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システム概要

本システムは、各生コン車両にGPS内蔵のスマートフォンを搭載し、位置情報をリアルタイムに収集することで、到着予測時刻
を生コン打設現場で確認できます。予め必要データを入力することで、生コン車両の出荷から打設終了までの経過時間予測
を行う事が出来ます。収集した位置情報及び作業履歴情報をサーバにアップロードする事で、各車両の運行履歴、走行軌跡、
速度超過等の管理をおこなう事ができます。また、事務所で設定した特定のエリアに侵入する際に任意の音声ガイダンスを
行う事ができます。

システム概要図
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機能一覧

１．生コン車の現在位置をリアルタイム表示

事務所管理PCにて、各車両が今現在どこにいるのかを確認できます。
また、車両の状態（往路運転中、復路運転中、休止中）、スマートフォンの電池残量充電状況が把握できます。
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１－１．生コン車の現在位置をリアルタイム表示（小アイコン）

車両アイコンを小型アイコンに変更することが可能です。

機能一覧
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１－２．各生コン車の現在位置をモバイル端末にリアルタイム表示

スマートフォンのGPS機能とデータ通信機能を用いて、生コン車両の現在位置をモバイル端末等で確認することができます。

機能一覧
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２．到着予測時刻表示
各生コン車の到着予測時刻をインターネット経由でどこででも確認できます。
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３．工場出荷から打設（荷降）終了までの時間管理

４．積込配合の選択機能

「現場到着時刻が自主警戒値を超
過する見込みです」

積込材料の種別を予め登録しておけば、積込時に材料種別の選択を
おこなうことができます。選択された種別は作業日報に反映されます。
※また、積込種別を走行ルートに予め紐付ける事も可能です。
紐付けした場合は、積込種別を選択すれば、
積込種別ごとのルートが自動選択されます。

※本機能は、「積込み、荷降し自動処理機能」使用時は、使う事はできません。

予め定めた自主管理基準値を基に、各生コン車の現場到着までの
残り時間を把握、管理できます。
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５．事務所からのリモートルート変更が可能

「ピンポーン♪
ルートが変更になりました！！」

予め登録した複数のルートから走行ルートを選択する場合、スマートフォンからの選択に加え、
事務所から走行中の車両に対して、ルートの選択・変更ができます。
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６．音声メッセージ・文字メッセージ送信機能

「ピンポーン♪
Dルートに向かって下さい！！」

事務所管理PCから、各個別の車両に対して任意のメッセージを音声や文字で送信できます。
文字メッセージの場合は、運転手がメッセージを読んだか否かの確認が事務所でおこなえます。
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「ルート逸脱です！！」

７．ルート監視、音声によるメッセージ機能

予め走行ルートを複数設定できます。
選択したルートを逸脱走行した場合に、車両に搭載したスマートフォンが音声で運転手に伝えます。

８．速度監視機能

制限速度を各走行エリア毎に設定できます。速度超過をした場合は車両に搭載
したスマートフォンが音声で運転手に伝えると同時に、事務所管理ＰＣの画面で
も確認ができます。

「速度超過です！！」
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「ピンポーン！
この先、小学校があります。
注意して走行して下さい。」

９．電子ハザードマップ音声ガイダンス機能

「ピンポーン！
この先、S字カーブあります。
制限速度は２０ｋｍです。」

地図上に登録したエリアに車両が進入したタイミングで、
予め登録した音声メッセージを車両に搭載したスマートフォンが再生します。
エリアの進入角度での登録も可能な為、上りと下りで別の音声を再生する事が可能です。

１０．運転手への安全運転ガイダンス機能

スマートフォンにて終了ボタンを押すと、
その日（開始～終了まで）の安全運転結果が表示されます。
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１１．スマートフォン自動モード （積込み、荷降し自動処理機能）

１２．より精度の高い自動処理機能

自動積込みエリアに、一定時間滞在した時点で、積込み処理を自動でおこないます。
自動荷降しも同様に設定可能です。
運転手はスマートフォンの操作が不要となります。

事前認識エリア（プレエリア）を併用することで走行上に自動認識エリアを設置する事が可能となりました。
より精度の高い自動処理が可能です。

プレエリア 自動積込みエリア

ここを通過した時点で自動
積込み処理
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１３．走行履歴管理機能

