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バージョン 改定日 備考 

Rev2.4 2022/9/9 アプリの推奨設定の追加 
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Rev2.0 2021/1/27 文言の修正 
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【管理者】初回登録の流れ 
 

初めての登録作業について説明します。登録は 5分程度で終了します。 
はじめに「グループ」というものを作成します。会社情報の大元となるアカウントです。 「グループ」

は 管理者とドライバーのまとまりの事を指します。 

 

流れとしては、まず「グループ」を作成し、その後グループにドライバーを加入させます。  

※利用ユーザー数が1ユーザーの場合でもグループは作成する必要があります。  

 

「グループ」の作成方法は2つあります。 

 

WEBからグループを登録する 
①WEBサイトへアクセスします。 

②任意のプランを選択します。 

 
 

 

■ ODIN PREMIUM 

初期費用は 16万5千円で、月額1ユーザーあたり 2,300 円です。 

動態管理と配送計画の機能をご利用できます。進捗機能で配送計画のリアルタイムな

進行状況が把握できます。 

 

■ODIN 配送計画 

初期費用は 16万5千円で、月額1ユーザーあたり2,000円です。 

効率的な配送計画を作成する機能がご利用できるプランです。スマートフォンとの連

携は不要です。 

https://doutaikanri.com/is_in_service/index.php?action=putin
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■ ODIN 動態管理  

初期費用は0 円で、月額1ユーザーあたり 1,200 円です。 

スマートフォンの位置情報を用いた動態管理の機能をご利用できます。  

 

■ ODIN フードデリバリー 

初期費用は0円。管理画面利用料として毎月22,000円。 

月額1ユーザーあたり2 ,000円です。 

動態管理と帰店通知機能をご利用する事ができます。  

※料金はすべて税込み価格です。 

 

 
 

※どのプランを選んでもお試し期間は  14 日間です。 
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③必須項目を入力してください。 

 
①  法人か個人か選択してください（個人事業主の場合は個人をご選択ください）  

②  会社名を入力してください（個人事業主の場合は個人名をご記入ください）  

③  郵便番号を入力してください。町村名まで自動で入力されます。  

④  番地を入力してください。 

⑤  Emailを入力してください。管理画面にログインする際のログインIDになります。 

⑥  ご担当者様の苗字とお名前を入力してください。  

⑦  ご連絡が繋がる電話番号を入力してください。  

⑧  管理画面にログインする際のパスワードを入力してください。 

⑨  利用規約をご確認いただき、同意する場合はチェックをしてください。  

⑩  全て入力が終わったら「確認画面へ」を選択してください。  

⑪  次の画面で入力した内容を確認し、問題なければ「送信」をクリックしてください。 

以下で会社アカウントの登録が完了いたします。 

①  
 

② 

 

 

 

 

③ 

④ 
 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
 

⑨ 

⑩ 
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その後管理画面よりドライバー登録をしてください。 

 

スマートフォンからグループを登録する 
スマホアプリから登録を行います。 

①「1.ダウンロードとインストール」の手順に沿ってアプリを開くと、下記のログイ

ン方法の画面になります。 

 

[初めての方]をタップしてください。 
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②下記の画面に遷移しますので、画面の説明を元に、登録を行ってください。 

 

※グループを新規作成する際の「Email」と「パスワード」が管理画面用のアカウ

ントになります。 

 

※管理画面へのログインに使用します。 
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ドライバーの登録 

グループの登録が完了したら、管理するドライバーの登録を行います。  

登録方法は２つございます。 

 

■管理画面から登録する 

■スマホアプリから登録する 

 

管理画面から登録する 

 
①ブラウザで管理画面へログインし、右上の[設定]>[ドライバー］をクリックしてく

ださい。 

※ 管理画面はこちら 

 
★ 管理者が各ドライバーのログインIDとパスワ

ードを作成します。 

 

★ 各ドライバーはアプリをダウンロードした

後、管理者から配布されたログインIDとパスワード

でログインします。 

https://doutaikanri.com/is_in_service/index.php?action=login
https://doutaikanri.com/is_in_service/index.php?action=login
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②以下の画面に進みますので、 [新規登録]をクリックしてください。 

[一括登録]では、一度に多数のドライバー情報を登録することができます。  
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③ クリックすると、下記の画面に遷移しますので、ドライバー情報を入力します。  

 

「*」印は必須項目です。それ以外は任意です。 

入力が完了したら画面下部の[確認画面へ]をクリックしてください。 

 

