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１． G-Webフォトアプリを起動する 【 スマートフォン・タブレット 】

G-Webフォトアプリを起動します。更新プログラムがある場合はバージョンアップを⾏います。

１．G-Webフォトアプリを起動する

ホーム画面またはアプリ⼀覧画面で「G-Webフォト」をタップしてアプリを起動します。
起動完了までに時間がかかることがあります。

ホーム画面 G-Webフォト メイン画面

２．G-Webフォトアプリのバージョンアップを⾏う

アプリ起動時に、自動で更新プログラムの有無をチェックしています。

上のように、通知領域に    が表示された場合は、更新プログラムがあります。
通知パネルを表示して、最新版をインストールしてください。
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１． G-Webフォトアプリを起動する 【 スマートフォン・タブレット 】

３．G-Webフォト メイン画面

アプリのバージョンアップを⾏うと、    部分の
バージョン情報が更新されます。

部分は、スマートフォン・タブレット本体
のメニューキーをタップすると表示されます。

項目 内容
ボタン
物件表示 明細で選択した物件情報を表示し、写真撮影等の作業を⾏います。
新規登録 G-Webサーバーに物件の予定情報が登録されていない場合に、スマート

フォン・タブレットで物件情報を新規作成します。
予定取得 G-Webサーバーから物件の予定情報をダウンロードします。
ゴミ箱 ゴミ箱内の物件情報の操作やゴミ箱機能の設定を⾏います。
終了 G-Webフォトアプリを終了します。
明細
物件番号 物件情報の物件番号と物件名称を表示します。
物件名称
作業日時 作業開始日時を表示します。予定取得直後は作業予定日時を表示します。
担当 担当者名を表示します。
状態 記号で物件情報の作業ステータスを表示します。

－：未着手 ／ △：作業中 ／ ◎：送信済 ／ ●：送信中
メニュー
物件 明細で選択した物件情報を表示し、写真撮影等の作業を⾏います。
予定取得 G-Webサーバーから物件の予定情報をダウンロードします。
ゴミ箱 ゴミ箱内の物件情報の操作やゴミ箱機能の設定を⾏います。
設定 G-Webフォトアプリの設定メニューを表示します。
プログラム更新 更新プログラムの有無を確認して、バージョンアップを⾏います。
終了 G-Webフォトアプリを終了します。
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２． 物件の予定情報をダウンロードする 【 スマートフォン・タブレット 】

G-Webサーバーにあらかじめ登録しておいた物件の予定情報をダウンロードします。
物件の予定情報が登録されていない場合は、「３. 物件情報を新規登録する」を参照ください。

１．予定取得条件画面を表示する

メイン画面の「予定取得」ボタンをタップして、予定取得条件画面を表示します。

G-Webフォト メイン画面 予定取得条件画面

２．予定情報を取得する

予定の絞り込み条件を設定し「取得」ボタンをタップすると、予定取得画面に条件に該当する
物件情報が表示されます。取得したい物件情報のチェックをONにして「取得」ボタンを
タップすると、メイン画面に反映されます。

予定日時： 予定取得画面
「指定日の予定を取得」を
選択した場合のみ、日付の
指定が可能となります。
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２． 物件の予定情報をダウンロードする 【 スマートフォン・タブレット 】

３．物件情報を確認する

メイン画面で、確認したい物件情報を選択状態にして「物件表示」ボタンをタップします。
物件情報画面が表示されます。

選択状態の明細は、背景が  物件情報画面
グレーになります。

物件情報画面の各項目の内容については、「３．物件情報を新規登録する」のページを
参照してください。
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３． 物件情報を新規登録する 【 スマートフォン・タブレット 】

G-Webサーバーに事前に物件情報を登録しなかった場合や、電波状況が悪く予定取得ができな
かった等の場合は、現場にてスマートフォン・タブレットで物件情報の登録を⾏うことができます。

