

本サービスに関するお問い合わせは組織管理者より行ってください。 

 

【お問い合わせ窓口】 

・あさレポ FAQ 

 https://asarepo.com/help/ 

受付時間：平日 9:00-18:00 

※お問い合わせへのご回答は土、日、祝祭日、年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日）、及

び当社所定の休日を除く平日 9:00～18:00、受付から原則 3 営業日以内に回答します。 

※お問い合わせ順に回答させて頂くため、回答までお時間を頂く場合があります。 

 

  

https://asarepo.com/help/
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第２章. 動作環境と制限事項 

 

2.1. 動作環境 

本サービスの管理者機能を利用する上での動作推奨環境は以下の通りです。 

OS Windows 10 

ブラウザ Google Chrome 最新版 

※上記推奨環境以外でもご利用いただける場合がありますが、動作についてはサポート対 

象外となります。 

 

2.2. 制限事項 

1) 本サービスはユーザーが使用するスマートフォンアプリにインストールした「あさレ

ポ」アプリを使用してデータを収集します。ユーザーの利用する端末の種別、OS バー

ジョン等によっては本サービスをご利用いただけない場合があります。また、ユーザー

の通信環境によっては利用できる機能に制限がある場合があります(即時のデータ転送が

できない等) 

2) 本サービスはユーザーが利用するスマートフォン端末に搭載される GPS 機能で取得 

した緯度・経度情報を取得します。GPS 機能は衛星から届く電波を利用しているため、

ご利用の環境によっては正しく情報が表示されない、もしくは取得できない場合があり

ます。 

3) 本サービスはユーザーが利用するスマートフォン端末に搭載されるカメラ機能を用いて

「あさレポ」アプリのログイン(顔認証ログイン)、呼気中アルコール濃度測定中のユー

ザー撮影を行います。ご利用の環境によっては正しく認証されないもしくは使用できな

い場合があります。 

4) 本サービスでアルコール呼気・検温を記録するには当社が指定する専用デバイスが別途

必要です。 

5) 本サービスで連携するデバイスは体温を正確に測る医療機器(薬機法に定める体温計)で

はありません。体表面温度を測定する目的で作られていますが、正確な体温の測定には

体温計をご使用ください。 

6) 本サービスの利用は国内のみとなります。 

※海外でご利用いただける場合がありますが、動作についてはサポート対象外となりま

す。また、本サービスを海外で利用したことによる損害その他について、当社は一切

の責任を負いません。予めご了承ください。 

 

  



          あさレポ 組織管理者向けマニュアル 

9 

 

 Copyright©2022 Suzuyo Shinwart Corp. All rights reserved. 

第３章. サービス概要 

 

3.1. 本サービスの概要 

本サービスは、大別して下記２機能を提供します。 

 

   
「あさレポ」アプリ 管理画面 

 

「あさレポ」アプリ スマートフォン（または iPad）にインストールする

本サービス専用アプリ。連携アルコールチェックデ

バイスと Bluetooth 連携して検温・アルコール濃度

（mg/L）を計測します。計測データはスマートフ

ォンのデータ通信で管理サーバに送信されます。 

管理画面 各ユーザーが「あさレポ」アプリで測定したデータ

を参照、確認業務を行います。 

また、ユーザーの作成・編集・削除も管理画面から

操作いただけます。 

 

データ保存日数 各ユーザーが「あさレポ」アプリで測定したデータ

は管理サーバに 400 日保存されます。 
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3.2. サービスの運用例 

本サービスの運用例を以下に記載します。 

 

■標準的な運用例 

 
ユーザーが測定したデータを管理者が確認 

 

■部門別に管理する運用例 

 
管理者を部門毎に設置。各部所属のユーザーは各部の管理者が確認 

【使用する機能】 部門 ／ ユーザー（組織管理者・部門管理者） 

 

■複数ユーザーで共用する運用例 

 
１台の iPad で複数ユーザーがアルコールチェック 

【使用する機能】 グループ 
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第４章. サービスの利用開始 

本サービス利用開始にあたっての初期設定について記載します。 

 

4.1. スタートアップガイド  

本サービスを初めてご利用される利用者向けのガイドをご用意しています。 

下記をご参照ください。 

 

スタートアップガイド https://www.asarepo.com/docs/asarepo-startup-guide.pdf 

 

 

  

https://www.asarepo.com/docs/asarepo-startup-guide.pdf
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第５章. 画面説明 

本サービスの管理画面について記載します。 

 

5.1. ようこそ 

管理画面ログイン直後の画面です。 

 

 
①  お知らせ 

 本サービスに関するお知らせを表示します。 

②  マニュアル 

 本サービスのマニュアル（PDF ファイルへのリンク）を表示します 

③  あさレポに関するお問い合わせ 

 お問い合わせ FAQ サイトを表示します 

④  スマホから管理画面をご利用の場合はこちら 

 スマートフォン用管理画面への URL と二次元コードを表示します 

⑤  デバイスに関するお問い合わせ 

 本製品と連携するアルコールチェックデバイスのメーカーURL を表示します 
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5.2. 組織管理 

組織管理画面です。 

サービス全体の設定、および「部門」の作成・編集・削除を行います。 

 

組織 

組織編集（全体設定）、メール設定（各種通知先設定）、操作履歴出力（管理画面操作ロ

グ）などを編集、出力する画面です。 

 

 
①  組織 ID 

 利用者固有の ID です（変更不可） 

② 組織名 

 利用者の組織名を表示します 

③ ユーザー数 

 登録済ユーザー数を表示します 

④ 操作 

 各種設定画面へのリンクを表示します 
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部門 

部門作成・編集・削除を行います。 

各種通知を部門単位で通知する。確認業務を部門単位で行う場合などに記録履歴の表示範

囲を絞り込む際に使用します。 

 

各ユーザーの測定記録や異常値発生時の管理を部門単位で行う場合、事前に部門を作成

いただく必要があります。 

管理者は自身が所属する部門とその配下部門のユーザーのみ参照権限を持ち、異常時の

メール通知も参照権限を持つユーザーからのみ受信する設定が可能です。 

※異常時メール通知（部門） 

※ユーザー（管理者含）は複数部門に所属することはできません。 

 

 
①  部門名 

 作成した部門名を表示します。 

※最上位部門は「組織名」が表示されます 

 ID 部門名横に表示される「（ID：***）」は部門作成時に自動で付与さ

れる部門 ID です。データインポート時に使用します 

② 新規・編集・削除 

 部門の作成・編集・削除を行います 

③ CSV 出力 

 作成した部門を CSV 出力します 

【出力される項目】 

 部門 ID 

部門名 

 

【POINT】 

部門名は下記の順に自動で昇順表示されます。 

部門名の前に「001」等のナンバーを振ると想定通りの並びにできます 

・記号 
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・数字 

・ひらがな 

・カタカナ 

・漢字 

 

デバイス管理 

デバイスごとのアルコールチェック回数や利用経過日数等の情報を確認する機能です。 

※本機能は SEIKOIST 株式会社のアルコールチェックデバイス「XENSE-83BT」で、 

あさレポアプリと連携して 記録履歴に情報が登録された機器のみご利用いただけます。 

 （「XENSE-82BT」ではご利用いただけません） 

 
デバイス名 アルコールチェックデバイスの名称 

個体識別番号 アルコールチェックデバイスの個体識別番号を自動で表示 

使用回数 アルコールチェックデバイスのディスプレイに表示される

使用回数を表示 

使用回数 説明 

900 回以上 使用回数の文字を「赤字」で表示 

1,000 回以上 使用回数のレコードを「赤帯」で表示 

使用開始日 あさレポアプリと連動して測定を開始した日を表示 

使用開始日 説明 

300 日以上 使用開始日の文字を「赤字」で表示 

365 日以上 使用開始日のレコードを「赤帯」で表

示 

使用経過日数 最終使用時刻からの経過日数 

最終使用時刻 あさレポアプリと連動して測定を最後に行った日 

最終使用者名 あさレポアプリと連動して測定を最後に行ったユーザー 

最終使用者名 あさレポアプリと連動して測定を最後に行ったユーザーの



          あさレポ 組織管理者向けマニュアル 

16 

 

 Copyright©2022 Suzuyo Shinwart Corp. All rights reserved. 