①  ドライバーの苗字を入力してください。 

②  ドライバーの名前を入力してください。 

③  ドライバーのフリガナを入力してください。  
④  アプリにログインする際に必要となるログイン IDを入力してください。 

⑤  アプリにログインする際に必要となるパスワードを入力してください。 

①  

② 

③ 

④ 

⑤ 
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ドライバーの登録が完了したら、スマホアプリよりドライバーがログインします。  

登録した「ドライバー用ログインID」と「ドライバー用パスワード」を使って、各ド

ライバーがログイン操作を行ってください。 

 

■アプリのダウンロード・インストール方法 

→Android版 

→iPhone(iOS)版 

 

■クレジットカード・キャリア決済などをご利用する方 

→Android版 

→iPhone(iOS)版 

 

■請求書でお支払いをする方 

→Android版 

→iPhone(iOS)版 
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■スマホアプリからドライバー登録 

 

 

①［招待用コードがある方］をタップしてください②画面の説明を元に、登録を行っ

てください。 

 

★ 各ドライバーはスマホアプリか

ら、管理者に参加申請をしま

す。 
 

★ 管理者のスマホアプリ申請が届

くので、管理者は承認をしてく

ださい。 

※パソコンからは承認できません 
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③ ドライバーの参加申請が送信されると以下の画面が管理者側に表示されます。 

［承認］をタップしてください。 

④管理者による承認が完了すると、ドライバー側のアプリでは自動的に作業画面に切

り替わり、そのまま使用することができます。  

※位置情報やストレージの許可を求められた場合は、全て許可をお願いいたします。 ストレージ

はログの送信に利用します。 

 

「作業中」・「移動中」などのボタンをタップすると、位置情報の記録が始まり、管

理画面でドライバーがどこにいるのかわかるようになります。他の機能については、

アプリ詳細マニュアルを御覧ください。 

https://doutaikanri.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/app_manual.pdf
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ダウンロードとインストール 

1.■Android 版 
Google Play からダウンロードしてインストールしてください。 

iPhone はこちらをご覧ください。 

 

①インストール 

ODIN リアルタイム配送システムのアプリは無料で 14日間お試しできます。 

Android端末よりGoogle Playで「ODIN リアルタイム配送システム」と検索し、 

アプリをダウンロード。もしくは下記 QRコードを読み込み、ダウンロードをお願いし

ます。 

 

※尚、ダウンロードする際はGoogle Playの[自動更新を許可する]という項目にチェ

ックを入れてください。 

インストール後、アプリを開いてください。 

 

②登録前のご説明 

チュートリアルを読むか、左下の[スキップ]を選択してください。 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=smart.location.admin&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=smart.location.admin&hl=ja
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③ 「利用プラン選択画面」でご利用されるプランを選んでください。  

■ODIN PREMIUM ⇒⑩へ 

お支払い方法は請求書払いのみとなります。 

初期費用は16万5千円で、月額１ユーザーあたり 2,300円です。 

動態管理と配送計画の機能をご利用する事ができます。 

まだグループID（会社ID）を作成していない場合はこちらより作成してください。  

 

■ ODIN 動態管理 ⇒④へ 

 ※2019 年 8 月以前より「Smart 動態管理」をお使いのお客様はこちらを 

 お選びください。 
初期費用は0 円で、月額１ユーザーあたり 1,200 円です。 

お支払い方法は請求書、クレジットカート、キャリア決済などございます。  

位置情報を用いた動態管理の機能のみご利用できます。 

 

■ ODIN フードデリバリー ⇒⑩へ 
 お支払い方法は請求書払いのみとなります。 

 初期費用は0円。管理画面利用料として毎月22,000円。 

月額1ユーザーあたり2,000円です。 

動態管理と帰店通知機能をご利用する事ができます。  

まだグループID（会社ID）を作成していない場合はこちらより作成してください。  
 

※どのプランを選んでもお試し期間は 14 日間です。 
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お支払い方法選択 

④課金選択画面で、支払い方法を選択してください。 

 

■クレジットカードでお支払い ⇒⑤へ 

クレシットカード、キャリア決済など。スマートフォンの端末を通じてお支払いをす

る場合はこちらを選んでください。 

 

■請求書でお払い ⇒⑩へ 

請求書を通してお支払いされる場合はこちらを選んでください。  
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⑤ クレジットカード・キャリア決済など希望するお支払方法をお選びください。 

 

 

