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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。 

本書はユーザー様向け「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。 

詳しくは組織管理者にお問い合わせください 

ユーザーとは 本サービス用スマートフォンアプリ「あさレポ」をスマートフォンにイ

ンストール、専用デバイスと連携して呼気中アルコール濃度、体表面温

度、スマートフォンの GPS 機能を用いた位置情報を勤怠とあわせて測定

する者をいいます 

組織管理者とは 本サービス用管理画面にアクセスし、組織・ユーザーの登録と編集、ユ

ーザーの出退勤記録などを管理する者をいいます 

 

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：iOS(14.8.1) 

 

1.3. 本サービスを利用するには 

1) 本サービスでは以下の情報を取得、管理サーバに送信します。 

ユーザーは 2) で説明する本サービス用スマートフォンアプリ「あさレポ(以降、「あさレポア

プリ」という)」をユーザーがインストール、ログインを行った時点で当社は以下の情報の収

集にユーザーが承知したものとみなします。 

詳しくは組織管理者にお問い合わせください。 

あさレポアプリ 管理サーバ利用画面 サーバー利用 

顔認証写真 顔認証画面 記録履歴 

打刻時刻 打刻画面 記録履歴 

GPS 緯度 打刻画面 記録履歴 

GPS 経度 打刻画面 記録履歴 

GPS 取得時間 打刻画面 記録履歴 

体表面温度 検温画面 記録履歴 

呼気中アルコール濃度 アルコール測定画面 記録履歴 

アルコール測定写真 アルコール測定画面 記録履歴 

乗車車両番号 乗車車両車両番号 記録履歴 

スマホデバイス ID データアップロード画面 サーバー未使用 

スマホ機種 データアップロード画面 サーバー未使用 

スマホ OS バージョン データアップロード画面 サーバー未使用 
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2) ユーザーは「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

します。以下よりダウンロードいただけます。 

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1592077541 

 
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=

jp.co.shinwart.asarepo 

 
 

3) 本サービスで呼気中アルコール濃度、体表面温度を測定するには、専用デバイスが必要です。 

 詳しくは組織管理者様にお問い合わせください。 

 

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。 

ユーザーは組織管理者様にお問い合わせください。 

 

  

https://apps.apple.com/jp/app/id1592077541
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.shinwart.asarepo
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.shinwart.asarepo
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1.5. FAQ  

「あさレポ」アプリ「設定」に「FAQ」をご用意しています。 

 

 

 

「あさレポ」アプリログイン後、「設定（歯車アイコ

ン）」をタップします 

 

「FAQ」をタップします 

 

 

「あさレポヘルプセンター」を表示します 
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第２章. 動作環境と制限事項 

 

2.1. 動作環境 

「あさレポアプリ」の動作推奨環境は以下の通りです。 

OS iOS iOS13 以上 

Android Android OS 9 以上 

Bluetooth Bluetooth 5.1 以上 

カメラ インカメラ(画面側カメラ)が搭載されているもの 

※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「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) 本サービスで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) 本サービスで呼気中アルコール濃度・体表面温度を記録するには専用のデバイスが別途必要で

す。 

4) 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。 
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第３章. 初期登録 

 

3.1. 用意するもの 

初期登録を行う前に、ご用意いただく必要のあるものを以下に記載します。 

 

1) 「あさレポアプリ」をインストールしたスマートフォン 

2) アルコールチェックデバイス（呼気中アルコール濃度、体表面温度を計測する場合のみ） 

3) 顔写真登録用 URL（組織管理者にお問い合わせください） 

4) 初期登録用二次元コード（組織管理者にお問い合わせください） 

 

【必ずお読みください】 

「あさレポアプリ」の初期登録を行うには本サービスにユーザーが登録されている必

要があります。ユーザーの登録は組織管理者が行ってください 

※ユーザー登録がされていない場合、初期登録用二次元コードは発行されません 

 

3.2. 顔写真登録（ユーザー） 

「顔写真登録 URL」が記載されたメールがユーザーに送信されます。ユーザーは受信したメー

ルから「顔写真登録 URL」にアクセス、顔写真を登録します。スマートフォンを利用して簡単

に顔写真を登録いただけます。 

 