一日の作業履歴を各端末及び日時毎に画面に表示できます。また、この作業日報をエクセル形式で出力できます。

作業履歴内、１回の作業をクリックすると該当する走行軌跡が地図上に表示されます。
また、速度超過した箇所は赤色で表示されます。
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１４．運行履歴管理機能

一日の作業履歴を各端末及び日時毎に画面に表示できます。また、この作業日報をエクセル形式で出力できます。

１走行における、積込種別、選択したルート、走行距離、ルート逸脱回数、速度超過回数、急加速、急ブレーキ、
急ハンドルの回数を表示します。

※急加速、急ブレーキ、急ハンドルはオプションです。

No. 作業日 端末名 回数 方向 積込み種別 ルート名 出発地 目的地
出発
時刻

到着
時刻

終了
時刻

走行距離
(km)

ルート
逸脱

速度
超過

1 2016/12/14 端末001 1 往路 積込み場 荷卸し場 8:41 9:03 9:43 7.9 0 0
2 2016/12/14 端末001 2 復路 荷卸し場 積込み場 9:43 10:27   ― 6.1 0 0
3 2016/12/14 端末001 3 往路 積込み場 荷卸し場 10:27 10:55 11:26 8.5 0 0
4 2016/12/14 端末001 4 復路 荷卸し場 積込み場 11:26 12:28   ― 6.4 0 0
5 2016/12/14 端末001 5 往路 積込み場 荷卸し場 12:28 12:48 13:31 7.4 0 0
6 2016/12/14 端末001 6 復路 荷卸し場 積込み場 13:31 14:46   ― 12.5 0 0
7 2016/12/14 端末001 7 往路 積込み場 荷卸し場 14:46 14:51 15:12 0.6 0 0


運行履歴

		

								運行履歴 ウンコウリレキ

				年月日 ネンガッピ		_2016-12-13_2016-12-31

				端末 タンマツ

				No.		作業日 サギョウビ		端末名 タンマツメイ		回数 カイスウ		方向 ホウコウ		積込み種別 ツミコシュベツ		ルート名		出発地 シュッパツチ		目的地 モクテキチ		出発
時刻 シュッパツジコク		到着
時刻 トウチャクジコク		終了
時刻 シュウリョウジコク		走行距離
(km) ソウコウキョリ		ルート
逸脱 イツダツ		速度
超過 ソクドチョウカ

