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①魅力的な運賃

利益が出る魅力的な運賃で仕事が受注できます。事前に運賃が決定されているため、交渉や見積

もりの手間がありません。

②スマートフォンでかんたん3分で受注

スマートフォンでいつでもどこでも簡単に仕事を探して、条件にあった仕事を受注することがで

きます。

③好きな仕事だけを選べる

仕事の受注は各運送会社様の判断になります。ハコベルから仕事を強制することはございません。

④余分な諸経費がゼロ

入会費や会員費はゼロ。手持ちの車両ですぐに仕事をはじめることができます。

⑤お金の管理があんしん

決済は全てハコベルが処理。面倒な、口座登録、入金管理、請求書発行をする必要がありません。

ご登録いただいた口座に月末締め翌月25日支払いで振り込まれます。

※25日が土日祝日の場合は、前営業日に振り込まれます。

⑥ネット印刷で実績のあるラクスルがサービス運営

ネット印刷事業で実績のあるラクスルがサービスを運営しています。集客のためのマーケティン

グ、カスタマーサポートなど豊富なノウハウを持っています。

緊急で荷物を送りたいお客様と、
空いた時間に仕事を受注したい
運送事業者をつなぐ
インターネットサービスです

ハコベルカーゴ６つのメリット

１．ハコベルカーゴとは 3



2．ご登録方法 4

ドライバー登録はとても簡単。4ステップで登録完了です。
※事業形態が｢一般貨物のみ｣｢両方｣の方は、STEP1、2と3の口座情報の登録で
初期設定は完了です

必要事項の入力

会員登録フォームより必要事項をご記入して、会員登録を申し込んでください。

運送業者様向け公式サイト、もしくはアプリから登録申し込みが可能です。

運送業者様向け公式サイトから申し込み

「ハコベル」
で

ネット検索

アプリを
インストール
※詳細は次ペー

ジ

アプリから申し込み

①「無料会員登録」を
クリック

②各種情報を入力

③「同意して登録する」
をクリック

③「同意して登録する」
をクリック

④各種情報を入力

⑤「同意して登録する」
をクリック
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アプリの入手

AppStoreからダウンロード

Googleplayからダウンロード

iPhone/iPadでアプリを使用したい場合は、「AppStore」から、Andoridのスマートフォン
でアプリを使用したい場合は、「GooglePlay」から、それぞれアプリをダウンロードして
ください。

①「Appstore」をタップ

②「検索」をタップ

③「ハコベルドライバー」
と入力

③「入手」をタップ

①「playストア」をタップ
②「ハコベルドライバー」

と入力
③紺色のアイコンを

タップ
③「インストール」

をタップ
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初期設定 ※事業形態が｢軽貨物便のみ｣の方

免許証のアップロード

⑥免許証写真がアップされ
ているのを確認。

免許証
写真

アプリインストール後、免許証のアップロード、車両情報の入力、車両写真のアップ
ロード、口座情報の登録を行っていただきます。

①ログイン後
「メニュー」（左上の3本線）をタップ ②「ドライバー」をタップ ③「登録ドライバー」をタップ

④画面を最下段までスクロールして
「ファイルを選択」をタップ

⑤写真の撮影
または端末に保存済みのファイルを

アップロード

⑦「更新」をタップ
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初期設定 ※事業形態が｢軽貨物便のみ｣の方

車両情報の入力/車両写真のアップロード

①ログイン後
「メニュー」（左上の3本線）をタップ ②「車両情報」をタップ ③「車両を追加」をタップ

④「ファイルを選択」をタップ
⑤写真の撮影

または端末に保存済みのファイルを
アップロード

⑥車両情報
（車種、ナンバー）

を入力

⑦「追加」をタップ
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ハコベルより連絡

初期設定完了後、ハコベルから電話またはメールでご連絡させていただき、最終確認後、ご利用

開始となります。

法人企業の方など、各種書類の準備に関してご相談ありましたら
お気軽に以下にお問い合わせください。

お問い合わせ/ご相談

口座情報の登録

03-6632-9091
(平日9:00~18:30)

