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１． G-Webフォトシステムにログインする 【 パソコン 】

G-Webフォトシステムにログインします。

１．ログイン

事前にお伝えしている「ユーザID」と「パスワード」を⼊⼒します。
「ユーザID」と「パスワード」は半角英数字で構成されており、⼤⽂字小⽂字が区別されます。
「次回から⼊⼒を省略」のチェックをONにしてログインを⾏うと、⼊⼒したログイン情報が
保持され、次回のログイン時に初期表示されます。

「OK」ボタンをクリックし、ログインに成功すると、物件情報⼀覧画⾯が表示されます。

注 意： ログイン後、操作を⾏わないまま20分経過すると⾃動的にログアウトします。
作業を続⾏したい場合は、再度ログインしてください。

お願い： お知らせ欄には、システムのバージョンアップやメンテナンスによる停⽌な
どのご連絡を表示しています。ログイン前にご確認ください。
必要に応じて、現場担当者様へのご連絡をお願いいたします。
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１． G-Webフォトシステムにログインする 【 パソコン 】

２．ログインパスワードを忘れたときは（パスワード再設定）

パスワードを忘れたときは、パスワードの再設定を⾏います。

２-１．パスワード再設定ページのメールをリクエストする

ログイン画⾯の「※パスワードを忘れた方はこちら」をクリックします。

パスワードの再設定画⾯で、登録してあるメールアドレス(ユーザID)を⼊⼒し、
「送信」ボタンをクリックします。

「送信」ボタンクリック後のメッセージを確認してください。
「戻る」ボタンクリックで、ログイン画⾯に戻ります。

２-２．パスワードの再設定を⾏う

G-Webパスワード再設定通知メールを確認します。
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１． G-Webフォトシステムにログインする 【 パソコン 】

メール本⽂のURLをクリックして、パスワードの再設定画⾯を表示します。

新しいパスワードの⼊⼒後、「パスワード変更」ボタンをクリックして
登録完了します。

次回ログイン時より、変更後の新パスワードでログインを⾏ってください。
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２． 物件情報を検索する 【 パソコン 】

物件情報⼀覧画⾯で、物件情報の絞込み及び各画⾯への遷移を⾏います。

１．物件情報を検索する

物件情報検索条件に絞り込み条件を⼊⼒し、「検索」ボタンをクリックします。
条件に該当する物件情報が⼀覧表示されます。

項目 内容
営業所 ログイン中のユーザの営業所名が初期表示されます。

指定した営業所に該当するデータを検索します。
作業予定⽇ 「⽇付を指定」または「最新の１週間」のいずれかを選択します。

⽇付を指定：範囲指定した作業予定⽇に該当するデータを検索します。
最新の１週間：１週間前からのデータを検索します。

作業予定⽇ 「⽇付を指定」が選択されている場合に、検索したいデータの作業
(開始/終了) 予定⽇を範囲指定します。
物件番号 ⼊⼒された⽂字列から始まる物件番号のデータを検索します。
物件名称 ⼊⼒された⽂字列を含む物件名称のデータを検索します。
住所 ⼊⼒された⽂字列を含む住所のデータを検索します。
検索条件を ONにした状態で「検索」ボタンをクリックすると、⼊⼒した検索条件
保存する が保存され、次回の物件⼀覧表示時に保存した条件に該当するデータを

表示します。
検索ボタン ⼊⼒された条件で検索を実⾏し、該当するテータを⼀覧に表示します。
条件クリア ⼊⼒された条件をクリアして、ログイン直後の⼀覧を表示します。
ボタン
新規登録ボタン 物件情報登録画⾯を表示し、物件情報の新規登録を⾏います。
編集ボタン 物件情報登録画⾯を表示し、物件情報の編集を⾏います。

⼀覧表示の並び順は、作業予定⽇の降順・作業⽇の降順になります。
⼀覧の最⼤表示件数は500件となっており、501件目以降は表示できないため、
データ絞込みのため検索条件を⼊⼒し、再検索を⾏なってください。
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３． 物件情報を登録、修正する 【 パソコン 】