				1		12/14/16		端末001		1		往路						積込み場		荷卸し場		8:41		9:03		9:43		7.9		0		0

				2		12/14/16		端末001		2		復路						荷卸し場		積込み場		9:43		10:27		―		6.1		0		0

				3		12/14/16		端末001		3		往路						積込み場		荷卸し場		10:27		10:55		11:26		8.5		0		0

				4		12/14/16		端末001		4		復路						荷卸し場		積込み場		11:26		12:28		―		6.4		0		0

				5		12/14/16		端末001		5		往路						積込み場		荷卸し場		12:28		12:48		13:31		7.4		0		0

				6		12/14/16		端末001		6		復路						荷卸し場		積込み場		13:31		14:46		―		12.5		0		0

				7		12/14/16		端末001		7		往路						積込み場		荷卸し場		14:46		14:51		15:12		0.6		0		0

																												小計		0		0

				8		12/16/16		端末001		1		往路						積込み場		荷卸し場		8:44		9:03		9:34		6.2		0		0

				9		12/16/16		端末001		2		復路						荷卸し場		積込み場		9:34		10:23		―		6.2		0		0

				10		12/16/16		端末001		3		往路						積込み場		荷卸し場		10:23		10:38		11:05		6.2		0		0

				11		12/16/16		端末001		4		復路						荷卸し場		積込み場		11:05		11:56		―		6.2		0		0

				12		12/16/16		端末001		5		往路						積込み場		荷卸し場		11:56		12:14		13:01		6.2		0		0

				13		12/16/16		端末001		6		復路						荷卸し場		積込み場		13:01		13:51		―		6.2		0		0

				14		12/16/16		端末001		7		往路						積込み場		荷卸し場		13:51		14:07		14:35		6.1		0		0

																												小計		0		0

				15		12/14/16		端末002		1		往路						積込み場		荷卸し場		13:43		14:04		14:14		6.3		0		0

																												小計		0		0

				16		12/16/16		端末002		1		往路						積込み場		荷卸し場		13:13		13:34		14:00		6.2		0		0

				17		12/16/16		端末002		2		復路						荷卸し場		積込み場		14:00		14:49		―		6.3		0		0

				18		12/16/16		端末002		3		往路						積込み場		荷卸し場		14:49		15:12		15:47		6.2		0		0

																												小計		0		0

				19		12/22/16		端末002		1		往路						積込み場		荷卸し場		8:24		8:48		9:14		6.2		0		0

				20		12/22/16		端末002		2		復路						荷卸し場		積込み場		9:14		9:50		―		6.3		0		0

				21		12/22/16		端末002		3		往路						積込み場		荷卸し場		9:50		10:14		10:22		6.2		0		0

				22		12/22/16		端末002		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:22		11:21		―		6.4		0		0

				23		12/22/16		端末002		5		往路						積込み場		荷卸し場		11:21		11:45		12:03		6.2		0		0

				24		12/22/16		端末002		6		復路						荷卸し場		積込み場		12:03		13:17		―		6.3		0		0

				25		12/22/16		端末002		7		往路						積込み場		荷卸し場		13:17		13:50		14:22		6.4		0		0

				26		12/22/16		端末002		8		復路						荷卸し場		積込み場		14:22		15:05		―		6.2		0		0

				27		12/22/16		端末002		9		往路						積込み場		荷卸し場		15:05		15:29		15:46		6.3		0		0

																												小計		0		0

				28		12/26/16		端末002		1		往路						積込み場		荷卸し場		8:25		8:45		9:10		6.2		0		0

				29		12/26/16		端末002		2		復路						荷卸し場		積込み場		9:10		10:03		―		6.3		0		0

				30		12/26/16		端末002		3		往路						積込み場		荷卸し場		10:03		10:16		10:37		6.2		0		0

				31		12/26/16		端末002		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:37		11:27		―		6.2		0		0

				32		12/26/16		端末002		5		往路						積込み場		荷卸し場		11:27		12:04		12:06		6.3		0		0

				33		12/26/16		端末002		6		復路						荷卸し場		積込み場		12:06		13:04		―		6.1		0		0

				34		12/26/16		端末002		7		往路						積込み場		荷卸し場		13:04		13:20		13:48		6.2		0		0

				35		12/26/16		端末002		8		復路						荷卸し場		積込み場		13:48		14:27		―		6.2		0		0

				36		12/26/16		端末002		9		往路						積込み場		荷卸し場		14:27		14:44		15:01		6.2		0		0

				37		12/26/16		端末002		10		復路						荷卸し場		積込み場		15:01		15:47		―		6.2		0		0

				38		12/26/16		端末002		11		往路						積込み場		荷卸し場		15:47		16:04		16:20		6.3		0		0

																												小計		0		0

				39		12/14/16		端末003		1		往路						積込み場		荷卸し場		11:51		12:10		12:42		6.4		0		0

				40		12/14/16		端末003		2		復路						荷卸し場		積込み場		12:42		14:02		―		6.2		0		0

				41		12/14/16		端末003		3		往路						積込み場		荷卸し場		14:02		14:19		14:43		6.2		0		0

				42		12/14/16		端末003		4		往路						積込み場		荷卸し場		15:35		15:53		16:24		6.5		0		0

																												小計		0		0

				43		12/16/16		端末003		1		往路						積込み場		荷卸し場		7:11		7:31		8:25		6.4		0		0

				44		12/16/16		端末003		2		復路						荷卸し場		積込み場		8:25		9:22		―		6.3		0		0

				45		12/16/16		端末003		3		往路						積込み場		荷卸し場		9:22		9:38		10:10		6.2		0		0

				46		12/16/16		端末003		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:10		10:59		―		6.3		0		0

				47		12/16/16		端末003		5		往路						積込み場		荷卸し場		10:59		11:17		11:41		6.2		0		0

				48		12/16/16		端末003		6		復路						荷卸し場		積込み場		11:41		12:30		―		6.3		0		0

				49		12/16/16		端末003		7		往路						積込み場		荷卸し場		12:30		12:45		13:28		6.6		0		0

				50		12/16/16		端末003		8		復路						荷卸し場		積込み場		13:28		14:12		―		6.3		0		0

				51		12/16/16		端末003		9		往路						積込み場		荷卸し場		14:12		14:28		14:53		6.2		0		0

				52		12/16/16		端末003		10		往路						積込み場		荷卸し場		15:54		16:13		16:26		6.4		0		0

																												小計		0		0

				53		12/22/16		端末003		1		往路						積込み場		荷卸し場		7:54		8:18		8:40		6.2		0		0

				54		12/22/16		端末003		2		復路						荷卸し場		積込み場		8:40		9:25		―		6.4		0		0

				55		12/22/16		端末003		3		往路						積込み場		荷卸し場		9:25		9:43		10:13		6.3		0		0

				56		12/22/16		端末003		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:13		10:44		―		6.2		0		0