社員番号 社員番号 

CSV 出力 画面表示されている情報を CSＶでエクスポートいただけ

ます 

 

利用状況 

定額プラン、重量課金プランや部門単位などで利用状況を確認できる機能です。 

あさレポアプリを利用(記録)した人数及び日数を月別に部門・ユーザー単位で確認する機

能 

※本機能は「組織管理者」のみ参照いただけます。 

 

 
アカウント ユーザーのアカウント名を表示 

社員番号 ユーザーの社員番号を表示 

名前 ユーザーの名前を表示 

部門 ユーザーの所属部門を表示 

利用月 利用月を表示 

利用月課金区分 利用月で適用されている課金区分を表示 

利用日数 利用した日数を表示 

利用日数(運転 OP) 運転日報オプションを利用した日数を表示 

削除日時 ユーザーを削除した日を表示 

CSV 出力 画面表示されている情報を CSＶでエクスポートいた

だけます 

部門別集計 

CSV 出力 

画面表示されている情報を部門別で CSV 出力します 
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5.3. ユーザー 

ユーザー管理画面です。 

ユーザー・グループの作成・編集・削除、顔写真登録送信などの各種操作を行います。 

 

ユーザー 

ユーザーの新規作成・編集・削除を行います。 

また、「顔写真登録送信」、「二次元コード送信」等の操作を行います。 

 

 
① 組織部門 

 部門別にユーザーを操作する場合に使用します 

② 検索条件設定 

 表示項目を絞り込む際に使用します 

③ ボタン（CSV 出力／新規） 

 CSV 出力・・・ユーザー情報を CSV エクスポートします 

新規   ・・・「新規ユーザー」画面を表示します 

④ ユーザー情報 

 登録済ユーザーの情報を表示します 

⑤ 操作 

 各種操作のリンクを表示します 

 

【CSV 出力項目】 

※「CSV 出力」ボタン押下時に画面上に表示されていた内容を CSV 出力します 

 アカウント 

 社員番号 

 名前 

 部門 ID 

 部門 

 ロール 

 課金区分 

 当月課金区分 

 顔認証登録 
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 出発記録モード 

 終了記録モード 

 運転日報課金区分 

 当月運転日報課金区分 

 ドライバーID 

 ALC 測定漏れ通知 

 ALC 測定メール 

 異常値メール 
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新規ユーザー 

新規ユーザー作成時に使用します。 

 

 
名前 ユーザー名を入力します 

メール ユーザーのメールアドレスを入力します 

【注意事項】 

・重複不可の情報となり１人１アドレス必要です。 

・「組織管理者」「部門管理者」としてユーザーを  

 作成する場合、この情報がログインアカウントに 

 なります。 

・異常時メール通知はこのメールアドレスに送信さ 

 れます 

・顔写真登録送信／二次元コード送信はこのメール 

 アドレスに送信されます 

・メーリングリスト等のメールアドレスも使用可能 
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 です 

社員番号 ユーザーの社員番号を入力します。任意の番号でも構い

ません（重複不可） 

課金区分 ユーザーの課金区分を選択します 

定額 月単位での課金 

従量課金 日単位での課金 

【注意事項】 

・新規作成したユーザーの課金区分は作成日の 0:30に確

定します。それまで期間は課金区分を修正いただけます

が、この時間を超えて以降の修正は翌月末の適用となり

ます 

運転日報課金区分 

（運転日報オプション） 

ユーザーの運転日報課金区分を選択します 

定額 月単位での課金 

従量課金 日単位での課金 

カバー写真 ユーザーのアイコンとなる写真 

【注意事項】 

登録写真の 1 枚目がカバー写真として登録されます 

登録写真 顔認証に利用するユーザーの写真 

管理画面から登録も可能 

組織 組織名を表示（変更不可） 

部門 ユーザーが所属する部門を選択します 

【注意事項】 

・事前に「部門」を作成いただく必要があります 

・登録可能な部門は１部門のみ（複数部門の登録不可） 

 となります。 

ロール ユーザーの権限を設定します 

組織管理者 

※4 

下記機能をご利用いただけます 

・管理画面（全機能） 

・「あさレポ」アプリの利用 

部門管理者 

※4 

下記機能をご利用いただけます 

・管理画面（一部機能） 

 →組織管理 

部門（参照のみ） 

 →ユーザー 

 →記録管理 

 →運転管理（運転日報オプション） 
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・「あさレポ」アプリの利用 

一般ユーザー 下記機能をご利用いただけます 

●「あさレポ」アプリの利用 

顔認証登録 ユーザーが「あさレポ」アプリにログイン時、顔認証機

能を使用する、しないを設定 

有効 顔認証ログイン有効 

無効 顔認証ログイン無効 

【注意事項】 

「二次元コードスキャン」直後の顔認証は「無効」に設

定しても必須となります 

出発記録モード ※6 「あさレポ」アプリで「出発」ボタン押下時の測定項目

を設定 

記録 時間の打刻 

記録 

＋検温 

時間の打刻 

＋検温 

記録 

＋ALC 測定 

時間の打刻 

＋呼気中アルコール濃度測定 

記録 

＋検温 

＋ALC 測定 

時間の打刻 

＋検温 

＋呼気中アルコール濃度測定 

【注意事項】 

設定内容に従い「あさレポ」アプリが自動的に実施内容

を画面で指示します 

終了記録モード 「あさレポ」アプリで「出発」ボタン押下時の測定項目

を設定（設定値は「出発記録モード」と同様） 

ドライバーID 

（運転日報オプション） 

ドライバーID を選択します 

【注意事項】 

運転日報オプションを利用、かつ e-テレマと連携時のみ

使用します 

ALC 測定メール ※7 ※8 記録履歴にデータが登録されたことを通知します 

ON 通知を受け取る 

OFF 通知を受け取らない 

【注意事項】 

・ロールで「組織管理者」または「部門管理者」選択時 
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 のみ表示されます 

・「組織管理」>「組織」>「メール設定」画面で

「ALC 測定メール通知」が ON に設定 

  されている場合のみ通知します 

異常値メール ※7 ※8 記録履歴に異常値データ(ALC 濃度（mg/L）)が登録さ

れたことを通知します 

ON 通知を受け取る 

OFF 通知を受け取らない 

【注意事項】 

・ロールで「組織管理者」または「部門管理者」選択時

のみ表示されます 

・「組織管理」>「組織」>「メール設定」画面で「異

常時メール通知」で受信者に指定されている場合のみ

通知します 

ALC 測定漏れ通知 ※7 

（運転日報オプション） 

運転日報作成時、アルコール測定漏れユーザーにメール

通知します 

ON 通知を受け取る 

OFF 通知を受け取らない 

【注意事項】 

・ロールで「組織管理者」または「部門管理者」選択時 

 のみ表示されます 

・「組織管理」>「組織」>「メール設定」画面で  

 「ALC 測定漏れ通知」が ON に設定されている場合 

 のみ通知します 
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グループ 

１台の iPad を共用して「あさレポ for iPad」アプリを使用する場合、ユーザーをグループ

登録します。「グループ」画面ではグループ名の作成、ユーザー登録を行います。 

 

この機能は 1 台の iPad を複数ユーザーで使用する共用型の機能です。 

iPad1 台につき 1 つのグループを作成、作成したグループにユーザーを割り当てること

で複数ユーザーが 1 台の iPad でアルコールチェックいただけます。 

 

 
① 組織部門 

 部門別にユーザーを操作する場合に使用します 

② ボタン 

 各種操作のボタンを表示します 

・グループ追加 

・グループ編集 

・グループ削除 

・二次元コード PDF 

・保存 

③ グループ 

 作成済グループ名を表示します 

④ 全てのユーザー 

 グループに登録可能なユーザーを一覧表示します。 

・ユーザー作成済、顔写真登録済ユーザーのみ表示します 

⑤ 操作 

 「全てのユーザー」「グループ対象ユーザー」への移動を操作します 

⑥ グループ対象ユーザー 

 グループのユーザーを表示します 
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データインポート 

ユーザーを CSV 形式でインポート（新規登録・編集のみ。削除はできません）します。 

本機能は「最上位の部門」に所属する「組織管理者」のみ利用可能です。 

下位の階層（利用者が作成した階層）に所属する「組織管理者」「部門管理者」は「デー

タインポート」のメニューが表示されません。 

 

 
データインポート画面 

 「新規作成」ボタン 

 CSV ファイルをアップロードする「データインポートウィンドウ」を表示 

CSV ファイル名 

 アップロードされた CSV ファイル名を表示します 

 「ステータス」

実行前の場合 

CSV ファイル名をクリックしてファイルを置換可能 

※CSV ファイル名クリックで「データインポート」ウィン

ドウを表示 

「ステータス」

実行済の場合 

CSV ファイルの置換はできません 

最終更新日時 

 アップロードされた CSV ファイルの最終更新日時を表示します 

実行指定日付 

 「日時指定」で指定された日付を表示します 

※予約可能な CSV ファイルは１件のみです。 

 詳細は「日付指定」ウィンドウ参照 

ステータス 

 CSV ファイルが「登録実行」されているかのステータスを表示 

 実行前 アップロードされた CSV ファイルは実行（データ登録）さ

れていません 

実行済 アップロードされた CSV ファイルは実行（データ登録）済

です 

実行日時 
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 CSV ファイルが「登録実行」された日時を表示 

操作 

 日付指定 CSV ファイルを実行（データ登録）する日付を指定 

※詳細は「日付指定」ウィンドウ参照 

プレビュー 登録された CSV ファイルの確認、各種操作 

※詳細は「プレビュー」ウィンドウ参照 

削除 CSV ファイルを削除 

※詳細は「確認」ウィンドウを表示 

※CSV ファイルアップロード時の注意事項 

 ・5MB 未満の CSV ファイルは 5MB 未満としてください 

・CSV ファイル作成時の文字コードは(UTF8+BOM)としてください 

・CSV ファイル作成時のデータ数は 10,000 件以下としてください 

・管理画面上に保存しておける CSV ファイルは 10 件までです 

 