現場での作業前に物件情報を登録しておきます。
現場ではモバイル端末に事前に登録した物件情報を取得してから作業をします。

１．物件情報登録画⾯を表示する

物件情報⼀覧画⾯の「新規登録」ボタンをクリックします。
物件情報登録画⾯が表示されます。

２．物件情報を⼊⼒する

物件情報登録画⾯に、必要な情報を⼊⼒し「保存して戻る」ボタンをクリックします。
⼊⼒内容については「３．物件情報を修正する」を参照してください。
登録が完了すると、物件情報⼀覧画⾯に登録した物件情報が表示されます。
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３． 物件情報を登録、修正する 【 パソコン 】

３．物件情報を修正する

物件情報⼀覧で、対象物件の「編集」ボタンをクリックし、物件情報登録画⾯を表示します。
各項目を⼊⼒・変更し、「途中保存」「保存して戻る」ボタンをクリックします。

新規登録時は「○」のみ使用可能です。
項目 内容

○ 戻るボタン ⼊⼒を中⽌し、物件情報⼀覧画⾯に戻ります。
写真ボタン 物件画像⼀覧画⾯を表示します。
ファイルボタン 物件ファイル⼀覧画⾯を表示します。
報告書表示 作成した報告書をダウンロードします。
ボタン
ダウンロード 画像ファイルをダウンロードします。(ダウンロード内容については
ボタン 「６．写真データのダウンロードを⾏う」を参照)
複写ボタン 表示中の物件情報と同じ内容で新規物件を作成します。

複写元の保存していない⼊⼒変更内容は破棄されます。
○ 途中保存ボタン ⼊⼒内容を保存します。
○ 保存して戻る ⼊⼒内容を保存し、物件情報⼀覧画⾯に戻ります。

ボタン
削除ボタン 物件情報を削除します。削除した物件情報は元に戻せません。
報告書作成 報告書の作成を開始します。
ボタン
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３． 物件情報を登録、修正する 【 パソコン 】

項目 内容
ログ表示ボタン アクセスログ表示画⾯を表示します。

○ 登録会員 会員名を選択します。
○ 登録会員営業所 担当営業所を選択します。
○ 物件番号 物件番号を⼊⼒します。
○ 物件名称 物件名称を⼊⼒します。
○ 物件住所 物件住所を⼊⼒します。
○ 予定⽇時 作業予定⽇、予定時刻を⼊⼒します。

予定⽇はカレンダーからも⼊⼒できます。
作業⽇時 実際の作業⽇時が表示されます。

○ 撮影セット 画像の撮影セットを選択します。
○ 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。
○ 出⼒設定 報告書への出⼒レイアウトを選択します。
○ 備考 備考を⼊⼒します。
○ 参照権限 この物件に対する参照権限の設定を⾏います。

「⾏追加」ボタンクリックで設定する権限を追加します。
会員と営業所を選択し、付与する参照権限を選択します。
更新：データの編集・登録が可能  参照：データの閲覧のみ可能
不要な権限設定は「ゴミ箱」ボタンクリックで削除します。
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４． ファイル管理を⾏う 【 パソコン 】

物件情報に関連するファイルの管理を⾏います。

１．ファイルのアップロードを⾏う

物件情報登録画⾯の「ファイル」ボタンをクリックします。
物件ファイル⼀覧画⾯が表示されます。
作業が完了したら「途中保存」または「保存して戻る」ボタンをクリックして登録します。