				57		12/22/16		端末003		5		往路						積込み場		荷卸し場		10:44		11:34		11:34		6.2		0		0

				58		12/22/16		端末003		6		復路						荷卸し場		積込み場		11:34		12:48		―		6.3		0		0

				59		12/22/16		端末003		7		往路						積込み場		荷卸し場		12:48		13:14		13:54		6.2		0		0

				60		12/22/16		端末003		8		復路						荷卸し場		積込み場		13:54		14:31		―		6.2		0		0

				61		12/22/16		端末003		9		往路						積込み場		荷卸し場		14:31		14:54		15:15		6.4		0		0

																												小計		0		0

				62		12/26/16		端末003		1		往路						積込み場		荷卸し場		8:44		9:04		9:23		6.2		0		0

				63		12/26/16		端末003		2		復路						荷卸し場		積込み場		9:23		10:17		―		6.3		0		0

				64		12/26/16		端末003		3		往路						積込み場		荷卸し場		10:17		10:36		10:51		6.2		0		0

				65		12/26/16		端末003		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:51		11:58		―		6.4		0		0

				66		12/26/16		端末003		5		往路						積込み場		荷卸し場		11:58		12:15		12:31		6.2		0		0

				67		12/26/16		端末003		6		復路						荷卸し場		積込み場		12:31		13:14		―		6.3		0		0

				68		12/26/16		端末003		7		往路						積込み場		荷卸し場		13:14		13:34		13:58		6.2		0		0

				69		12/26/16		端末003		8		復路						荷卸し場		積込み場		13:58		14:37		―		6.2		0		0

				70		12/26/16		端末003		9		往路						積込み場		荷卸し場		14:37		14:56		15:13		6.2		0		0

																												小計		0		0

				71		12/14/16		端末004		1		往路						積込み場		荷卸し場		7:52		8:13		8:49		8.1		0		0

				72		12/14/16		端末004		2		復路						荷卸し場		積込み場		8:49		9:52		―		6.2		0		0

				73		12/14/16		端末004		3		往路						積込み場		荷卸し場		9:52		10:19		10:39		6.8		0		0

				74		12/14/16		端末004		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:39		11:34		―		6.2		0		0

				75		12/14/16		端末004		5		往路						積込み場		荷卸し場		11:34		11:52		12:24		6.5		0		0

				76		12/14/16		端末004		6		復路						荷卸し場		積込み場		12:24		13:20		―		6.7		0		0

				77		12/14/16		端末004		7		往路						積込み場		荷卸し場		13:20		13:37		13:59		5.7		0		0

				78		12/14/16		端末004		8		復路						荷卸し場		積込み場		13:59		14:49		―		6.3		0		0

				79		12/14/16		端末004		9		往路						積込み場		荷卸し場		14:49		15:08		15:47		6.4		0		0

																												小計		0		0

				80		12/16/16		端末004		1		往路						積込み場		荷卸し場		7:49		8:11		8:42		6.2		0		0

				81		12/16/16		端末004		2		復路						荷卸し場		積込み場		8:42		9:41		―		6.3		0		0

				82		12/16/16		端末004		3		往路						積込み場		荷卸し場		9:41		9:59		10:27		6.2		0		0

				83		12/16/16		端末004		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:27		11:17		―		6.3		0		0