 
「データインポート」ウィンドウ 

 「新規作成」ボタン、または「CSV ファイル名」クリックで表示 

※ステータスが「実行済」の「CSV ファイル名」をクリックした場合は表示されま 

せん 

 「ファイル選択」 

 アップロードする「CSV ファイル」を指定します 

「保存」ボタン 

 選択した「CSV ファイル」をアップロードします。 

※アップロード中はブラウザを終了せず、管理画面からもログアウトしないで 

ください 

「キャンセル」ボタン 

 選択した「CSV ファイル」のアップロードをキャンセルします 

※CSV テンプレートをダウンロード 

 アップロードする「CSV ファイル」のテンプレートをダウンロードします 
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「日付指定」ウィンドウ 

 「操作」欄にある「日付指定」クリックで表示 

※対象の CSV ファイルを実行（データ登録）する日付を指定します 

 指定された日付の午前 1 時以降に実行（データ登録）されます 

 実行指定日付 

 対象の CSV ファイルを実行（データ登録）する日付を指定します 

「保存」ボタン 

 対象の CSV ファイルを実行（データ登録）する日付を保存します 

※保存後「実行指定日付」欄に日付が表示されます 

※日付を指定できる CSV ファイルは１件のみです。 

 「実行指定日付」欄に日付が指定されている CSV ファイルがある状態で 

 新規に日付を指定した場合、後に指定した日付が適用されます 

「キャンセル」ボタン 

 設定を保存せずに「日付指定」ウィンドウを閉じます 

 

 

 
削除「確認」ウィンドウ 

 「操作」欄にある「削除」クリックで表示 

※対象の CSV ファイルを削除します 



          あさレポ 組織管理者向けマニュアル 

27 

 

 Copyright©2022 Suzuyo Shinwart Corp. All rights reserved. 

※登録可能な CSV ファイルは 10 個です 

 「確定」ボタン 

 対象の CSV ファイルを削除します 

※復元できませんのでご注意ください 

「キャンセル」ボタン 

 対象の CSV ファイルを削除せずに「確認」ウィンドウを閉じます 

 

 
「プレビュー」ウィンドウ 

 「操作」欄にある「プレビュー」クリックで表示 

※対象の CSV ファイルのデータ確認、各種操作を行います 

 データ一覧 

 対象の CSV ファイルのデータを表示します 

※データにエラーがある場合、対象列を赤色で表示します 

「>」表示 

 データ一覧左横にある「>」クリックで入力エラーメッセージを表示します 

※データが正常（白色列）の場合はメッセージは表示されません 

「入力エラーのみ表示」 

 タイトル横のチェックボックスを操作 ON で 

 OFF 全てのデータを表示します 

ON 入力エラーとなっているデータだけを表示します 

データチェック 

 対象の CSV ファイルのデータチェックを行います 

チェックの結果はデータ一覧に表示します 

※「ステータス」が「実行済」の場合は表示されません 

登録実行 

  対象の CSV ファイルを実行（データ登録）します 

※「確認」ウィンドウを表示します 

※「ステータス」が「実行済」の場合は表示されません 
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実行結果出力 

 データ一覧に表示されているデータを CSV ダウンロードします 

 

 
登録実行「確認」ウィンドウ 

 「登録実行」ボタン押下で登録を実行します 

※「確定」ボタン押下後の取消、復元はできません 

※「実行指定日付」が指定されていた場合、日付の指定は削除されます 

 「確定」ボタン 

 対象の CSV ファイルを実行（データ登録）します 

※「確定」ボタン押下後の取消、復元はできません 

「キャンセル」ボタン 

 対象の CSV ファイルを実行（データ登録）せずに「確認」ウィンドウを閉じ

ます 

※「実行指定日付」が指定されていた場合、対象日付に実行（データ登録）さ 

れます 
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CSV テンプレートの項目 

 アカウント 

 説明 ユーザーのメールアドレスを入力します 

 注意事項 メールアドレスが誤っていると、各種案内メールが届きません 

登録済ユーザーを編集する場合、メールアドレスを間違えると新

規ユーザーとして作成されます 

設定値 （任意） 

社員番号 

 説明 社員番号を入力します 

 注意事項 登録済ユーザーを編集する場合、未登録の社員番号を設定すると

エラーになります 

設定値 （任意） 

名前 

 説明 ユーザー名を入力します 

 注意事項 - 

設定値 （任意） 

部門 ID 

 所属する部門の部門 ID を入力します 

 注意事項 部門 ID は「組織管理」「部門」からご確認ください 

データインポートでは新規部門を作成することはできません 

事前に所属部門を作成してください 

設定値 （任意） 

部門 

 部門名を入力します 

 注意事項 所属する部門の設定は「部門 ID」で指定します。「部門名」は

未入力でも構いません 

設定値 （任意） 

ロール 

 ユーザーの権限を設定します 

 注意事項 「一般ユーザー」から「組織管理者」「部門管理者」に変更した

場合、データインポート実施時点で「ユーザー登録完了のご案

内」がアカウントで指定したメールアドレスに送信されます 

設定値 組織管理者 

部門管理者 

一般ユーザー 

課金区分 
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 ユーザーの課金区分を指定します 

 注意事項 ●ユーザー情報の新規 

データインポートを行った当日であれば変更が可能です。登録を

行った翌日以降は翌月から修正した内容が適用されます 

●ユーザー情報の変更時 

データインポートを行った日の翌月から登録した内容に変更され

ます 

設定値 定額 

従量課金 

運転日報課金区分（運転日報オプション） 

 運転日報オプションの課金区分を指定します 

※本項目は運転日報オプションご契約時のみ表示されます 

注意事項 ●ユーザー情報の新規 

データインポートを行った当日であれば変更が可能です。登録を

行った翌日以降は翌月から修正した内容が適用されます 

●ユーザー情報の変更時 

データインポートを行った日の翌月から登録した内容に変更され

ます 

設定値 定額 

従量課金 

顔認証登録 

 あさレポ（アプリ）ログイン時の顔認証を行う（有効）または行わない（無効）

を入力します 

 注意事項 - 

設定値 有効 

無効 

出発記録モード 

 あさレポ（アプリ）「出発」ボタン押下時の測定内容を入力します 

 注意事項 設定値の「記録」は「出発」ボタン押下時の時間の打刻です 

設定値 記録 

記録＋検温 

記録＋ALC 測定 

記録＋検温＋ALC 測定 

終了記録モード 

 あさレポ（アプリ）「終了」ボタン押下時の測定内容を入力します 

 注意事項 設定値の「記録」は「終了」ボタン押下時の時間の打刻です 
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設定値 記録 

記録＋検温 

記録＋ALC 測定 

記録＋検温＋ALC 測定 

ドライバーID 

 外部連携サービスと連携時、ユーザーの外部サービス側 ID を入力します 

 注意事項 外部連携サービスと未連携時は不要です 

設定値 （任意） 

ALC 測定漏れ通知（運転日報オプション） 

 「ALC 測定漏れ通知」の受信・未受信を設定します 

※本項目は運転日報オプションご契約時のみ表示されます 

 注意事項 本機能は「組織管理者」「部門管理者」のみ入力します 

一般ユーザーに入力いただいてもデータは登録されません 

「ALC 測定漏れ通知」を受信するには本項目とは別に「組織管

理」「組織」「メール設定」から「ALC 測定漏れ通知」を ON

にする必要があります 

設定値 はい 「ALC 測定漏れ通知」を受信します 

いいえ 「ALC 測定漏れ通知」を受信しません 

ALC 測定メール 

 「ALC 測定メール」の受信・未受信を設定します 

 注意事項 本機能は「組織管理者」「部門管理者」のみ入力します 

一般ユーザーに入力いただいてもデータは登録されません 

「ALC 測定メール」を受信するには本項目とは別に「組織管理」

「組織」「メール設定」から「ALC 測定メール」を ON にする

必要があります 

設定値 はい 「ALC 測定メール」を受信します 

いいえ 「ALC 測定メール」を受信しません 

異常値メール 

 「異常値メール」の受信・未受信を設定します 

 注意事項 本機能は「組織管理者」「部門管理者」のみ入力します 

一般ユーザーに入力いただいてもデータは登録されません 

「異常値メール」を受信するには本項目とは別に「組織管理」

「組織」「メール設定」から「異常値メール」を ON にする必要

があります 

設定値 はい 「異常値メール」を受信します 

 いいえ 「異常値メール」を受信しません 
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エラーメッセージ 

CSV ファイルを選択してください CSV 以外のファイルを選択しています 

5MB 未満の CSV ファイルを選択して

ください 

CSV ファイルサイズ上限超過していま

す 

入力エラーがあるため実行できません 何かしらのエラーを含んだ CSV ファイ

ルを取込実行しています 

CSV ファイルが存在しないため実行で

きません 

CSV ファイルが存在しません 

インポートデータはありません CSV ファイルデータが 0 行です 

社員番号は既に使用されています 社員番号が重複しています 

実行処理中にエラーが発生しました。

システム管理者に連絡してください 

DB ロックやその他予測不可能なシス

テムエラー(500) 