項目 内容
戻るボタン ⼊⼒を中⽌し、物件情報登録画⾯に戻ります。
途中保存ボタン ⼊⼒内容を保存します。
保存して戻る ⼊⼒内容を保存し、物件情報登録画⾯に戻ります。
ボタン
ファイル参照 ファイルダイアログを表示して新規追加するファイルを設定します。
ボタン
新規追加ボタン ファイルダイアログで指定したファイルを明細に新規追加します。
内容 新規追加するファイルの内容を⼊⼒します。
⾏削除ボタン 明細の「対象」がONのファイルを削除します。
上に移動ボタン 明細の「対象」がONのファイルを１つ上へ移動します。
下に移動ボタン 明細の「対象」がONのファイルを１つ下へ移動します。
移動先物件番号 移動先選択画⾯で指定した移動先の物件番号が表示されます。
移動先選択ボタン移動先選択画⾯を表示してファイルの移動先の物件を選択します。
ファイル移動 明細の「対象」がONのファイルを移動先物件番号に表示されている
ボタン 物件へ移動します。
対象 削除・表示順の変更・物件の移動の作業を⾏う場合はONにします。
共有 現場のモバイル端末で閲覧可能にする場合はONにします。
ファイル ファイル名が表示されます。クリックでダウンロードできます。
内容 内容を⼊⼒します。
登録⽇ ファイルのアップロード⽇が表示されます。
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５． 写真データの編集、確認をする 【 パソコン 】

物件画像の確認と編集を⾏います。パソコン内にある画像のアップロードもできます。

１．物件画像を確認する

物件情報登録画⾯の「写真」ボタンをクリックします。
物件画像⼀覧画⾯が表示されます。
出⼒対象の選択、出⼒順の変更、写真名称やコメントの編集などを⾏います。
作業が完了したら「途中保存」または「保存して戻る」ボタンをクリックして登録します。

項目 内容
戻るボタン ⼊⼒を中⽌し、物件情報登録画⾯に戻ります。
途中保存ボタン ⼊⼒内容を保存します。
保存して戻る ⼊⼒内容を保存し、物件情報登録画⾯に戻ります。
ボタン
写真名称 新規追加する画像の写真名称を⼊⼒します。
ファイル ファイルダイアログで指定したファイルが表示されます。
新規追加ボタン ファイルダイアログで指定したファイルを明細に新規追加します。
コメント 新規追加する画像のコメントを⼊⼒します。
⾏削除ボタン 明細の「対象」がONの写真データを削除します。
上に移動ボタン 明細の「対象」がONの写真データを１つ上へ移動します。
下に移動ボタン 明細の「対象」がONの写真データを１つ下へ移動します。
移動先物件番号 移動先選択画⾯で指定した移動先の物件番号が表示されます。
移動先選択ボタン移動先選択画⾯を表示して画像の移動先の物件を選択します。
ファイル移動 明細の「対象」がONの写真データを移動先物件番号に表示されている
ボタン 物件へ移動します。
出⼒ 報告書に出⼒する場合はONにします。
対象 削除・出⼒順の変更・物件の移動の作業を⾏う場合はONにします。
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５． 写真データの編集、確認をする 【 パソコン 】

項目 内容
写真 写真が表示されます。クリックすると別ウィンドウで確認できます。
写真名 写真名が表示されます。編集も可能です。
撮影⽇ 写真の撮影⽇時が表示されます。
コメント コメントを⼊⼒します。
⿊板ボタン ⿊板表示設定画⾯を表示し、電⼦⿊板に表示する内容を設定します。
参照ボタン 写真データの緯度経度をもとに、撮影場所周辺の地図を別ウィンドウで

表示します。
写真撮影時にGPS情報が捕捉されている場合のみ使用可能です。

２．⿊板の表示内容を編集する

明細の「⿊板」ボタンをクリックして⿊板表示設定画⾯を表示します。
内容を⼊⼒または変更し、「設定」ボタンをクリックします。

項目 内容
写真名 写真名が表示されます。
写真 写真が表示されます。
⿊板タイプ ⿊板のタイプを選択します。右にサンプルが表示されます。
表示位置 ⿊板の写真データ内での表示位置を選択します。
表示サイズ ⿊板の表示サイズを選択します。
⼯事件名 物件名を⼊⼒します。
⼯事場所 住所を⼊⼒します。
施⼯者 施⼯者を⼊⼒します。
⽇付 撮影⽇を⼊⼒します。
その他 その他の⼊⼒をします。
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５． 写真データの編集、確認をする 【 パソコン 】