				84		12/16/16		端末004		5		往路						積込み場		荷卸し場		11:17		11:37		11:58		6.2		0		0

				85		12/16/16		端末004		6		復路						荷卸し場		積込み場		11:58		12:43		―		6.3		0		0

				86		12/16/16		端末004		7		往路						積込み場		荷卸し場		12:43		13:01		13:43		6.2		0		0

				87		12/16/16		端末004		8		復路						荷卸し場		積込み場		13:43		14:30		―		6.3		0		0

				88		12/16/16		端末004		9		往路						積込み場		荷卸し場		14:30		14:47		15:07		6.2		0		0

																												小計		0		0

				89		12/22/16		端末004		1		往路						積込み場		荷卸し場		8:44		9:06		9:28		6.2		0		0

				90		12/22/16		端末004		2		復路						荷卸し場		積込み場		9:28		10:10		―		7.1		0		0

				91		12/22/16		端末004		3		往路						積込み場		荷卸し場		10:10		10:35		10:47		5.2		0		0

				92		12/22/16		端末004		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:47		11:49		―		6.6		0		0

				93		12/22/16		端末004		5		往路						積込み場		荷卸し場		11:49		12:10		12:40		5.8		0		0

				94		12/22/16		端末004		6		復路						荷卸し場		積込み場		12:40		13:27		―		6.4		0		0

				95		12/22/16		端末004		7		往路						積込み場		荷卸し場		13:27		13:45		14:32		6.2		0		0

																												小計		0		0

				96		12/26/16		端末004		1		往路						積込み場		荷卸し場		9:00		9:19		9:38		6.2		0		0

				97		12/26/16		端末004		2		復路						荷卸し場		積込み場		9:38		10:33		―		6.3		0		0

				98		12/26/16		端末004		3		往路						積込み場		荷卸し場		10:33		10:54		11:24		6.2		0		0

				99		12/26/16		端末004		4		復路						荷卸し場		積込み場		11:24		12:14		―		6.2		0		0

				100		12/26/16		端末004		5		往路						積込み場		荷卸し場		12:14		12:34		12:45		6.1		0		0

				101		12/26/16		端末004		6		復路						荷卸し場		積込み場		12:45		13:39		―		6.9		0		0

				102		12/26/16		端末004		7		往路						積込み場		荷卸し場		13:39		13:57		14:10		5.6		0		0

																												小計		0		0

				103		12/14/16		端末005		1		往路						積込み場		荷卸し場		9:03		10:19		10:19		12.5		0		0

				104		12/14/16		端末005		2		復路						荷卸し場		積込み場		10:19		10:52		―		0		0		0

				105		12/14/16		端末005		3		往路						積込み場		荷卸し場		10:52		11:08		11:42		6.2		0		0

				106		12/14/16		端末005		4		往路						積込み場		荷卸し場		13:31		13:47		14:12		6.3		0		0

																												小計		0		0

				107		12/16/16		端末005		1		往路						積込み場		荷卸し場		9:01		9:19		9:50		6.2		0		0

				108		12/16/16		端末005		2		復路						荷卸し場		積込み場		9:50		10:44		―		6.3		0		0

				109		12/16/16		端末005		3		往路						積込み場		荷卸し場		10:44		10:59		11:26		6		0		0

				110		12/16/16		端末005		4		復路						荷卸し場		積込み場		11:26		12:20		―		8.2		0		0

				111		12/16/16		端末005		5		往路						積込み場		荷卸し場		12:20		12:30		13:16		4.2		0		0

																												小計		0		0

				112		12/22/16		端末005		1		往路						積込み場		荷卸し場		12:34		12:53		13:08		6.2		0		0

				113		12/22/16		端末005		2		復路						荷卸し場		積込み場		13:08		14:14		―		6.3		0		0

				114		12/22/16		端末005		3		往路						積込み場		荷卸し場		14:14		14:31		15:01		6.2		0		0

																												小計		0		0

				115		12/14/16		端末006		1		往路						積込み場		荷卸し場		8:26		8:46		9:17		7.5		0		0

				116		12/14/16		端末006		2		復路						荷卸し場		積込み場		9:17		10:14		―		6.2		0		0

				117		12/14/16		端末006		3		往路						積込み場		荷卸し場		10:14		10:34		11:02		6.5		0		0

				118		12/14/16		端末006		4		復路						荷卸し場		積込み場		11:02		12:11		―		6.9		0		0

				119		12/14/16		端末006		5		往路						積込み場		荷卸し場		12:11		12:23		13:17		7.2		0		0

				120		12/14/16		端末006		6		復路						荷卸し場		積込み場		13:17		14:14		―		6.3		0		0

				121		12/14/16		端末006		7		往路						積込み場		荷卸し場		14:14		14:31		14:59		7.1		0		0

																												小計		0		0

				122		12/16/16		端末006		1		往路						積込み場		荷卸し場		8:23		8:38		9:07		6.3		0		0

				123		12/16/16		端末006		2		復路						荷卸し場		積込み場		9:07		10:04		―		6.3		0		0

				124		12/16/16		端末006		3		往路						積込み場		荷卸し場		10:04		10:24		10:49		6.4		0		0

				125		12/16/16		端末006		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:49		11:39		―		6.3		0		0