ドライバーID は既に使用されています ドライバーID が重複しています 

CSV ファイルの文字コードは

(UTF8+BOM)である必要があります

文字コードを変換し再度取り込んでく

ださい 

CSV ファイル文字コードエラーです 

CSV ファイルの読み込み中にエラーが

発生しました 

タイムアウトで処理が正常終了しませ

んでした 

CSV ファイルの項目数が正しくありま

せん 

CSV ファイルヘッダ数が正しくありま

せん 

CSV ファイルにヘッダー行が存在しま

せん 

CSV ファイルヘッダが存在しません 

10,000 件を超えるデータの登録はでき

ません一度に登録する件数を減らして

ください 

1CSV ファイル同時取り込みユーザー

数上限を超えています 

登録可能なユーザー数が上限を超えて

います 

登録済ユーザ+CSV ファイルユーザ数

が組織利用人数超過しています 

CSV ファイルのヘッダー項目が正しく

ありません 

CSV ファイルヘッダの並び、項目名が

間違っています 

保存しておける CSV ファイルは 10 件

までです 

CSV ファイル保存数超過しています 

アカウントが重複しています メールアドレスが重複しています 

社員番号が重複しています 社員番号が重複しています 

データインポートが実行中のため操作 登録中の CSV ファイルを CSV ファイ
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できません ル更新しています 

データインポートが実行中のため操作

できません 

登録中の CSV ファイルを日付指定して

います 

データインポートが実行中のため操作

できません 

登録中の CSV ファイルを登録実行して

います 

ドライバーID が重複しています ドライバーID が重複しています 

データインポートが実行済のため操作

できません 

登録済 CSV ファイルを CSV ファイル

更新しています 

データインポートが実行済のため操作

できません 

登録済 CSV ファイルを日付指定してい

ます 

データインポートが実行済のため操作

できません 

登録済 CSV ファイルを登録実行してい

ます 

翌日以降の日付を指定してください 実行指定日付が翌日以降指定でない 
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5.4. 記録管理 

記録管理画面です。 

ユーザーが測定した記録を確認します。 

 

未記録ユーザー 

「出発」「終了」の各測定が未記録のユーザーを日時で表示します。 

 

 
① 組織部門 

 部門別にユーザーを操作する場合に使用します 

② 検索条件設定 

 表示項目を絞り込む際に使用します 

③ ユーザー情報 

 「出発」「終了」各未記録ユーザー情報を表示します 

④ ボタン（CSV 出力） 

 ユーザー情報を CSV エクスポートします 
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記録履歴 

ユーザーのアルコール測定の履歴を表示します。 

確認情報欄のボタンから、測定データを確認します。 

 

 
 

① 検索条件設定 

 表示項目を絞り込む際に使用します 

② 記録履歴 

 ユーザーの記録を１行毎に表示します 

③ 追加情報 

 「社員番号」左横の「>」押下で追加情報を表示します 

④ 確認情報 

 ユーザーが測定した記録を確認する際に使用します 

未確認・・・記録が未確認の状態 

確認済・・・記録を管理者が確認した状態 

却下 ・・・ユーザー／または管理者が記録を却下した状態 

⑤ ボタン（CSV 出力） 

 記録履歴を CSV エクスポートします 

 

【POINT】 

 
ユーザーがアルコール測定のデータを送信完了前にアプリを終了した場合、受信できな

かったデータは「－」で表示されます。また、ALC 測定時の画像などが表示されないこ

とがあります。 

こうしたデータが登録されている場合は対象ユーザーに「あさレポ」アプリにて測定時 

「データをアップロードしました」という一文が確認されるまでアプリを終了しないよ

うご指導ください 
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記録確認 

記録履歴画面内「確認情報（最右部）」ボタン押下で表示される画面です。 

各ユーザーの記録確認や指示事項を記載します。 

 

 
 運転者 アルコール測定実施ユーザー名 

 記録時刻 アルコール測定時刻 

 記録区分 「出発」「終了」のいずれか 

 車両番号 アルコール測定時に指定した車両番号 

 検温（℃） 測定時の検温値 

 ALC 濃度（mg/L） 測定時のアルコール濃度 

 確認者 「確認」「却下」のいずれかのボタンを押下した管理

者名（押下する毎に最新に上書き） 

 確認時刻 「確認」「却下」のいずれかを押下した時刻（押下す

る毎に最新に上書き） 

 確認方法 アルコール検知器 

 酒気帯び有無 「あり」「なし」のいずれかを表示 

※ALC 濃度（mg/L）が 0.15 以上の場合「あり」表示 

 指示事項 ユーザーに指示した事項を記載 

例）今日は運転しないよう指示した 等 

※ここに入力した内容は運転者に通知されません 

 備考 ユーザーに指示した「その他指示事項」を記載 

例）帰社時にメンテナンスに出すよう指示した 等 

 「確認」ボタン 対象の記録を確認する場合に押下 

「未確認」から「確認済」にステータス変更 

 「却下」ボタン 対象の記録を却下する場合に押下 

「未確認」から「却下」にステータス変更 
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例）明らかに誤検知と判断される際に押下 

 「キャンセル」ボタン 対象の記録の確認者にならずに画面を終了 

例）確認者を変更せずに画面を終了 

 

記録日報 

ユーザーのアルコール測定の履歴を帳票形式で表示します。 

 

 
① 検索条件設定 

 表示項目を絞り込む際に使用します 

② 記録履歴 

 ユーザーの「出発」「終了」の記録を帳票形式で表示します 

③ 追加情報 

 「社員番号」左横の「>」押下で追加情報を表示します 

④ ボタン（CSV 出力） 

 記録履歴を CSV エクスポートします 

 

CSV の項目 

社員番号 

名前 

部門名 

記録区分 

記録時刻 

検温（℃） 

ALC 濃度（mg/L） 

車両番号 

確認者 

確認時刻 

確認方法 



          あさレポ 組織管理者向けマニュアル 

39 

 

 Copyright©2022 Suzuyo Shinwart Corp. All rights reserved. 

酒気帯び有無 

指示事項 

備考 

確認状況 
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記録月報 

ユーザーのアルコール測定の履歴を帳票形式（月報）で表示します。 

 

 
① 検索条件設定 

 表示項目を絞り込む際に使用します 

②  記録月報 

 ユーザー単位の記録月報を表示します 

月 対象月 

社員番号 対象ユーザーの社員番号 

名前 対象ユーザーの名前 

部門 対象ユーザーの所属部門 

出発確認情報 「出発」時記録履歴の確認情報の状況 

 確認済 「出発」時のすべての記録履歴が「確認済」 

未確認 「出発」時の記録履歴に「未確認」あり 

未記録 記録なし、または出発時の記録履歴が「却下」 

終了確認情報 「終了」時記録履歴の確認情報の状況 

 確認済 「終了」時のすべての記録履歴が「確認済」 

未確認 「終了」時の記録履歴に「未確認」あり 

未記録 記録なし、または終了時の記録履歴が「却下」 

削除日時 ユーザーを削除した日時 

③  操作 

 対象ユーザーの「月報」「月報出力」を行います 

 月報 対象ユーザーの月報を表示します 

月報出力 対象ユーザーの月報を CSV エクスポートします 

④ ボタン（CSV 出力） 

 記録月報を CSV エクスポートします 

 

 CSV 出力項目 

 月 
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 社員番号 

 名前 

 部門 

 出発確認情報 

 終了確認情報 

 削除日時 

 

ユーザー月報 

記録月報画面で対象ユーザーの操作欄「月報」押下で表示します。 

 

 
 ユーザー月報 

 対象ユーザーのアルコールチェックの履歴を一覧表示。 

※日付横の「>」をクリックで、対象日の詳細を表示します、 

 

月報出力 

記録月報画面で対象ユーザーのユーザー月報を CSV 出力します。 

 

CSV の項目 

日付 

社員番号 

名前 

部門名 

記録区分 

記録時刻検温（℃） 

ALC 濃度（mg/L） 

車両番号 

確認者 

確認時刻 

確認方法 
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酒気帯び有無 

指示事項 

備考 

確認状況 
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第６章. 用途別設定（ユーザー関連） 

本サービスの用途別設定について記載します。 

 

6.1. 管理者を複数人作成する 

複数人の管理者を作成したい場合。 

「新規ユーザー」から「ロール」で管理者権限を付与します。 

 

■本機能で使用する設定項目（左メニュー） 

ユーザー 

 ユーザー 

 「新規」ボタン 

 ロール 

  編集（操作欄） 

   ロール 

新規ユーザー画面から「ロール」で管理者権限を付与します。 

既存ユーザーの権限を途中で変更することも可能です。 

※「部門管理者」は「組織管理者」の作成、編集はできません。「部門管理者」「一般 

 ユーザー」のみ編集可能です。 

 

■ロール設定値 

組織管理者 管理画面の下記機能を操作可能 

・全機能 

部門管理者 管理画面の下記機能を操作可能 

・ユーザー 

・記録履歴 

・運転管理（運転日報オプション利用時のみ） 

※「組織管理」>「部門」は参照のみ可 

 