項目 内容
設定ボタン ⼊⼒内容を保存し、物件画像⼀覧画⾯に戻ります。
戻るボタン ⼊⼒を中⽌し、物件画像⼀覧画⾯に戻ります。
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６． 写真データのダウンロードを⾏う 【 パソコン 】

写真データのダウンロードを⾏います。

１．写真データをダウンロードする

物件情報登録画⾯の「ダウンロード」ボタンをクリックします。
ファイルダウンロードの確認で「名前をつけて保存」をクリックします。
保存画⾯で任意の保存先を指定して保存します。

注 意： ダウンロードするファイルはZIP形式で保存されています。
圧縮ファイルを解凍するには解凍ソフトが必要となります。

お願い： ダウンロードファイルの保存に関して
保存先のフォルダはお客様で作成しファイルの管理を⾏ってください。

■ ダウンロードファイル内容（圧縮ファイル解凍後）

・（物件番号）.csv
写真データのファイル名、撮影⽇時、緯度、経度 の情報が記録されています。

・（物件番号）.txt
物件番号、物件名称、物件住所 の情報が記録されています。

・（写真名）.jpg
写真の画像データです。
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７． システム設定／会員情報の更新を⾏う 【 パソコン 】

会員情報の更新を⾏います。管理者権限のユーザーのみ使用可能な機能です。

１．会員情報を更新を⾏う

「G-Webメニュー」→「システム設定」→「会員情報更新」をクリックします。
会員情報登録画⾯が表示されます。
内容の修正が完了したら「更新」ボタンをクリックして登録します。

項目 内容
会員ID 会員IDが表示されます。変更はできません。
会員名 会員名を⼊⼒します。
会員名カナ 会員名のカナを⼊⼒します。
郵便番号 郵便番号を⼊⼒します。
住所 住所を⼊⼒します。
TEL 電話番号を⼊⼒します。
FAX FAX番号を⼊⼒します。
印刷タイプ 報告書への出⼒レイアウトの初期設定を選択します。

設定内容は物件情報の新規登録時に反映されます。
更新ボタン ⼊⼒内容を登録し、物件情報⼀覧画⾯に戻ります。
戻るボタン ⼊⼒を中⽌し、物件情報⼀覧画⾯に戻ります。
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８． システム設定／営業所情報の登録を⾏う 【 パソコン 】

営業所情報の登録を⾏います。管理者権限のユーザーのみ使用可能な機能です。

１．営業所情報の登録または修正を⾏う

「G-Webメニュー」→「システム設定」→「営業所登録」をクリックします。
営業所情報⼀覧画⾯が表示されます。

「新規登録」ボタンをクリック、または「検索開始」ボタンをクリックして表示された
⼀覧の「編集」ボタンをクリックして、営業所登録画⾯を表示します。
内容を⼊⼒または修正し、「更新」ボタンをクリックして登録します。

項目 内容
会員ID 会員IDが表示されます。変更はできません。
営業所コード 営業所コードを⼊⼒します。新規登録の場合、すでに使用されている

コードは登録の際にエラーとなります。
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８． システム設定／営業所情報の登録を⾏う 【 パソコン 】

項目 内容
営業所名 営業所名を⼊⼒します。
郵便番号 郵便番号を⼊⼒します。
住所 住所を⼊⼒します。
TEL 電話番号を⼊⼒します。
FAX FAX番号を⼊⼒します。
更新ボタン ⼊⼒内容を登録し、営業所情報⼀覧画⾯に戻ります。
削除ボタン 表示中の営業所情報を削除します。新規登録時は使用できません。
戻るボタン ⼊⼒を中⽌し、営業所情報⼀覧画⾯に戻ります。
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９． システム設定／担当者情報の登録を⾏う 【 パソコン 】