■受信メール 

送信タイミング 管理画面から「顔写真登録送信」が押下された時 

有効期限 ※1 送信後 24 時間 

送信先 ※2 対象ユーザー 

件名 【あさレポ】顔写真登録 

送信元アドレス info@mail.asarepo.com 

掲載情報 組織 

部門 

名前 

社員番号 

顔写真登録 URL 

※1 「顔写真登録 URL」は 24 時間有効です。期限を過ぎた場合、再度「顔写真登録送信」 

 を押下してメールを再送してください。 

※2 利用者様の環境により、メールが届かない、迷惑メールと判定される、着信が遅れる 

  等の場合があります。「送信元アドレス」を参考に受信許可設定を行ってください。 
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ユーザーはメールを受信したら「顔写真登録 URL」を

押下、または添付の二次元コードをスマートフォンで

読み込むことで、「顔写真登録」サイトにアクセスし

ます 

 

 

「顔写真登録」サイトにアクセス後、「登録写真」横

のカメラアイコンをタップすることで、スマートフォ

ンのカメラ機能を利用して顔写真を登録します 

 

撮影が完了したらページ最下部にある「登録」ボタン

をタップします 

【注意事項】 

登録写真は２枚以上推奨。 

一度使用した「顔写真登録 URL」は二度は使用できま

せん。「登録」ボタンをタップして完了後に再撮影を

したい場合は管理者に「顔写真登録送信」の再送を依

頼してください 
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3.3. 撮影時の注意事項（ユーザー） 

登録写真に不鮮明な画像等を使用すると正常にログインできない場合があります。登録する顔写

真のポイントについて以下に記載します。 

 

■良い例 

 

公的に使用する証明写真を参考にしてください 

・背景は 1 色(「白」推奨) 

・上、左右の 3 辺に隙間があるように撮影 

・肩まで映るよう引き気味に撮影 

 

■悪い例 

 
   

写真は縦で撮影

してください 

マスクは外して撮影

してください 

帽子は脱帽して撮影

してください 

逆光や暗い場所で

撮影しないでくだ

さい 

 

   

 

背景はできるだ

け単色(白背景推

奨)としてくださ

い 

顔が小さい画像は使

用しなでください 

顔が大きい(アップす

ぎる)画像は使用しな

でください 
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3.4. 二次元コードスキャン（ユーザー） 

各ユーザーに「あさレポ」アプリ初期登録用の二次元コードが添付されたメールが送信されます。

ユーザーは「あさレポ」アプリを起動。メール添付の二次元コードをスキャンしてアプリを初期

登録します。 

 

■受信メール 

送信タイミング 管理画面から「二次元コード送信」が押下された時 

有効期限 ※1 送信後 24 時間（デフォルト） 

送信先 対象ユーザー 

件名 【あさレポ】二次元コード初期登録 

送信元アドレス info@mail.asarepo.com 

掲載情報 組織 

部門 

社員番号 

名前 

有効期限 

アプリダウンロード URL(iPhone) 

アプリダウンロード URL(Android) 

※1 有効期限は下記設定で変更いただけます 

  「組織管理」>「組織」>「編集」から「二次元コード期限」で設定 

 

 

 

ユーザーはメールを受信したら添付の二次元コードを

PC 画面などに表示します 

【注意事項】 

添付の二次元コードをスマートフォンアプリで読み込

みます。スマートフォンで二次元コードを画面表示す

ると「あさレポ」アプリで読み込むことができません 

 

 

「あさレポ」アプリを起動して「二次元コードスキャ

ン」をタップします。 

 

カメラが起動したら添付ファイルの二次元コードを読

み込みます 

 

【注意事項】 

「カメラへのアクセスを求めています」の確認ダイア

ログが表示されます。「OK」または「許可」をタップ
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します。 

一度使用した二次元コードはは二度は使用できませ

ん。アプリを再インストールした場合などは管理者に

「二次元コード送信」の再送を依頼してください 

 

 

二次元コードスキャンが成功すると 

顔認証画面が表示されます。 

カメラに顔をかざしてログインします。 

 

 

「記録」画面が表示されたらログイン完了です。 

次回以降は顔認証のみでログインいただけます。 
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3.5. デバイス連携（ユーザー） 

「あさレポ」アプリにてアルコールチェックデバイスとの連携を行います 

 

 

 

「あさレポ」アプリ画面右下にある「設定（歯車アイ

コン）」をタップします 

 

 

デバイス管理をタップして「デバイス登録」を行いま

す 

   
「デバイス追加」をタップ アルコールチェックデバ

イスの電源を ON 

「確認」をタップ 

 