アプリをご利用になる場合、最初の14日間は無料でお使いいただけますが、 

Google Playの仕様上15日目以降は月額1,200円が自動で課金されます。 

もし試用期間のみご利用になりたい場合は、14日が経過する前に解約手続きを行う事

をおすすめいたします→解約方法はこちら 

 

※課金選択画面でクレジットカードを選んだ場合、無料お試しのみ利用する場合も、

クレジットカードのご登録が必要です。 

 ※アプリのアンインストールだけでは定期購入は自動的に停止されませんのでご注意

ください。 

※解約手続きを行っていただいても、試用期間中は通常通りアプリをご利用いただけ

ます。 
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ログイン方法 
⑩スタートメニューより該当する項目を選択します  

 

■初めての方 ⇒ スマートフォンからのグループ登録へ 

まず始めに、会社IDを作成していただきます。 

今まで一度もODINリアルタイム配送システム（旧 Smart動態管理）をご利用された事

が無い場合はこちらよりグループIDを作成してください。 

 

■招待用コードがある方  ⇒ スマホアプリからドライバーを登録する方法へ  

既にグループIDを作成した事がある方は、グループIDの作成時に設定した招待用コー

ドでアプリからドライバーを作成する事ができます  

 

■ログインする ⇒ ログインへ 

機種変更、もしくはWEBからドライバーを既に作成し、IDとパスワードが既にある場

合はこちらよりログインしてください。 
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請求書のログイン方法 

①Android版のアプリをGooglePlayからダウンロードします。 

詳細はこちらをご覧ください。 

 

 

② 下記画面の「>>スキップ」部分をタップします。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=smart.location.admin&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=smart.location.admin&hl=ja
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③利用プラン選択画面でプランをタップします。  

※請求書払いの場合はどのプランを選んでも構いません。  

※動態管理を選んだ場合のみ「課金選択画面」へ遷移しますので、「請求書でお支払

い」を選択してください。 
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④「ログインする」を選択し、WEBの管理画面で作成したユーザーIDとパスワードを

入力し「送信」を押してください。 

 

ドライバーの作成方法はこちら ⇒ドライバーの登録の仕方へ 

 

※位置情報やストレージの許可を求められた場合は、全て許可をお願いいたします。 ストレージ

はログの送信に利用します。 
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⑤認証が成功すると、ログインが完了し、下記のような画面に遷移いたします。  

※位置情報やストレージの許可を求められた場合は、全て許可をお願いいたします。 ストレージ

はログの送信に利用します。 
 

以上で端末側での設定は完了です。  
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2.■iPhone版（iOS版） 

 

AppStoreよりアプリをダウンロードしてください。 

Android はこちらをご覧ください。 

 

①ダウンロード 

ODIN リアルタイム配送システムのアプリは無料で  14 日間お試しできます。 

iOS端末よりAppStoreで「ODIN リアルタイム配送システム」と検索し、アプリをダ

ウンロード。もしくは下記 QRコードを読み込み、ダウンロードをお願いします。 

 

 

 ※iPadなどのiOSタブレットについても同じ手順で導入が可能です。  

 

ダウンロード後、アプリを開いてください。 

 

②アプリを開くと、チュートリアルが始まります。  

[次へ]をタップし先へ進むか、左下の [この手順をスキップ]を選択してください。 

https://apps.apple.com/jp/app/smart-location-admin/id827594007?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/smart-location-admin/id827594007?l=ja&ls=1
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③最後の画面で「始める」をタップすると課金選択画面へ遷移します。  

 

プランは下記でございます。 

 

■ ODIN PREMIUM ⇒ ログインへ 

お支払い方法は請求書払いのみとなります。 

初期費用は 16万5千円で、月額１ユーザーあたり  2,300 円です。 

動態管理と配送計画の機能をご利用する事ができます。 

まだグループID（会社ID）を作成していない場合はこちらより作成してください。 

 

■ ODIN 動態管理  

クレジットカードやキャリア決済でのお支払い  ⇒ ④へ 

請求書払いの方 ⇒ ログインへ 

※2019 年 8 月以前より「Smart 動態管理」をお使いのお客様はこちらを 

お選びください。 
初期費用は0 円で、月額１ユーザーあたり 1,200 円です。 

お支払い方法は請求書、クレジットカート、キャリア決済などございます。  

位置情報を用いた動態管理の機能のみご利用できます。 

 