【POINT】 

「組織管理者」「部門管理者」作成時、アルコールチェックを行わない場合、「課金区

分」を「従量課金」に設定いただくことで管理画面を無料でご利用いただくことも可能

です。 

また、この場合は顔写真登録は不要です。 

※丈量課金プランの課金対象は記録履歴にデータが登録された日となります。 

 管理画面の操作は課金対象には含まれません。  
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6.2. ユーザーの設定内容を変更したい 

作成済ユーザーの設定内容を変更したい場合。 

「ユーザー」画面から「編集」で設定内容を変更します。 

 

■本機能で使用する設定項目（左メニュー） 

ユーザー 

 ユーザー 

 編集（操作欄） 

※グレーアウトした箇所以外は全ての設定変更が可能です。 

 

6.3. パスワードを変更したい 

作成済ユーザーのパスワードを変更したい場合。 

変更するユーザーが「自アカウント（ログイン中のアカウント）」か「他アカウント」か

により設定方法が変わります。 

 

■本機能で使用する設定項目（左メニュー） 

ユーザー 

 ユーザー 

 編集（操作欄） 

※グレーアウトした箇所以外は全ての設定変更が可能です。 

 

自アカウント（ログイン中のアカウント） 

 ユーザー編集画面で新パスワードを入力して変更します 

 

他アカウント 

 ユーザー編集画面で「パスワード」横のスイッチを「ON（緑色）」にして「確

定」を押下します。 

 パスワードリセットメールが「メール」で設定されたメールアドレスに送付されま

す。 
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6.4. ユーザー情報を CSV エクスポートしたい 

作成済ユーザー情報を CSV エクスポートしたい場合。 

 

■本機能で使用する設定項目（左メニュー） 

ユーザー 

 ユーザー 

 「CSV 出力」ボタン 

※画面表示中のユーザーが CSV エクスポートされます。 

 エクスポートするユーザーを限定する場合、「検索条件設定」から対象ユーザーを絞り 

 込み検索した後「CSV 出力」ボタンを押下してください。 

 

■CSV 出力される項目 

アカウント 

社員番号 

名前 

部門 

ロール 

課金区分 

当月課金区分 

運転日報課金区分 

当月運転日報課金区分 

顔認証登録 

出発記録モード 

終了記録モード 

ドライバーID 

ALC 測定漏れ通知 

ALC 測定メール 

異常値メール 
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6.5. ユーザーを CSV でデータインポートしたい 

ユーザーの新規作成・既存ユーザーの編集を行いたい場合。 

下記をご参照ください 

 

データインポート機能の使い方 

https://www.asarepo.com/docs/asarepo-dataimport.pdf 

 

6.6. ユーザーを削除したい 

ユーザーを削除したい場合。 

「ユーザー」画面から「削除」でユーザーを削除します。 

 

■本機能で使用する設定項目（左メニュー） 

ユーザー 

 ユーザー 

 削除（操作欄） 

※「削除」ボタン押下後、確認ウィンドウが表示されます。「確定」ボタン押下後はユー 

 ザーの復旧はできません。再作成をしてください。 

 

【POINT】 

ユーザー削除後も「記録履歴」に保存されたデータは一定日数保存されます。 

※記録履歴にデータが保存される日数は登録から 400 日です。 

 

 

  

https://www.asarepo.com/docs/asarepo-dataimport.pdf
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6.7. 1 台の通信デバイスで複数ユーザーがアルコールチェックできるようにしたい 

iPad をご用意いただくことで、複数ユーザーが共用してアルコールチェックすることがで

きます。 

 

■本機能で使用する設定項目（左メニュー） 

ユーザー 

 グループ 

 「グループ追加」ボタン 

 

■設定手順（グループ作成） 

 

「＋（グループ追加）」ボタンを押下します 

 

「グループ名」を入力して「確定」を押下します 

 

※１台の iPad に１つのグループが必要です 

 
 

 

「保存」をクリックしてユーザーを登録します。 

 

※グループ対象ユーザーの中から１人以上「管理 

 者」を設定する必要があります 

※「管理者」は iPad アプリをリセットする権限を持 

 つユーザーです。管理画面にアクセスする「組織  

 管理者」「部門管理者」とは異なります。 

 一般ユーザーもグループの管理者になることがで 

 きます 
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グループが作成されたら「二次元コード PDF」ボタ

ンを押下して iPad 用「あさレポ」アプリで二次元コ

ードスキャンするコードを発行します 

 

iPad で発行された二次元コードを「二次元コードス

キャン」することで、グループ対象ユーザーは顔認

証ログインすることが可能です 

 

■グループを削除する場合 

 

 

グループから削除するグループ名を押下して「ゴミ

箱」ボタンを押下します。 

確認ウィンドウが表示されたら「確定」を押下しま

す。 

※「確定」ボタン押下後はグループの復旧はできません。再作成をしてください。 

 

【POINT】 

グループに後でユーザーを追加することも可能です。 

この場合、グループ画面から対象グループにユーザーを追加して「保存」を押下しま

す。その後、iPad アプリ設定画面から「データ同期」をタップすることで最新情報に更

新されます。 
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第７章. 用途別設定（通知関連） 

本サービスの用途別設定について記載します。 

 

7.1. アルコール測定の異常値を管理者に通知したい 

アルコール測定で異常値を出したユーザーがいた場合、管理者に通知したい場合。 

本サービスでは、アルコール濃度（mg/L）が一定値を超えた記録履歴に登録された場合、 

予め指定した管理者に「異常データ通知」を送信します。 

以下にその設定方法を記載します。 

 

■本機能で使用する設定概要 

アルコール測定の異常値を管理者に通知する場合、以下の作業が必要です 

1. アルコール濃度（mg/L）の異常値設定 ※1 

2. 異常通知の通知先設定 

3. 異常通知の受信設定 

※1 ここで設定した数値以上を異常値とします。 

 

■本機能で使用する設定項目（左メニュー） 

組織管理 

 組織 

 編集（操作欄） 

 ALC 測定警告（mg/L） 

メール設定 

 異常時メール通知（全体） 

 組織管理者送信 

異常時メール通知（部門） 

 部門 

 新規 

 ユーザー 

 ユーザー 

 編集（対象ユーザー「操作」欄にある文字リンク） 

 異常値メール 

 

■設定手順１．（アルコール濃度（mg/L）の異常値設定） 

 異常値とする値を設定します 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 
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「組織」を押下します 

「操作」欄 「編集」を押下します 

組織編集 「ALC 測定警告（mg/L）」の値を任意に設定 

 デフォルト値 0.15 

「確定」を押下します 

 

■設定手順２．（異常通知の通知先設定） 

 異常通知の通知先を設定します。設定方法には以下の２通りがあります（併用可）。 

 ・異常時メール通知（全体）・・・通知先をメールで指定 

 ・異常時メール通知（部門）・・・通知先を部門単位で指定 

 

異常時メール通知（全体） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」を押下します 

「操作」欄 「メール設定」を押下します 

メール設定 「異常時メール通知（全体）」を ON にします 

 デフォルト値 OFF 

「組織管理者送信」で送信先アドレスを選択します ※ 

「確定」を押下します 

※ 「組織管理者」として登録されているユーザーのメールアドレスを一覧表示します。 

※ 選択したメールアドレスは「青色」「太字」で表示されます。 

 

異常時メール通知（部門） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」を押下します 

「操作」欄 「メール設定」を押下します 

メール設定 「異常時メール通知（部門）」を ON にします 

 デフォルト値 OFF 

※ 異常時メール通知（部門）は部門単位で異常値を通知します。通知先を指定するには

部門を作成する必要があります。 

 

部門の設定 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 
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「部門」を押下します 

 部門 最上位の部門名右側にある「新規」を押下します 

 部門追加 「部門名」を入力して「確定」を押下します ※ 

※ 子部門を作成したい場合は、作成した部門名横にある「新規」を押下します。 

 

異常時メール通知（部門）の通知範囲 

「異常時メール通知（部門）」を ON にした場合、通知範囲例を以下に記載します。 

「京都支店」所属のユーザーが異常値を出した場合「赤」セル部門の「組織管理者」「部

門管理者」に通知されます。 

ここでは「京都支店」>「関西拠点」>「本社」となります 

本社 

 関東拠点 

 東京支店 

神奈川支店 

関西拠点 

 大阪支店 

京都支店（異常値ユーザーあり！） 

東北支店 

 青森支店 

秋田支店 

※ 異常値を出したユーザーがいた部門から、最上位にいたるまでの経路部門に所属する

「組織管理者」「部門管理者」に対してのみ通知します。 

 

■設定手順３．（異常通知の受信設定） 

 異常通知の受信設定をユーザー単位で設定します。 

 

操作手順 操作箇所 操作内容 

 左メニュー 「ユーザー」を押下します 

 「ユーザー」（サブメニュー）を押下します 

 操作 対象ユーザー欄の「編集」を押下します 

 ユーザー編集 「異常値メール」を ON にします 
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7.2. アルコール測定されたことを管理者に通知したい 