１．物件情報画面を表示する

メイン画面の「新規作成」ボタンをタップして、物件情報画面を表示します。

G-Webフォト メイン画面 物件情報画面

２．物件情報の⼊⼒を⾏う

物件情報の⼊⼒を⾏います。
項目 内容
戻るボタン メイン画面へ戻ります。
保存ボタン ⼊⼒・作業内容を保存しメイン画面

へ戻ります。
送信ボタン 写真データをG-Webサーバーへ

送信します。
設定ボタン パターン設定画面を表示し、撮影パ

ターンと⿊板表示の設定をします。
物件番号 ※ 物件番号を半角で⼊⼒します。

新規登録時は「年⽉日時分秒-電話
番号下4桁」が初期表示されます。
必要に応じて変更してください。

物件名称 ※ 物件名称を⼊⼒します。
住所 ※ 物件の住所を⼊⼒します。
地図ボタン 住所が⼊⼒されている状態でタップ

すると、G-Webマップを起動し周辺
地図を表示します。

担当者 ※ 担当者が表示されます。
パターン ※ 撮影パターン名が表示されます。
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３． 物件情報を新規登録する 【 スマートフォン・タブレット 】

項目 内容
作業日時 作業日時が表示されます。

予定取得直後の場合は作業予定日時が表示されます。
写真撮影ボタン 写真⼀覧画面を表示し、写真撮影の作業を⾏います。
写真枚数 写真の撮影枚数と未送信の枚数を表示します。
ファイル管理ボタン ファイル管理画面を表示します。
ファイル数 ダウンロードしたファイル数を表示します。
※の項目は、予定取得した物件の場合は変更できません。

物件名称と住所は、⻑くて表示しきれない場合のみ   アイコンが点滅表示されます。
アイコンをタップすると、別画面で全文表示され確認できます。

３．撮影パターンと⿊板の表示設定を⾏う

物件情報画面の「設定」ボタンをタップして、パターン設定画面を表示します。
パターン設定画面で、撮影セットと⿊板の表示設定を指定して、「設定」ボタンをタップ
します。

物件情報画面 パターン設定画面

項目 内容
戻るボタン パターンの選択を中止し、物件情報画面へ戻ります。
設定ボタン パターンの選択内容を保存し、物件情報画面へ戻ります。
撮影セット 写真の撮影セットを選択します。写真撮影後は変更できません。
⿊板タイプ 電⼦⿊板機能の選択をします。

使⽤しない場合は「なし」を選択します。
表示位置 画像内での電⼦⿊板の表示位置を設定します。
表示サイズ 電⼦⿊板の表示サイズを選択します。
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４． 写真の撮影を⾏う 【 スマートフォン・タブレット 】

現場での写真撮影を⾏います。写真セットにない項目も追加して撮影できます。

１．写真⼀覧画面を表示する

物件情報画面の「写真撮影」ボタンをタップして、写真⼀覧画面を表示します。

物件情報画面  写真⼀覧画面

２．写真の撮影を⾏う

写真表示エリアをタップすると、カメラが起動します。撮影すると写真表示エリアに
反映されます。

項目 内容
戻るボタン 物件情報画面に戻ります。
追加ボタン 写真撮影追加画面を表示し、写真の

追加撮影を⾏います。
並び替え 写真出⼒順変更画面を表示し、出⼒
ボタン 順の変更を⾏います。
GPS捕捉状況 GPSの補捉状況と数を表示します。

■：取得失敗  ■：GPS捕捉中
GPS情報が必要な写真を撮影する場
合は「■：GPS捕捉中」の時のみカ
メラが起動します。

写真表示 タップするとカメラが起動します。
エリア 撮影後は写真が表示されます。写真

をタップすると別画面で写真の確認
や⿊板の設定ができます。

撮影名称 撮影名称と送信状況を表示します。
○ ： 撮影済み、送信済み
△ ： 撮影済み、未送信
× ： 未撮影、未送信
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４． 写真の撮影を⾏う 【 スマートフォン・タブレット 】