担当者情報の登録を⾏います。ユーザーの権限により使用できる機能が異なります。

■ 担当者権限のユーザーの場合

「G-Webメニュー」→「システム設定」→「担当者情報更新」をクリックします。
担当者登録の画⾯に⾃分の情報が表示されます。
内容を⼊⼒または修正し、「更新」ボタンをクリックして登録します。
⼊⼒内容については「■ 管理者権限のユーザーの場合」を参照してください。

■ 管理者権限のユーザーの場合

「G-Webメニュー」→「システム設定」→「担当者登録」をクリックします。
担当者⼀覧画⾯が表示されます。
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９． システム設定／担当者情報の登録を⾏う 【 パソコン 】

「新規登録」ボタンをクリック、または「検索開始」ボタンをクリックして表示された
⼀覧の「編集」ボタンをクリックして、担当者登録画⾯を表示します。
内容を⼊⼒または修正し、「更新」ボタンをクリックして登録します。

項目 内容
会員ID 会員IDが表示されます。変更はできません。
ユーザID メールアドレスを⼊⼒します。修正時は変更できません。

メールアドレスは、パスワードを忘れたときの再設定時などに
使用するため、正確に⼊⼒してください。

担当者名 担当者名を⼊⼒します。
担当者カナ 担当者名をカナで⼊⼒します。
営業所 担当者が所属する営業所を選択します。
パスワード G-Webフォトへのログインパスワードを⼊⼒します。
パスワード確認 パスワードに⼊⼒したものと同じものを⼊⼒し正しいかを確認します。
担当種別 「担当者」「管理者」のどちらの権限を付与するかを選択します。

「管理者」は⾃分以外の担当者情報の変更等システム設定全般が
可能な権限です。原則として「担当者」を選択します。
担当者権限のユーザーは変更できません。

使用可否 ロック状態が表示されます。ログイン時のパスワードの⼊⼒を連続で
間違えると担当者はロックされます。

パスワード チェックONにして登録した場合、ユーザIDに⼊⼒したメールアドレス
設定通知 宛にパスワード再設定のリクエストメールを送信します。

 →【参考】パスワード再設定通知メール
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９． システム設定／担当者情報の登録を⾏う 【 パソコン 】

項目 内容
更新ボタン ⼊⼒内容を登録し、担当者⼀覧画⾯に戻ります。
削除ボタン 表示中の担当者情報を削除します。新規登録時は使用できません。
戻るボタン ⼊⼒を中⽌し、担当者⼀覧画⾯に戻ります。

【参考】パスワード再設定通知メール
パスワード通知設定のチェックをONにして更新をすると、以下のようなメールが
送信されます。

18



１０．システム設定／携帯端末情報の登録を⾏う 【 パソコン 】

現場で使用する携帯端末の情報更新を⾏います。管理者権限のユーザーのみ使用可能な機能です。

１．携帯端末情報を修正する

「G-Webメニュー」→「システム設定」→「携帯端末登録」をクリックします。
携帯端末⼀覧画⾯が表示されます。

「検索開始」ボタンをクリックして表示された⼀覧の「編集」ボタンをクリックして、
携帯端末登録画⾯を表示します。
内容を⼊⼒または修正し、「更新」ボタンをクリックして登録します。

項目 内容
携帯端末番号 携帯端末番号が表示されます。変更はできません。
端末名 端末名を⼊⼒します。 例：実使用者名、機種名 など
会員 会員名が表示されます。変更はできません。
営業所 使用営業所を選択します。携帯端末での予定取得条件となります。
更新ボタン ⼊⼒内容を登録し、携帯端末⼀覧画⾯に戻ります。
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１０．システム設定／携帯端末情報の登録を⾏う 【 パソコン 】

項目 内容
戻るボタン ⼊⼒を中⽌し、携帯端末⼀覧画⾯に戻ります。

携帯端末の新規登録や削除はジオサインにて⾏いますのでお問い合わせください。
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１１．システム設定／撮影セットの登録を⾏う 【 パソコン 】