各ユーザーがアルコール測定が測定を行ったことを管理者に通知したい。 

また、管理者がユーザーの記録履歴を確認したことをユーザーに通知したい場合 

 

■本機能で使用する設定概要 

ユーザーのアルコール測定を管理者に通知する場合、以下の作業が必要です 

1. 「ALC 測定メール通知」の送信設定 

2. 「管理者」の「ALC 測定メール」の受信設定 

3. 部門の設定（「ALC 測定メール」の受信範囲設定）※ 

※ 「ALC 測定メール通知」は異常時メール通知（部門）と同様に部門単位での受信とな

ります。 

 

■設定手順１．（「ALC 測定メール通知」の送信設定） 

 「ALC 測定メール通知」の送信設定をします。 

 

ALC 測定メール通知 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」を押下します 

「操作」欄 「メール設定」を押下します 

メール設定 「ALC 測定メール通知」を ON にします 

 デフォルト値 OFF 

 

■設定手順２．（「管理者」の「ALC 測定メール」の受信設定） 

 「管理者」が「ALC 測定メール通知」を受信する設定をします。 

 

操作手順 操作箇所 操作内容 

 左メニュー 「ユーザー」を押下します 

 「ユーザー」（サブメニュー）を押下します 

 操作 対象ユーザー欄の「編集」を押下します 

 ユーザー編集 「ALC 測定メール」を ON にします 

 

■設定手順３．（部門の設定（「ALC 測定メール」の受信範囲設定）） 

 ALC測定メールの通知対象を設定します。「ALC測定メール」は「組織管理者」「部門

管理者」が所属する部門（子部門含む）のユーザーが測定を行った際に通知します。 
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部門の設定 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「部門」を押下します 

 部門 最上位の部門名右側にある「新規」を押下します 

 部門追加 「部門名」を入力して「確定」を押下します ※ 

※ 子部門を作成したい場合は、作成した部門名横にある「新規」を押下します。 

 

ALC 測定メールの受信範囲 

「ALC 測定メール」を ON にした場合、受信範囲例を以下に記載します。 

「京都支店」所属のユーザーがアルコール測定を行い、記録履歴にデータが登録された場

合「青」セル部門の「組織管理者」「部門管理者」に通知されます。 

ここでは「京都支店」>「関西拠点」>「本社」となります 

本社 

 関東拠点 

 東京支店 

神奈川支店 

関西拠点 

 大阪支店 

京都支店（アルコール測定[記録履歴に登録]） 

東北支店 

 青森支店 

秋田支店 

異常値を出したユーザーがいた部門から、最上位にいたるまでの経路部門に所属する「組

織管理者」「部門管理者」に対してのみ通知します。 

 

【POINT】 

「組織管理者」「部門管理者」が「ALC 測定メール」で通知された記録履歴を確認した

場合、アルコールチェックを行ったユーザーに「【あさレポ】アルコール測定結果確認

完了通知」メールを送信します。 
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7.3. アルコール測定漏れユーザーを管理者に通知したい（運転日報オプション） 

本機能は「運転日報オプション」利用者のみ利用可能です。 

「運転日報」>「ALC チェック情報」にてアルコール測定漏れユーザーがいた場合、「組

織管理者」「部門管理者」に通知します。 

 

■本機能で使用する設定概要 

ユーザーのアルコール測定を管理者に通知する場合、以下の作業が必要です 

1. 「ALC 測定漏れ通知」の送信設定 

2. 「管理者」の「ALC 測定漏れ通知」の受信設定 

3. 部門の設定（「ALC 測定漏れ通知」の受信範囲設定）※ 

※ 「ALC 測定漏れ通知」は異常時メール通知（部門）と同様に部門単位での受信となり

ます。 

 

■設定手順１．（「ALC 測定漏れ通知通知」の送信設定） 

 「ALC 測定メール通知」の送信設定をします。 

 

ALC 測定メール通知 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」を押下します 

「操作」欄 「メール設定」を押下します 

メール設定 「ALC 測定漏れ通知」を ON にします 

 デフォルト値 OFF 

 

■設定手順２．（「管理者」の「ALC 測定漏れ通知」の受信設定） 

 「管理者」が「ALC 測定メール通知」を受信する設定をします。 

 

操作手順 操作箇所 操作内容 

 左メニュー 「ユーザー」を押下します 

 「ユーザー」（サブメニュー）を押下します 

 操作 対象ユーザー欄の「編集」を押下します 

 ユーザー編集 「ALC 測定漏れ通知」を ON にします 

 

■設定手順３．（部門の設定（「ALC 測定漏れ通知」の受信範囲設定）） 

 ALC測定メールの通知対象を設定します。「ALC測定漏れ通知」は「組織管理者」「部

門管理者」が所属する部門（子部門含む）のユーザーが測定を行った際に通知します。 
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部門の設定 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「部門」を押下します 

 部門 最上位の部門名右側にある「新規」を押下します 

 部門追加 「部門名」を入力して「確定」を押下します ※ 

※ 子部門を作成したい場合は、作成した部門名横にある「新規」を押下します。 

 

ALC 測定漏れ通知受信範囲 

「ALC 測定漏れ通知」を ON にした場合、受信範囲例を以下に記載します。 

「京都支店」所属のユーザーがアルコール測定を行い、記録履歴にデータが登録された場

合「青」セル部門の「組織管理者」「部門管理者」に通知されます。 

ここでは「京都支店」>「関西拠点」>「本社」となります 

本社 

 関東拠点 

 東京支店 

神奈川支店 

関西拠点 

 大阪支店 

京都支店（アルコール測定[記録履歴に登録]） 

東北支店 

 青森支店 

秋田支店 

異常値を出したユーザーがいた部門から、最上位にいたるまでの経路部門に所属する「組

織管理者」「部門管理者」に対してのみ通知します。 
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7.4. サービス案内通知を受信したい 

「サービス案内通知」は本サービスに関するメンテナンス通知等を「組織管理者」「部門

管理者」に通知する機能です。 

 

サービス案内通知先 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」を押下します 

「操作」欄 「メール設定」を押下します 

メール設定 「サービス案内通知先」で送信先アドレスを選択、「確

定」を押下します ※ 

※ 「組織管理者」「部門管理者」のメールアドレスを一覧表示します。 

※ 選択したメールアドレスは「青色」「太字」で表示されます。 
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第８章. 用途別設定（CSV 出力） 

本サービスの用途別設定について記載します。 

 

8.1. 操作履歴を CSV 出力したい 

管理画面の操作履歴を CSV 出力したい場合、「操作履歴出力」を使用します。 

 

操作履歴出力 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」を押下します 

「操作」欄 「操作履歴出力」を押下します 

 操作履歴出力 「時間範囲」を設定して「確定」を押下します 

 

■出力項目 

操作時刻 操作を行った時刻を表示 

社員番号 操作を行ったユーザーの社員番号を表示 

名前 操作を行ったユーザーの名前を表示 

ロール 操作を行ったユーザーのロール（組織管理者・部門管理者）を表示 

部門 操作を行ったユーザーの部門を表示 

操作画面 操作を行った画面を表示 

操作分類 操作の分類を表示 

操作詳細 操作内容の詳細を表示 
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8.2. ユーザー情報を CSV 出力したい 

登録済ユーザー情報を CSV 出力したい場合、ユーザー画面から「CSV 出力」ボタンを使

用します。 

 

「ユーザー」CSV 出力 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「ユーザー」を押下します 

「ユーザー」（サブメニュー）を押下します 

ユーザー 「CSV 出力」ボタンを押下、CSV ファイルをダウンロ

ードします 

※ CSV 出力される情報は、画面上に表示されているユーザーが対象です。 

 

CSV 出力項目 

出力項目 アカウント 

社員番号 

名前 

部門 

ロール 

課金区分 

当月課金区分 

顔認証登録 

出発記録モード 

終了記録モード 

ドライバーID  ※2 

ALC 測定漏れ通知* ※2 

ALC 測定メール* 

異常値メール* 

※1「*」は「組織管理者」「部門管理者」のみ表示します。 

※2 運転日報オプションご契約時のみ表示します。 
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8.3. 未記録ユーザーを CSV 出力したい 

未記録ユーザーの情報を CSV 出力したい場合、未記録ユーザー画面から「CSV 出力」ボ

タンを使用します。 

 

「未記録ユーザー」CSV 出力 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「記録管理」を押下します 

「未記録ユーザー」（サブメニュー）を押下します 

記録履歴 「CSV 出力」ボタンを押下、CSV ファイルをダウンロ

ードします 

※ CSV 出力される情報は、画面上に表示されている記録履歴が対象です。 

 

CSV 出力項目 

出力項目 社員番号 

名前 

部門 

未記録種類(出発) 

未記録種類(終了) 

期間 
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8.4. 記録履歴を CSV 出力したい 

記録履歴の情報を CSV 出力したい場合、記録履歴画面から「CSV 出力」ボタンを使用し

ます。 

 