 

アルコールチェックデバイス情報が「あさレポ」アプ

リに記憶されます 

 

最大５台までアルコールチェックデバイスの情報を記

憶します 
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3.6. 乗車車両番号登録（ユーザー） 

「あさレポ」アプリにて乗車する車のナンバーを登録します 

 

 

「あさレポ」アプリ画面右下にある「設定（歯車アイ

コン）」をタップします 

 

 

「乗車車両番号設定」をタップします 

   
「乗車車両登録」をタップ 「カメラ」アイコンを 

タップ※1 

ナンバーを撮影※2 

  

【POINT】 

車両番号登録は 100 台ま

で登録可能です。 

 

車両番号の編集・削除 

編集・・・タップ 

削除・・・左にスワイプ 

 

「登録」をタップ 車両番号が登録されます  

※1 直接入力も可能です 
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※2 必ず縦向きで撮影してください。横向きでは正しくナンバーを読み込みできません 

 

【POINT】撮影時の注意事項 

・明るい状態で撮影してください 

・１メートル程度以上離れて撮影してください 

（ナンバーだけを映すような近接撮影だと正しく認識しない場合があります） 
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第 4 章. 測定 

アルコールチェックの方法について以下に記載します。 

 

4.1. 測定方法 

「あさレポ」アプリにてアルコールチェック（検温）します 

 

 

 

「乗車車両番号未設定」をタップします 

  

 

車両番号を選択して「設定」をタ

ップします 

 

「記録」画面に車両番号が表示さ

れていることを確認します 

 

 

「出発」「終了」のいずれかをタップします 

 

出発・・・運転業務を開始する時 

終了・・・運転業務を終了する時 

 

 

アルコールチェックデバイスの電源を ON にします 

 

※電源は本体左側にあります 
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画面の指示に従って検温します。 

画面左上の「<記録」をタップすると記録画面に戻り

ます。 

ユーザー設定によっては、検温を行わずアルコールチ

ェックする画面を表示することもあります 

 

検温が完了するとアルコール測定画面に切り替わりま

す 

デバイス過熱に 10 秒かかりますのでアプリのカメラが

立ち上がるまでお待ちください 

 

※冬場の寒い時期にはデバイス過熱の時間が足りず誤

検知を起こすことがあります。このような場合は息を

吹きかけるまでさらに 10 秒程度お待ちください 

 

アルコールチェックを行う際は、本体正面渦巻きマー

ク部分をスライドして下に押し下げます 

 

 

記録結果確認画面が表示されたら「確認」「却下」の

いずれかをタップしてデータを送信します 

※「却下」「確認」の押下画面は管理者がユーザーに 

 よる却下を許可している場合のみ表示されます 

 管理者がユーザーによる却下を許可しない場合、本 

 画面は表示されません 

※本機能の使用には管理者による設定が必要です。 
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「記録データをアップロードしました」の一文が表示

されたらデータ送信完了です 

 

4.2. 測定時の注意事項 

「あさレポ」アプリにてアルコールチェックを行う際の注意事項について記載します 

 

 

 

記録結果確認画面で「記録データをアップロードしま

した」の一文を確認する前にアプリを終了した場合、 

※「記録データをアップロードしています」等 

アルコールチェックのデータが正常に送信されず、管

理者が管理画面からアルコールチェックのデータを確

認することができません。 

必ず「記録データをアップロードしました」の一文を

確認するまでアプリを終了しないでください 

 

 

 

一部ユーザー様スマートフォン環境によっては、乗車

車両番号をタップしても画面が反応せず、車両番号を

選択いただけない場合があります。 

 

 

この場合、「乗車車両番号設定」画面で 

「選択乗車車両に設定」にチェックを ON にいただい

た車両を記録履歴として管理画面に送信します 
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4.3. アルコールチェック時に誤検知が多発する場合 

「あさレポ」アプリにてアルコールチェックを行う際、冬などにアルコールチェックデバイスが

冷え切っていると、デバイスの半導体ガスセンサー部の過熱が足りずに誤検知を起こしやすくな

ることがあります。このような場合、アルコールチェックデバイスの過熱時間を変更することで

誤検知が起きにくくなります。以下にその設定方法について記載します 

 

 

 

アプリ画面右下にある「歯車アイコン（設定）」をタ

ップ。 

続けて「デバイス管理」をタップします 

 