写真のセットの登録を⾏います。ユーザーの権限による使用制限はありません。

１．撮影セットの登録または修正を⾏う

「G-Webメニュー」→「システム設定」→「撮影セット登録」をクリックします。
撮影セット⼀覧画⾯が表示されます。

「新規登録」ボタンをクリック、または「検索開始」ボタンをクリックして表示された
⼀覧の「編集」ボタンをクリックして、撮影セット保守画⾯を表示します。
内容を⼊⼒または修正し、「更新」ボタンをクリックして登録します。

21



１１．システム設定／撮影セットの登録を⾏う 【 パソコン 】

項目 内容
更新ボタン ⼊⼒内容を登録し、撮影セット⼀覧画⾯に戻ります。
削除ボタン 表示されている撮影セット情報を削除します。

新規登録時は使用できません。
戻るボタン ⼊⼒を中⽌し、撮影セット⼀覧画⾯に戻ります。
複写ボタン 表示中の撮影セットと同じ内容で新規で撮影セットを作成します。
会員名 会員名が表示されます。変更はできません。
撮影セット名 撮影セット名を⼊⼒します。
最終⾏に追加 新規の明細⾏を明細の最終⾏に追加します。
ボタン
⾏追加ボタン 新規の明細⾏を選択中の明細の下に追加します。
⾏削除ボタン 明細で選択中の⾏を削除します。
上に移動ボタン 明細で選択中の⾏を１つ上へ移動します。
下に移動ボタン 明細で選択中の⾏を１つ下へ移動します。
撮影名称 撮影名称を⼊⼒します。
グループ名称 グループに設定する場合のみ⼊⼒します。

「杭芯セット」「攪拌」「打設終了」のように、杭ごとの⼀連の⼯程を
撮影する場合に利用します。同⼀グループにまとめたい項目それぞれに
同じグループ名称を⼊⼒する必要があります。

撮影タイプ 撮影タイプを選択します。
「0:通常」写真撮影画⾯に初期表示されます。追加撮影はできません。
「1:追加」写真撮影画⾯に初期表示されず、追加撮影によって使用で
きます。1件作成しておくと、現場で汎用的に使用でき便利です。
「2:通常／追加」写真撮影画⾯に初期表示され、追加撮影も可能です。
追加で撮影した場合、同名の撮影名称の次に表示されます。

GPS区分 GPS区分を設定します。
「1:GPS捕捉必須」に設定すると、モバイルアプリでの撮影時にGPSを
補足した状態時のみ写真撮影可能となります。
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１２．システム設定／参照権限のデフォルト設定を⾏う 【 パソコン 】

物件情報の参照権限の設定を⾏います。ここでの登録内容は物件の新規登録時に反映されます。
管理者権限のユーザーのみ使用可能な機能です。

１．参照権限の登録または修正を⾏う

「G-Webメニュー」→「システム設定」→「参照権限デフォルト登録」をクリックします。
権限デフォルト⼀覧画⾯が表示されます。

「新規登録」ボタンをクリック、または「検索開始」ボタンをクリックして表示された
⼀覧の「編集」ボタンをクリックして、権限デフォルト登録画⾯を表示します。
内容を⼊⼒または修正し、「更新」ボタンをクリックして登録します。

項目 内容
会員ID 会員IDが表示されます。変更はできません。
参照会員ID 参照権限を設定する会員を選択します。

会員の追加と削除はジオサインで⾏いますのでご連絡ください。
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１２．システム設定／参照権限のデフォルト設定を⾏う 【 パソコン 】

項目 内容
参照会員営業所 参照権限を設定する会員の営業所を選択します。
権限 設定する権限を選択します。

参照：物件情報の閲覧とデータのダウンロードのみ可能となります。
更新：参照権限の機能に加え、物件情報の更新が可能となります。

更新ボタン ⼊⼒内容を登録し、権限デフォルト⼀覧画⾯に戻ります。
削除ボタン 表示されている権限デフォルト情報を削除します。

新規登録時は使用できません。
戻るボタン ⼊⼒を中⽌し、権限デフォルト⼀覧画⾯に戻ります。
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