contact_driver@hacobell.com

登録されないと対応いただいた案件のお支払いが出来ませんので、

サービス開始までには、ご登録お願い致します。

④「口座情報を変更」を

①メニューアイコンを
タップ ②売上情報をタップ ③振込口座をタップ

④口座情報を変更を
タップ

⑥「更新」をタップ

⑤口座情報を入力



3．ご利用の流れ 9

好きな案件を確認

仮受注・電話確認

予約・車両/ドライバー確定

荷物の集荷に向かう

※各画面の詳細な操作方法は、P10以降で

説明させていただきます。

案件リストから自分の条件に合う好み

の案件を選んでください。

気に入った案件があれば、仮受注をして

ください。その後、お客様に電話をして、

案件の内容を確認してください。

電話確認をして、問題なければ、お客様

の予約を確定させてください。

また、指定時間内に担当ドライバーと車

両を確定させてください。

※法人企業様の場合、配車担当の方が、

所属ドライバー/車両に案件を割り振る

ことが可能です

指定された時間に間に合うように、指集荷

地点に向かってください。集荷地点へと向

かう前に、必ず「配送へ向かう」ボタンを

押してステータスを変更させてください。
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集荷完了・配送先へ

配送完了

荷物を集荷したら、指定された時間に

間に合うように配送地点へ向かってく

ださい。配送地点へ向かう前に必ず

「集荷完了」ボタンを押して、ステー

タスを変更させてください。

配送が完了したら、「配送完了」ボタンを

押して、配送完了を報告してください。

※駐車場料金や高速料金などが発生した場

合は、配送完了前に条件を変更させてくだ

さい



4．操作方法(基本画面) 11

新着案件の確認～仮受注

仮受注の際に以下の項目をよく確認した上で、案件を受注してください

• 荷物名、荷物の詳細情報
• 集荷時間、配送時間
• 経由地の有無
• サービスオプションの有無

-家具家電配送
-冷蔵
-冷凍
-GPSトラッキング

※GPSトラッキングがついている場合は必ず、
スマートフォン＋アプリを導入 したドライバーが集荷に向かうようにしてくだ

さい。

・高速道路利用の有無
・車種
※軽貨物での登録されているドライバー様には、
カーゴ便/軽トラック便両方の注文がご確認いただけます。

①ログイン後
注文一覧の新着タブをタップ

②気になる案件があれば
案件をタップ

③条件が合えば条件を仮受注



4．操作方法(基本画面) 13

受注アンケート機能

マッチングがされていない一部の案件に関して、
金額/時間変更での受注可否をアンケートさせていただきます

押して頂いた情報は、カスタマーサポートがマッチングの打診の際の
参考とさせていただきます

※ボタンを押したからといって、必ずその後の受注を強制するものでは
ございません

①仮受注の前に
それぞれの内容により受注可能な

条件をタップ

②回答に間違いがなければ「はい」
をタップ
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「電話する」ボタンを押して、お客様へ予約内容を確認し
てください。
※仮受注されましたら、お早めにお客様へ電話連絡してく
ださい

電話確認時には「ハコベルでご依頼いただいた○○の配送
の件ですが・・」とハコベルを介して受けた案件であるこ
とを必ずお客様に伝えるようにしてください。

また、電話確認の際には、以下の内容を確認しておくと、
配送がスムーズに進みます。

• 荷物のサイズ、重量、個数の確認
• 集荷・配送場所が2階建て以上の建物でないかの確認
• 納品書・荷物受領書の扱いについての確認
• 集荷時間/配送時間に関して、指定時刻「まで」着か
「ちょうど」着かの確認

電話確認

内容に問題がなければ、「お客様に電話連絡済み」にチェ
ックを入れた後、注文確定ボタンを押して、予約を確定さ
せてください。
また注文確定時に、ドライバー・車両が決まっている場合
はドライバー・車両の変更処理を加えた上で「ドライバー
/車両を確定する」にチェックを入れて注文を確定するこ
とで、合わせて確定処理をすることができます。

※仮受注を外す場合は、画面一番下の｢受注をキャンセル｣
をタップしてください。仮受注が外れ、他ドライバーが閲
覧できる状態に戻ります。

注文確定

ドライバー・車両が確定している場合は合わせてチェックボックスを入れることで、確定処理ができます。

①仮受注後、「電話する」を
タップして依頼者に電話確認

①仮受注後、「電話する」を
タップして依頼者に電話確認

ドライバー・車両が確定している場合は合わせてチェックボックス
を入れることで、確定処理ができます。
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仮受注~注文確定（電話確認不要の場合）