 

 

「温め時間設定（秒）」の数字部分を変更して温め時

間を設定します 

 

 

 デフォルト値 10 秒 

設定範囲 10 - 30 秒 

設定単位 5 秒単位 

 

4.4. エラーメッセージ 

本サービスでの測定時のエラーメッセージについて以下に記載します 

 

 

「電波状況をご確認の上、記録してください」 

「あさレポ」アプリログイン時の通信状況が悪い場合

にこのメッセージを表示します。 

 

検温・アルコール測定は可能ですが、データを送信す

ることはできません。 

「データアップロード失敗しました。もう一度送信し

ますか？」 
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記録結果を管理サーバに送信できなかった場合に表示

します。 

「はい」を押下すると再送を行います。 

「いいえ」を押下すると次回ログイン時に未送信デー

タを送信します。 
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第５章. 運転日報オプション 

本機能は「運転日報オプション」をご利用の場合のみ表示します。 

 

5.1. 走行履歴 

本サービスでの走行履歴の登録方法について以下に記載します。 

走行履歴の登録はアルコール測定完了後に実施してください。 

 

 

 

画面下部にある「履歴」をタップします 

 

 

画面上部にある「走行履歴」をタップします 

 

 

「＋（運転履歴記録）」をタップします 
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「走行履歴登録」画面が表示されたら 

「*（赤字）」の必須項目を入力し、「登録」をタップ

します 

 

【POINT】 

当社が指定するテレマティクスサービスをご利用の場合、本作業は不要です。 

テレマティクスサービスの情報を自動で連携します。 

テレマティクスサービスご契約有無は管理者にお問い合わせください。 
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5.2. タイムライン 

アルコールチェックの履歴、走行履歴をタイムラインで表示します。 

 

 

 

画面下部にある「履歴」をタップします 

 

 

画面上部にある「タイムライン」をタップします 

 

 

「タイムライン」画面が表示されます 

 

日時横にある「鉛筆」アイコンを

タップすると「備忘登録」画面が

表示されフリーワード入力いただ

けます 
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第５章. 測定値 

本サービスで測定するデータについて記載します。 

 

5.1. 測定値 

「組織管理」は組織を管理する機能についてのメニューです。 

これらの設定は組織管理者が管理画面から行います 

 

検温警告(℃) 検温測定値の閾値。測定値がこの値を超えた場合は異

常データとして扱います 

閾値設定は組織管理者が管理画面にて設定します 

※設定範囲「34.5 – 41.5」 

※推奨値：「37.5 以上」 

設定範囲 34.5 – 41.5 

初期設定値 37.5 以上 ※1 

アルコール測定警告(mg/L) アルコール測定値の閾値。測定値がこの値を超えた場

合は異常データとして扱います 

閾値設定は組織管理者が管理画面にて設定します 

設定範囲 0.05-0.25 

初期設定値 0.15 ※2 

位置情報 アルコールチェック実施時の位置情報をスマートフォ

ンの GPS 機能を使って取得します 

位置情報の取得の有無については組織管理者にお問い

合わせください 

※1 厚生労働省が発表する「「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」」

において「発熱」とは体温が 37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が 38.0℃以

上を呈した状態と定義している。 

  ただし、平熱は人それぞれのため、この数値が全て適用されるものではありません。 

厚生労働省が発表する「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律第 12 条第 1 項及び第 14 条第 2 項に基づく届出の基準等について」 

「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」において、

発熱を以下と定義している 

2 発熱と高熱 

本基準において、「発熱」とは体温が 37.5℃以上を呈した状態をいい、「高

熱」とは体温が 38.0℃以上を呈した状態をいう。 

 

※2 道路交通法「飲酒運転の罰則等」にて「酒気帯び運転」とされる数値(呼気 1 リットル 

中のアルコール濃度 0.15 ミリグラム以上 0.25 ミリグラム未満) 

道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」 
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第 65 条 第 1 項 

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 

第 65 条 第 2 項 

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転すること

となるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。 

第 65 条 第 3 項 

何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者

に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 

第 65 条 第 4 項 

何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車

運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当

該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第 117

条の 2 の 2 第 6 号及び第 117 条の 3 の 2 第 3 号において同じ。)の運転者が酒気

を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己

を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第 1 項の規定に違反し

て運転する車両に同乗してはならない。 

 

以上 

 