カメラが起動します。写真の撮影を⾏います。

撮影を中止し写真⼀覧画面に戻ります。

カメラの設定画面を表示します。

フラッシュの設定を⾏います。

セルフタイマーをONにします。

撮影した写真は写真表示エリアに反映されます。

写真表示エリアをタップすると、以下のような画面が
表示され、再撮影や⿊板の設定ができます。

写真⼀覧画面に戻ります。

報告書出⼒の設定、撮影名称とコメン
トの⼊⼒を⾏います。

カメラを起動し、写真の再撮影を
⾏います。

電⼦⿊板の設定と表示内容の⼊⼒を
⾏います。

電⼦⿊板の表示位置の設定を⾏います。

タップするたびに写真を90度回転させ
ます。

画像のみを表示し拡大して確認します。
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４． 写真の撮影を⾏う 【 スマートフォン・タブレット 】

３．写真セットにない項目を追加して撮影する

写真⼀覧にない項目を撮影したい場合は、写真⼀覧画面で「追加」ボタンをタップし、
写真撮影追加画面を表示します。
追加する写真名を選択し、「撮影」ボタンをタップします。

撮影したい写真を選択して 撮影した写真が追加されます。
「撮影」ボタンをタップす
るとカメラが起動します。

４．写真の出⼒順の並び替えを⾏う

写真の出⼒順を変更したい場合は、写真⼀覧画面で「並び替え」ボタンをタップし、
写真出⼒順編集画面を表示します。

 写真出⼒順編集画面

出⼒順を変更したい写真の   をタップし、上下にスワイプして出⼒順を変更します。
変更が終わったら「保存」ボタンをタップし、写真⼀覧画面に戻ります。
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５． 写真データを送信する 【 スマートフォン・タブレット 】

写真データをG-Webサーバーへ送信します。物件情報内のすべての未送信データが送信されます。

１．写真データの送信を⾏う

物件情報画面の「送信」ボタンをタップすると、確認メッセージが表示されます。
確認メッセージで「はい」をタップすると送信開始します。

送信中は画面に送信状況が表示されます。
送信完了メッセージが表示されるまでしばらくお待ちください。
送信が完了すると、物件情報の写真未送信枚数表示が更新されます。
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６． ファイル管理機能を使用する 【 スマートフォン・タブレット 】

G-Webサーバーにアップロードされたファイルを、スマートフォンやタブレットで閲覧できます。
スマートフォンやタブレットでファイルを開くには、対応したアプリを事前にインストールしておく
必要があります。

１．ファイル管理画面を表示する

物件情報画面の「ファイル管理」ボタンをタップして、ファイル管理画面を表示します。

物件情報画面 ファイル管理画面

２．ファイルのダウンロードを⾏う

「ダウンロード」ボタンをタップし、ファイルダウンロード画面を表示します。
ダウンロードできるファイルがある場合は、ファイル名が表示されます。ダウンロード
したいファイルのチェックボックスをONにして「ダウンロード」ボタンをタップします。

ファイルダウンロード画面 ファイル管理画面に、ダウン
ロードしたファイルが表示
されます。
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６． ファイル管理機能を使用する 【 スマートフォン・タブレット 】

３．ファイルの閲覧を⾏う

ファイル管理画面で、閲覧したいファイルの「表示」ボタンをタップすると、ファイルが
表示されます。閲覧を終了する場合は、本体の「戻る」キーで戻ります。

注 意： G-Webサーバーにファイルをアップロードした際に、共有の許可がされていな
いファイルはスマートフォンやタブレットでダウンロードできません。
パソコン版のG-Webフォトのファイル管理機能にて、共有の設定を確認してく
ださい。

注 意： ファイルを開くには、対応したアプリをあらかじめインストールしておく必要
があります。GooglePlay等でインストールしてください。
ファイルを開く際、アプリケーションの選択画面が表示されることがあります。
適したものをご使⽤ください。