「記録履歴」CSV 出力 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「記録管理」を押下します 

「記録履歴」（サブメニュー）を押下します 

記録履歴 「CSV 出力」ボタンを押下、CSV ファイルをダウンロ

ードします 

※ CSV 出力される情報は、画面上に表示されている記録履歴が対象です。 

 

CSV 出力項目 

出力項目 社員番号 

名前 

部門名 

記録区分（1:出発 2:終了） 

記録時刻 

検温（℃） 

ALC 濃度（mg/L） 

GPS 緯度 ※1 

GPS 経度 ※1 

GPS 取得時刻 ※1 

オンライン記録 

端末 

顔認証値 

車両番号 

確認者 ※2 

確認時刻 ※2 

確認方法 

酒気帯び有無 

指示事項 

確認情報 

※1 「あさレポ」アプリがスマートフォンの GPS 機能の利用を許可されていない場合は 

  表示されません。 

※2 対象の記録履歴が未確認の場合、空欄で表示されます。  
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8.5. 記録日報を CSV 出力したい 

記録日報の情報を CSV 出力したい場合、記録日報画面から「CSV 出力」ボタンを使用し

ます。 

 

「記録履歴」CSV 出力 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「記録管理」を押下します 

「記録日報」（サブメニュー）を押下します 

記録履歴 「CSV 出力」ボタンを押下、CSV ファイルをダウンロ

ードします 

※ CSV 出力される情報は、画面上に表示されている記録日報が対象です。 

 

CSV 出力項目 

出力項目 社員番号 

 名前 

 部門名 

 記録区分 

 記録時刻 

 検温（℃） 

 ALC 濃度（mg/L） 

 車両番号 

 確認者 

 確認時刻 

 確認方法 

 酒気帯び有無 

 指示事項 

 確認状況 
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8.6. 走行記録を CSV 出力したい（運転日報オプション） 

走行記録の情報を CSV 出力したい場合、走行記録画面から「CSV 出力」ボタンを使用し

ます。 

 

「走行記録」CSV 出力 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「運転管理」を押下します 

「走行記録」（サブメニュー）を押下します 

記録履歴 「CSV 出力」ボタンを押下、CSV ファイルをダウンロ

ードします 

※ CSV 出力される情報は、画面上に表示されている記録日報が対象です。 

 

CSV 出力項目 

出力項目 運転者社員番号 

 運転者名 

 部門 

 車両番号 

 ドライバーID 

 運転開始日時 

 運転終了日時 

 運転終了緯度 

 運転終了経度 

 行先 

 走行距離(km) 

 運転時間 

 車載機利用 
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8.7. 運転日報を CSV 出力したい（運転日報オプション） 

運転日報の情報を CSV 出力したい場合、運転日報画面から「CSV 出力」ボタンを使用し

ます。 

 

「運転日報」CSV 出力 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「運転管理」を押下します 

「運転日報」（サブメニュー）を押下します 

記録履歴 「CSV 出力」ボタンを押下、CSV ファイルをダウンロ

ードします 

※ CSV 出力される情報は、画面上に表示されている記録日報が対象です。 

 

CSV 出力項目 

出力項目 運転者社員番号 

運転者名 

部門 

日付 

車両番号 

運転開始日時 

運転開始前体温 

運転開始前 ALC 濃度 

運転開始前緯度 

運転開始前経度 

運転開始確認者名 

運転開始確認日時 

運転開始確認方法 

運転開始酒気帯びの有無 

運転開始指示事項 

運転終了日時 

運転終了体温 

運転終了 ALC 濃度 

運転終了緯度 

運転終了経度 

運転終了確認者名 

運転終了確認日時 

運転終了確認方法 



          あさレポ 組織管理者向けマニュアル 

64 

 

 Copyright©2022 Suzuyo Shinwart Corp. All rights reserved. 

運転終了酒気帯びの有無 

運転終了指示事項 

ALC チェック情報異常 

走行距離 

運転時間 

その他備考欄 
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第９章. 用途別設定（アプリ関連） 

本サービスの用途別設定について記載します。 

 

9.1. 二次元コードの有効期限を変更したい 

「あさレポ」アプリを初期登録するための二次元コードの有効期限を変更する場合、「組

織編集」から「二次元コード期限（時間）」を設定します。 

 

二次元コード期限（時間） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」（サブメニュー）を押下します 

操作 「編集」を押下します 

組織編集 「二次元コード期限（時間）」を任意に設定します 

 デフォルト値 24 

 設定可能範囲 1～720 

 

9.2. 検温警告（℃）を変更したい 

「あさレポ」アプリで検温時の異常値を変更する場合、「組織編集」から「検温警告

（℃）」を設定します。 

 

検温警告（℃） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」（サブメニュー）を押下します 

操作 「編集」を押下します 

組織編集 「検温警告（℃）」を任意に設定します 

 デフォルト値 37.5 

 設定可能範囲 34.5～41.5 
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9.3. アルコール測定時の異常値を変更したい 

「あさレポ」アプリでアルコール測定時の異常値を変更する場合、「組織編集」から

「ALC 測定警告（mg/L）」を設定します。 

 

ALC 測定警告（mg/L） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」（サブメニュー）を押下します 

操作 「編集」を押下します 

組織編集 「ALC 測定警告（mg/L）」を任意に設定します 

 デフォルト値 0.15 

 設定可能範囲 0.05～0.25 

 

9.4. 「あさレポ」アプリ内の履歴保存日数を変更したい 

「あさレポ」アプリにユーザーが記録した履歴の保存日数を変更する場合、「組織編集」

から「APP 記録履歴保存日数（日）」を設定します。 

※管理画面「記録履歴」に登録されたデータは 400 日間保存されます。 

 ここで設定する値は「あさレポ」アプリ内で参照する「履歴」の保存日数です。 

 

APP 記録履歴保存日数（日） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」（サブメニュー）を押下します 

操作 「編集」を押下します 

組織編集 「APP 記録履歴保存日数（日）」を任意に設定します 

 デフォルト値 60 

 設定可能範囲 1～365 
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9.5. 顔認証の精度を変更したい（マスクしたままログインしたい等） 

「あさレポ」アプリに顔認証ログイン時の精度を変更したい場合、「組織編集」から

「APP 顔認証閾値」を設定します。 

 

APP 顔認証閾値 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」（サブメニュー）を押下します 

操作 「編集」を押下します 

組織編集 「APP 顔認証閾値」を任意に設定します 

 デフォルト値 0.70 

 設定可能範囲 0.3～0.95 ※ 

※ マスクをしたまま顔認証したい等、顔認証の精度を下げる場合はデフォルト値から数

値を下げてください。（0.60 等） 

※ 認証制度を高く設定しすぎると、ログインできなくなります。 

 

【POINT】 

設定を変更した「APP 顔認証閾値」が「あさレポ」アプリに反映されるタイミングは以

下の通りです。 

 

・「あさレポ」アプリに顔認証ログイン後 

 

「あさレポ」アプリにログイン以前は「APP 顔認証閾値」変更前の値が適用されます。 

「あさレポ」アプリにログイン後は「APP 顔認証閾値」変更後の値が適用されます。 
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9.6. 「あさレポ」アプリで検温をスキップしたい 

「あさレポ」アプリで検温時、エラーが続いた場合、検温をスキップしてアルコール測定

に遷移させたい場合、「組織編集」から「検温スキップ」を設定します。 

 

APP 顔認証閾値 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」（サブメニュー）を押下します 

操作 「編集」を押下します 

組織編集 「検温スキップ」を任意に設定します 

 デフォルト値 OFF ※ 

※ 「検温スキップ」を ON にすると検温時にエラーが３回続いた場合、検温をスキップ

してアルコール測定が可能です。 

※  

9.7. 「あさレポ」アプリでアルコール測定（検温）だけしたい 

「あさレポ」アプリで検温は行わず、アルコール測定だけしたい場合、「ユーザー編集」

から「出発記録モード」「終了記録モード」を設定します。 

 

出発・終了記録モード 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「ユーザー」を押下します 

「ユーザー」（サブメニュー）を押下します 

操作 対象ユーザーの「編集」を押下します 

組織編集 「出発（終了）記録モード」を任意に設定します 

 デフォルト値 記録＋検温＋ALC 測定 

 

測定モード 記録 

記録＋検温 

記録＋ALC 測定 

記録＋検温＋ALC 測定 

※ 「記録」は時間の打刻となります。 

※ 「出発」「終了」で各測定モードを変更することも可能です。 
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9.8. 「記録履歴」で「GPS 取得場所」を非表示にしたい 

スマートフォンの GPS 機能を利用して「あさレポ」アプリでアルコール測定を行った場所

を「記録履歴」「GPS 取得場所」にて地図表示します。この機能を無効にしたい場合、と

当社にご連絡ください。「GPS データ表示」の状態（OFF/ON）は「組織編集」から

「GPS データ表示」でご確認いただます。 

 

GPS データ表示 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」（サブメニュー）を押下します 

操作 対象ユーザーの「編集」を押下します 

組織編集 「GPS データ表示」の OFF/ON 状態を確認します 

 デフォルト値 ON 

 