				126		12/16/16		端末006		5		往路						積込み場		荷卸し場		11:39		12:01		12:25		6.2		0		0

				127		12/16/16		端末006		6		復路						荷卸し場		積込み場		12:25		13:35		―		6.2		0		0

				128		12/16/16		端末006		7		往路						積込み場		荷卸し場		13:35		14:01		14:20		6.1		0		0

				129		12/16/16		端末006		8		往路						積込み場		荷卸し場		15:57		16:13		16:15		0.2		0		0

																												小計		0		0

				130		12/22/16		端末006		1		往路						積込み場		荷卸し場		7:12		7:33		8:24		6.2		0		0

				131		12/22/16		端末006		2		復路						荷卸し場		積込み場		8:24		9:04		―		6.3		0		0

				132		12/22/16		端末006		3		往路						積込み場		荷卸し場		9:04		9:26		9:47		6.2		0		0

				133		12/22/16		端末006		4		復路						荷卸し場		積込み場		9:47		10:25		―		6.3		0		0

				134		12/22/16		端末006		5		往路						積込み場		荷卸し場		10:25		10:45		11:05		6.2		0		0

				135		12/22/16		端末006		6		復路						荷卸し場		積込み場		11:05		12:05		―		6.2		0		0

				136		12/22/16		端末006		7		往路						積込み場		荷卸し場		12:05		12:24		12:53		6.2		0		0

				137		12/22/16		端末006		8		復路						荷卸し場		積込み場		12:53		13:43		―		6.2		0		0

				138		12/22/16		端末006		9		往路						積込み場		荷卸し場		13:43		14:04		14:44		6.2		0		0

				139		12/22/16		端末006		10		復路						荷卸し場		積込み場		14:44		15:34		―		6.2		0		0

				140		12/22/16		端末006		11		往路						積込み場		荷卸し場		15:34		15:53		16:13		6.2		0		0

																												小計		0		0

				141		12/26/16		端末006		1		往路						積込み場		荷卸し場		7:12		7:37		8:10		6.1		0		0

				142		12/26/16		端末006		2		復路						荷卸し場		積込み場		8:10		9:26		―		9.5		0		0

				143		12/26/16		端末006		3		往路						積込み場		荷卸し場		9:26		9:36		9:55		2.8		0		0

				144		12/26/16		端末006		4		復路						荷卸し場		積込み場		9:55		10:50		―		6.2		0		0

				145		12/26/16		端末006		5		往路						積込み場		荷卸し場		10:50		11:09		11:38		6.1		0		0

				146		12/26/16		端末006		6		復路						荷卸し場		積込み場		11:38		12:45		―		10.4		0		0

				147		12/26/16		端末006		7		往路						積込み場		荷卸し場		12:45		13:03		13:19		1.9		0		0

				148		12/26/16		端末006		8		復路						荷卸し場		積込み場		13:19		14:05		―		10.7		0		0

				149		12/26/16		端末006		9		往路						積込み場		荷卸し場		14:05		14:12		14:26		1.5		0		0

				150		12/26/16		端末006		10		復路						荷卸し場		積込み場		14:26		15:05		―		6.9		0		0

				151		12/26/16		端末006		11		往路						積込み場		荷卸し場		15:05		15:17		15:37		5.3		0		0

																												小計		0		0

				152		12/14/16		端末007		1		往路						積込み場		荷卸し場		7:12		7:33		8:30		7.5		0		0

				153		12/14/16		端末007		2		復路						荷卸し場		積込み場		8:30		9:29		―		6.5		0		0

				154		12/14/16		端末007		3		往路						積込み場		荷卸し場		9:29		9:46		10:21		9.8		0		0

				155		12/14/16		端末007		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:21		11:14		―		7		0		0