４．ファイルの削除を⾏う

ファイル管理画面で、削除したいファイルの「削除」ボタンをタップすると、ファイルの
削除ができます。確認メッセージで「はい」をタップするとファイルの削除が実⾏されます。

削除後にファイルを閲覧したい場合は、再度
ダウンロードからやり直してください。
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６． ファイル管理機能を使用する 【 スマートフォン・タブレット 】

５．ファイル数表示と写真データの送信について

ファイル管理機能にてファイルのダウンロードをしてから物件情報画面に戻ると、
「ファイル管理」ボタンの右にダウンロードしたファイルの数が表示されます。

表示されたファイル数は、写真データの送信とは
関係ありません。
写真データ送信時にダウンロードしたファイルが
送信されることもありません。
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７． ゴミ箱機能を使用する 【 スマートフォン・タブレット 】

ゴミ箱機能の設定を⾏うと、指定日以前の物件情報を自動でゴミ箱へ移動させることができます。
ゴミ箱へ移動した物件情報はメイン画面には表示されなくなり、G-Web起動時の⼀覧の表示速度
の改善などが期待できます。

１．ゴミ箱機能を有効にする

メイン画面の「ゴミ箱」ボタンをタップし、ゴミ箱画面を表示します。

メイン画面 ゴミ箱画面

「設定」ボタンをタップして、ゴミ箱設定画面を表示します。
項目 内容
ボタン
戻る メイン画面に戻ります。
すべて選択 明細のすべての物件情報を

選択状態にします。
すべて選択 明細のすべての物件情報の

選択を解除します。
復旧 明細で選択中の物件情報を

メイン画面に復旧させます。
完全削除 明細で選択中の物件情報を

完全に削除します。
設定 ゴミ箱設定画面を表示します｡
明細
チェックボッ 復旧または完全削除の操作を
クス する場合にONにします。
物件番号 物件番号が表示されます。
物件名称 物件名称が表示されます。
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７． ゴミ箱機能を使用する 【 スマートフォン・タブレット 】

ゴミ箱設定画面で、各項目を設定して「設定」ボタンをタップします。
項目 内容
戻るボタン ゴミ箱画面に戻ります。
設定ボタン 設定内容を保存し、ゴミ箱

画面に戻ります。
ゴミ箱機能を ONにすると、設定した内容で
有効にする ゴミ箱機能を使⽤できます。
ゴミ箱移動 ゴミ箱へ移動する物件情報の
対象日 日付を設定します。
最大件数指定 ゴミ箱に保存する物件情報の

最大件数を指定します。
自動削除を有 ONにすると、自動削除対象
効にする 日の日付以前の物件情報が

自動的に完全削除されます。
初期状態では無効に設定され
ています。

自動削除対象日 自動完全削除する物件情報
の日付を設定します。

ゴミ箱設定画面

ゴミ箱画面で「戻る」ボタンをタップしてメイン画面に戻ると、ゴミ箱機能の処理が
開始されます。

注 意： ゴミ箱機能の設定後にメイン画面を表示すると、設定した条件に該当する
物件情報をゴミ箱へ移動する処理が開始され、移動が完了するまでG-Web
フォトの操作ができなくなります。
メイン画面にたくさんの物件情報がたまった状態の場合、移動処理に時間が
かかることがあるので、ゴミ箱機能の設定はお時間があるときに⾏ってください。
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７． ゴミ箱機能を使用する 【 スマートフォン・タブレット 】

２．ゴミ箱内の物件情報をメイン画面に復旧させる

ゴミ箱画面の明細で、復旧させたい物件情報のチェックボックスをONにして、
「復旧」ボタンをタップします。
確認メッセージで「はい」をタップすると、物件情報が復旧されます。

「紅東邸 新築⼯事」を復旧します。

「紅東邸 新築⼯事」はゴミ箱
からメイン画面へ復旧してい
ます。

３．ゴミ箱内の物件情報を完全に削除する

ゴミ箱画面の明細で、完全に削除したい物件情報のチェックボックスをONにして、
「完全削除」ボタンをタップします。
確認メッセージで「はい」をタップすると、物件情報が完全に削除されます。