9.9. 測定データが誤検知だった場合、記録を「却下」してアップロードしたい 

「あさレポ」アプリでアルコール測定を行ったデータが明らかに誤検知だった場合、この

データのアップロード時点でデータを「却下」の状態でアップロードすることが可能です。

「組織編集」から「ユーザー却下操作」を設定します。 

 

GPS データ表示 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「組織管理」を押下します 

「組織」（サブメニュー）を押下します 

操作 対象ユーザーの「ユーザー却下操作」を設定します 

  デフォルト値 OFF 

 
 

アプリ画面 管理画面 

※ ユーザー記録結果をアップロードする際、「却下」を押下すると「確認状況」は「却

下で登録されます。管理者に通知もされません。 
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9.10. 顔写真を再撮影したい 

「あさレポ」アプリログイン用の顔写真登録を再撮影したい場合、一度使用した顔写真登

録URLは二度は使用できない仕様となっております。管理者に「顔写真登録送信」を再送

いただくようご連絡ください。 

 

顔写真登録送信（管理者） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「ユーザー」を押下します 

「ユーサー」（サブメニュー）を押下します 

操作 対象ユーザーの「顔写真登録送信」を押下します 

 

 

「顔写真登録」サイトに登録済の画像をタップすること

で削除いただけます。 

全ての画像を削除することはできません。 

１枚は画像を残しておく必要があります。 

 

9.11. 「あさレポ」アプリを再インストールした 

スマートフォンの機種変更等で「あさレポ」アプリを再インストールした場合、「二次元

コードスキャン」から初期登録を行う必要があります。管理者に「二次元コード送信」を

再送いただくようご連絡ください。 

 

顔写真登録送信（管理者） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「ユーザー」を押下します 

「ユーサー」（サブメニュー）を押下します 

操作 対象ユーザーの「二次元コード送信」を押下します 
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第 10 章. 用途別設定（記録確認関連） 

本サービスの用途別設定について記載します。 

 

10.1. アルコール測定していないユーザーを検索したい 

「あさレポ」アプリで運転前後のアルコールチェックを行っていないユーザーを確認した

い場合、「記録管理」から「未記録ユーザー」を表示します。 

 

二次元コード期限（時間） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「記録管理」を押下します 

「未記録ユーザー」（サブメニュー）を押下します 

 

【POINT】 

未記録ユーザーはデータを 1 日単位で表示します。 

検索当日の 0:00～23:5９のデータを表示します 

 

表示内容を絞り込みたい場合、表示日時を変更したい場合 

 
検索条件設定 表示日時、表示ユーザーを絞り込む場合は、画面上部にある

「検索条件設定」に検索値を入力して「検索ボタン」を押下

します 
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10.2. アルコール測定の記録を確認したい 

「あさレポ」アプリでユーザーが測定したアルコールチェックを確認したい場合、「記録

管理」から「記録履歴」を表示します。 

 

二次元コード期限（時間） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「記録管理」を押下します 

「記録履歴」（サブメニュー）を押下します 

 

【POINT】 

記録履歴の表示は検索日を含む３日間のデータを表示します。 

 

記録履歴画面 

 
① 記録履歴一覧 ユーザーが測定したデータを一覧表示します。 

登録データは 400 日間保存されます 

② 追加情報 「社員番号」横の「>」押下で追加情報が表示されます 

③ 検索条件設定 表示するユーザーを絞り込む場合は、画面上部にある「検索

条件設定」に検索値を入力して「検索ボタン」を押下します 

④ 確認状況 対象データの「確認状況」を表示します 

未確認・・・記録が未確認の状態 

確認済・・・記録を管理者が確認した状態 

却下 ・・・ユーザー／または管理者が記録を却下した状態 
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記録確認 

 

 

確認状況欄のボタンを押下すると「記録

確認」画面が表示されます。 

 

内容を確認し、画面下部の「確認」また

は「却下」を押下します 

 

キャンセルを押下すると変更を行わずに

画面を終了します 

 

【POINT】 

・アルコール濃度が規定値を超えた場合、「ALC 濃度（mg/L）」を赤字表示します 

・アルコール濃度が 0.15 を超えた場合「酒気帯び有無」は「あり」と赤字表示します 

 

・「指示事項」は運転者に対して行った指示、または備考としてフリーワードで入力い 

 ただけます 

 

ボタンについて 

確認 対象データの記録を「確認済」に変更時に押下します 

却下※ 対象データの記録を「却下」に変更時に押下します 

キャンセル 対象データの記録画面を変更なしで終了する時に押下します 

※「却下」を使用するケース 

 「ALC 濃度（mg/L）」で異常値が表示されているが、明らかに誤検知と判断する時 

 テスト利用などで正式なデータではない時 等 
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10.3. アルコール測定の記録を日報形式で確認したい 

「あさレポ」アプリでユーザーが測定したアルコールチェックを帳票形式で確認したい場

合、「記録管理」から「記録日報」を表示します。 

 

二次元コード期限（時間） 

操作手順 操作箇所 操作内容 

左メニュー 「記録管理」を押下します 

「記録日報」（サブメニュー）を押下します 

 

 

【POINT】 

記録日報のデータは 1 日単位で表示します。 

 

記録日報画面 

 
① 検索条件設定 表示するユーザーを絞り込む場合は、画面上部にある「検索

条件設定」に検索値を入力して「検索ボタン」を押下します 

 

② 記録履歴一覧 

 

ユーザーが測定したデータを一覧表示します。 

登録データは 400 日間保存されます 

③ 追加情報 「社員番号」横の「>」押下で追加情報が表示されます 

当日、複数回の測定があった場合に表示します 

④ 確認状況 対象データの「確認状況」を表示します 

未確認・・・記録が未確認の状態 

確認済・・・記録を管理者が確認した状態 

却下 ・・・ユーザー／または管理者が記録を却下した状態 
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第 11 章. 用語集 

 

11.1. 用語の定義 

本マニュアルで使用する用語の定義を記載します。 

 

「あさレポ」アプリ 本サービス用スマートフォンアプリ 

顔写真による認証、出勤・退勤時の打刻、測定用の端末

を利用して検温・呼気中アルコール濃度を計測します 

管理者機能 組織管理者が利用する機能 

組織・ユーザー・出退勤記録など 

サービス 本サービス全判。「あさレポ」アプリ・管理者機能など 

利用者 本サービスを契約し利用する者 

組織管理者 管理画面にアクセスし、組織・ユーザー・出退勤記録な

どを管理するユーザー 

部門管理者 管理画面にアクセスし、ユーザー・出退勤記録などを管

理するユーザー 

※組織編集は行えないなど一部機能制限あり 

一般ユーザー 「あさレポ」アプリを利用するユーザー 

未記録ユーザー 指定時間内に出退勤の打刻を行っていないユーザー 

記録履歴 アルコールチェック等を行った際の記録テータ 

異常データ 出退勤記録のうち、検温・ALC(アルコール)濃度のいず

れか、もしくは両方の測定値が検温警告・アルコール測

定警告の値を超えたデータ 

ロール ユーザーが持つ役割を表す項目 

 

第 12 章. エラーメッセージ 

本サービスで表示されるエラーメッセージと対処方法について記載します。 

 

画面 メッセージ 表示理由 対処方法 

ログイン画

面 

アカウントまたはパスワ

ードが間違っています 

入力した

アカウン

ト情報が

誤ってい

ます 

正しいアカウントとパスワード

を入力します 

パスワードが分からない場合

は、組織管理者から本サービス

問合せ窓口にお問い合わせくだ

さい 
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ユーザー編

集ダイアロ

グ 

入力されたメールアドレ

スは既に使用されていま

す 

メールア

ドレスの

重複 

使用されていないメールアドレ

スを登録します 

新規ユーザ

ー追加ダイ

アログ 

写真内に顔が複数写って

います 

顔写真チ

ェックエ

ラー 

アップロードする顔写真は対象

ユーザーのみが写っている写真

を使用します 

新規ユーザ

ー追加ダイ

アログ 

写真内の顔が正面を向い

ていません 

顔写真チ

ェックエ

ラー 

正面を向いている写真をアップ

ロードします 

新規ユーザ

ー追加ダイ

アログ 

写真内の顔が小さすぎま

す 

顔写真チ

ェックエ

ラー 

バストアップ写真をアップロー

ドします 

新規ユーザ

ー追加ダイ

アログ 

写真内に顔が見つかりま

せんでした 

顔写真チ

ェックエ

ラー 

顔写真をアップロードします 

新規ユーザ

ー追加ダイ

アログ 

写真が暗すぎます 顔写真チ

ェックエ

ラー 

明るい場所で撮影した写真をア

ップロードします 

権限設定ダ

イアログ 

入力された社員番号は既

に使用されています 

社員番号

の重複利

用 

使用されていない社員番号を登

録します 

ユーザー管

理画面 

組織情報を設定します。 組織情報

未設定 

組織情報を設定します。 

任意の画面 ログイン期限が切れまし

た 

ログイン

期限切れ 

もう一度ログインします 

任意の画面 画面を操作する権限があ

りません 

画面操作

に必要な

権限未設

定 

組織管理者から本サービス問合

せ窓口にお問い合わせください 

 

以上 

 