■ ODIN フードデリバリー ⇒ ログインへ 
お支払い方法は請求書払いのみとなります。 

初期費用は0円。管理画面利用料として毎月22,000円。 

月額1ユーザーあたり2,000円です。 

動態管理と帰店通知機能をご利用する事ができます。  

まだグループID（会社ID）を作成していない場合はこちらより作成してください。 
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④下記の購入画面にて[アプリを始める 1200円/月]をタップすると、 

クレジット登録画面に移ります。 

 

※無料お試しの後に、既にサブスプリクション（定期購入）をご契約された事がある

場合は、[購入情報の復元]をタップし、利用を再開してください。 

⇒「購入情報の復元」をご参照ください。 
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⑤ 購入に関しての確認画面が表示されますので「承認」もしくは「サブスプリク

ションに登録」を選択します。 

その際にApple IDのサインインを求められる場合は、パスワードを入力してサイン

インをお願いします。Apple Storeの仕様上、お試し期間が過ぎると課金が自動でさ

れます。もし検討後ご利用にならない場合は14日が過ぎる前に解約をお願いします。 

 

※「現在定期購入を継続中です」というメッセージが表示される場合は  

購入情報の復元を行うか、一旦サブスプリクションを解約し、再度「アプリを始める」

をタップしてください。 

※クレジットカードの登録が必要です。 
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⑥App Storeにクレジットカードを登録していない場合は、パスワードを入力も

しくは生体認証（指紋）により、認証後「お支払い情報が必要です」というメッ

セージが表示されますので、[続ける]をタップしてください。 
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①お支払い方法を選択してください。 

②カード番号を入力してください。 

③有効期限を入力してください。 

④セキュリティコードを入力してください。 

セキュリティコードがご不明の場合は下記をご覧ください。  

 

⑦[続ける]をタップするとApp Storeにクレジットカードを登録する下記画面が表示

されます。 

 

 

 

 

※セキュリティコードとは、クレジットカードの表面または表面に記載された、 3桁

あるいは4桁の番号です。カード会社によって表示位置や名称が異なります。  

 

以下画像はセキュリティコードの例です。 

 

紐付けが完了するとスタートメニューへ遷移します。 

  

① 
 
 
 
 

      ② 

  ③ 

     ④ 
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請求書版ログイン方法 

①iPhone(iOS)版のアプリをApp Storeからダウンロードします。 

ダウンロードまでの詳細はこちらをご覧ください。 

 

②ダウンロード後、課金選択画面まで進み「ログイン」を選択してください。  

まだ会社登録が済んでない場合はこちらより登録をお願いします。 

 

 

 

https://apps.apple.com/jp/app/smart-location-admin/id827594007?l=ja&ls=1
https://apps.apple.com/jp/app/smart-location-admin/id827594007?l=ja&ls=1
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③管理画面で作成したログインIDとパスワードを入力して「送信」 

※通知の許可を求められた場合は、全て 「許可」をタップしてください。通知を許可していない

とログインができない場合があります。 
以上で紐付けが完了します。 
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■購入情報の復元 

現在月額アプリを利用中で、機種変更などの理由によりアプリを再インストールした

際の操作方法です。 

 

①アプリをインストールし、[購入情報の復元]を選択してください。 

以前の購入情報を復元し、 ODIN動態管理の利用を再開します。 
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②「購入履歴を復元しますか？」と表示されますので、「はい」を選択  

 

 

 

 

 

  



33 

株式会社オンラインコンサルタント 

ODIN リアルタイム配送システム スタートアップガイド Rev2.2 

③サインインを求められますので、パスワードを入力して認証します。  

購入履歴の復元に成功すると、の画面に遷移します。   

 
 

※購入履歴が無い場合は、下記のメッセージが表示されます。  

このメッセージが表示される場合はこちらよりクレジットカードの手続きをお願いい

たします。 
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アプリの推奨初期設定 
 

ドライバーとして端末にログイン後、位置情報を取得しやすくする推奨設定があります。 

端末ごとに設定をお願いします。 

 

・Android 

① ODINのアプリを開き、右上の 3つの点のメニューから「設定」を選択。 

② 「位置情報に関連する設定」を選択し、全て OKになっているか確認。 

③ 赤い文字で警告が出ている場合、文字をタップし設定を変更。 

 

・iOS(iPhone) 

① iPhoneのホーム画面から歯車の設定アプリを開いてください。 

② 手のマークの「プライバシー」から「位置情報サービス」を選択してください。 

③一覧から弊社の「ODIN動態管理」アプリを選択し、位置情報の利用許可を「常に」に変更して

ください。 

 