「安納様ガレージ 新築⼯事」を 「安納様ガレージ 新築⼯事」は 
完全削除します。 完全に削除されました。 

注 意： 完全削除した物件情報は元に戻すことはできません。
操作の実⾏は⼗分ご注意ください。
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８． システム設定 【 スマートフォン・タブレット 】

G-Webフォトアプリのシステム設定を⾏います。

１．設定画面を表示する

メイン画面で、スマートフォン・タブレット本体のメニューキーをタップすると、
画面下部にメニューが表示されます。「設定」をタップすると設定画面が表示されます。

メイン画面 設定画面

２．ＧＰＳに関する設定を⾏う

設定画面の「GPS設定」をタップします。GPS設定画面が表示されます。

GPS設定画面

項目 内容
起動時にGPS捕捉 G-Webフォトアプリの起動時にGPSの捕捉を開始したい場合はチェッ
On クをONにします。チェックOFFの場合は撮影時のみGPSの捕捉を⾏い､

バッテリーの消費を抑えることが期待できますが、GPSの捕捉に時間が
かかる場合があります。通常はチェックONの設定をおすすめします。

撮影終了時にGPS 写真の撮影を終了し物件情報画面に戻るときにGPSの捕捉を終了した
捕捉Off い場合はチェックをONにします。バッテリーの消費を抑えることが

期待できますが、GPSの捕捉に時間がかかる場合があります。
チェックOFFの場合はG-Webフォトアプリを終了するまでGPSの捕捉
を継続します。通常はチェックOFFの設定をおすすめします。
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８． システム設定 【 スマートフォン・タブレット 】

項目 内容
GPSの捕捉タイプ 「通常」「タフパッド向け」のどちらかを選択します。パナソニック

製タフパッドを使⽤中の場合は「タフパッド向け」を選択します。
その他の機種は「通常」の選択で問題ありませんが、GPSの捕捉が
不安定な場合は「タフパッド向け」を選択してお試しください。

3．写真撮影に関する設定を⾏う

設定画面の「撮影設定」をタップします。撮影設定画面が表示されます。

撮影設定画面

項目 内容
GPS情報付加設定 撮影した写真の上部にGPS情報を付加したい場合はチェックをONに

します。
デフォルト撮影方向 チェックをONにすると、撮影した写真は縦向きに表示されます。

横向きで撮影した場合も自動的に右に90度回転させて表示されます。
カメラ画面設定 カメラ画面の上下を反転させたい場合はチェックをONにします。

参考：GPS情報付加設定をONにした場合の写真例
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８． システム設定 【 スマートフォン・タブレット 】

４．写真データの自動送信の設定を⾏う

設定画面の「自動送信設定」をタップします。自動送信設定画面が表示されます。

自動送信設定画面

項目 内容
自動送信設定 スマートフォン・タブレットの画面消灯時に、未送信の写真データを

自動的に送信したい場合はチェックをONにします。
初期設定ではONに設定されています。

自動送信設定をONにして画面を消灯すると、60秒後に未送信の写真データの送信を開始
します。画面を再度点灯させると、以下のような画面が表示されることがあります。

■画面消灯から60秒以内に画面を点灯したとき

自動送信までの秒数をカウントダウンしています。

G-Webフォトの作業を続⾏したい場合は
「キャンセル」ボタンをタップして待機を中止して
ください。

左図のメッセージはご利⽤の機種により表示される
場合があります。
通常は画面点灯時に自動で待機中止となり表示され
ません。
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８． システム設定 【 スマートフォン・タブレット 】

■画面消灯から60秒経過後に画面を点灯したとき

自動送信が始まっています。

G-Webフォトの作業を続⾏したい場合は
「キャンセル」ボタンをタップして待機を中止して
ください。

自動送信は、送信中の写真データの送信が終わり
次の写真データの送信を開始する前に中止されます。
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