				156		12/14/16		端末007		5		往路						積込み場		荷卸し場		11:14		11:28		11:57		6.4		0		0

				157		12/14/16		端末007		6		復路						荷卸し場		積込み場		11:57		12:50		―		6.5		0		0

				158		12/14/16		端末007		7		往路						積込み場		荷卸し場		12:50		13:06		13:44		6.8		0		0

																												小計		0		0

				159		12/22/16		端末008		1		往路						積込み場		荷卸し場		11:06		11:30		11:50		6.2		0		0

				160		12/22/16		端末008		2		復路						荷卸し場		積込み場		11:50		13:03		―		6.3		0		0

				161		12/22/16		端末008		3		往路						積込み場		荷卸し場		13:03		13:23		14:08		6.3		0		0

				162		12/22/16		端末008		4		復路						荷卸し場		積込み場		14:08		14:47		―		6.2		0		0

				163		12/22/16		端末008		5		往路						積込み場		荷卸し場		14:47		15:10		15:32		6.3		0		0

				164		12/22/16		端末008		6		復路						荷卸し場		積込み場		15:32		16:10		―		6.2		0		0

				165		12/22/16		端末008		7		往路						積込み場		荷卸し場		16:10		16:29		16:45		6.2		0		0

																												小計		0		0

				166		12/26/16		端末008		1		往路						積込み場		荷卸し場		7:50		8:16		8:36		6.2		0		0

				167		12/26/16		端末008		2		復路						荷卸し場		積込み場		8:36		9:40		―		6.3		0		0

				168		12/26/16		端末008		3		往路						積込み場		荷卸し場		9:40		10:03		10:18		6.2		0		0

				169		12/26/16		端末008		4		復路						荷卸し場		積込み場		10:18		11:00		―		6.3		0		0

				170		12/26/16		端末008		5		往路						積込み場		荷卸し場		11:00		11:24		11:48		6.2		0		0

				171		12/26/16		端末008		6		復路						荷卸し場		積込み場		11:48		12:43		―		6.4		0		0

				172		12/26/16		端末008		7		往路						積込み場		荷卸し場		12:43		13:04		13:32		6.2		0		0

				173		12/26/16		端末008		8		復路						荷卸し場		積込み場		13:32		14:03		―		6.2		0		0

				174		12/26/16		端末008		9		往路						積込み場		荷卸し場		14:03		14:25		14:37		6.2		0		0

				175		12/26/16		端末008		10		復路						荷卸し場		積込み場		14:37		15:09		―		6.3		0		0

				176		12/26/16		端末008		11		往路						積込み場		荷卸し場		15:09		15:32		15:48		6.2		0		0

																												小計		0		0
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１５．台数カウント

指定した場所に何台の端末がいるかを、PCやタブレットを用いて確認する事が可能です。
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１７．運行帳票、エコドライブ履歴自動作成機能

各車両毎に、積込み時刻、荷降し時刻、積み込み種別、走行距離、選択したルートの運行帳票を作成。
エクセル形式なので、自由に体裁を修正する事が可能です。

１６．取付、取り外しが簡単

車両への取付には改造は不要です。新規の車両へも簡単に取付できます。
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追加機能（オプション）

１．Gセンサによる急加速、急ブレーキ、急ハンドル監視

車両の急加速、急ブレーキ、急ハンドルを監視し、運転手に注意を促します。

「ピーピー！！」

急加速、急ブレーキ、急ハンドル運転の回数を事務所で確認する事ができます。
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２．他車両近接警告機能

各端末毎に自車両の近接警報エリアを設定できます。（半径で指定）

指定した許容エリア半径

「ピーピー近接注意！！」

他の工事車両が近接警報エリアに侵入すると、

音声で運転手に伝えると共に、事務所のPCにて警告音が発生します。

事務所管理PC
「ピーピー！！」

※設定により対向車両には反応する事はありません。

追加機能（オプション）
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３．ルート逸脱、速度超過 追加管理機能

各車両で警報が発生した場合、事務所の回転灯の色分け点灯が可能です。

「速度超過です！！」「ルート逸脱です！！」

事務所管理PC

追加機能（オプション）
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追加機能（オプション）

４．コンクリート管理システムとの連携が可能（オプション）

当社の別アプリケーション【コンクリート施工管理システムeagle plus】をお使いいただくことにより、工場出荷から現場到着、
打設開始/終了、打設場所、打ち重ね時間、現場試験入力まで一元管理が可能となります。

ぴたあっと

Concrete Edition 

コンクリート施工版

コンクリート施工管理システム eagle plus

WEB  Database- system
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