山田一郎

ドライバーを複数名登録して
いる場合は、登録済みのドラ
イバーのリストから、配送を
担当するドライバーを選択す
ることができます。
※ここでドライバーを新規追
加することもできます。

ドライバーの設定

条件が合えば条件を仮受注 「注文確定」をタップ

ドライバー情報をタップ ドライバーリストから選択
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車両を複数名登録している場
合は、登録済みの車両のリス
トから、使用する車両を選択
することができます。
※ここで車両を新規追加する
こともできます。

車両の設定

ドライバー・車両の確定

指定された時間内にドライバーと車両を変
更した上で、「ドライバーと車両を確定」
ボタンを押してください。

※注文確定時に「ドライバー/車両を確定す
る」にチェックを入れて処理していた場合
はこの操作は不要です。

※一度ドライバーと車両を確定した後に、
変更を加えた場合は、再度「ドライバーと
車両を確定」ボタンを押してください

①車両情報をタップ ②車両リストから選択

③ドライバーと車両確定をタップ
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集荷へ向かう時間になったら、アプリを立ち上げ、
「集荷に向かう」ボタンを押してください。
その後、指定された集荷地点へ向かってください。
※これ以降荷物の配送が完了するまでは、GPSで荷物
の追跡をするため、必ずアプリは立ち上げたままにし
てください。

集荷へ向かう

荷物の集荷が完了したら、
「集荷完了」ボタンを押してください。
その後、指定された配送地点へ向かってください。
※経由地がある場合は、下記、経由地有りの場合
を参照してください

集荷完了～配送へ向かう

「集荷に向かう」をタップ

「集荷完了」をタップ
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経由地有りの場合

経由地がある場合は、指定された経由地での作
業完了ごとに｢経由地●作業完了｣ボタンを押し
てください。全ての経由地での作業完了したら、
指定された配送地点へ向かってください。

※お客様側で最大10箇所経由地指定の注文が
出来るようになっています。

「経由地〇作業完了」をタップ
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条件変更

駐車場料金や高速料金などが発生した場合は、領収書のアップロードを完了させてから金
額を入力してください。（アップロード前に金額を入力しても反映されません）
また無料時間を超過する｢荷扱い｣、｢荷待ち」の作業が発生した場合もこちらで追加金の
処理をしてください。

※なお、トラブル防止の為、追加金額処理する場合は、お客様に追加金額発生の旨、案内
した上で追加処理いただくようお願い致します。お客様への案内が難しい場合はカスタマ
ーサポートへご連絡ください。

※高速料金・駐車料金等の各種レシートは、必ず手元に保管してください。アップロード
をもってハコベルへ提出が無い場合はお支払い出来ない場合があります

追加料金については、下記サイトよりご確認いただけます。
ハコベルユーザーサイト＞ご利用ガイド＞料金・対応エリアに関して
その他諸料金(税抜価格) ※お客様請求金額になります。

https://hacobell.com/guide/4/9

ハコベルドライバーサイト＞ご利用ガイド＞料金・対応エリアに関して
その他諸料金(税抜価格) ※上記サイトより弊社手数料を控除した金額になります。

https://driver-pc.hacobell.com/guide/13/23

②「ファイルを選択」を押し領収書をアップロード

①「条件変更」をタップ ②「ファイルを選択」を押し
領収書をアップロード

③金額を入力し
「条件を変更する」をタップ
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配送地点へ向かい、配送を完了したら「料金を確
定」にチェックを入れた上で、「配送完了」ボタ
ンを押してください。これで案件が完了です。
※駐車場料金や高速料金などが発生した場合は、
配送完了前に条件を変更させてください。

配送完了

キャンセル

配送前日まではキャンセル料は無料です。

利用当日かつ、電話確認を経て予約確定済みの場合はキャンセル料金が発生します。

キャンセル料はカーゴ便、軽トラック便1台につき2000円(税抜/手数料控除済)

小型トラック便、中型トラック便1台につき3150円(税抜/手数料控除済)です。

依頼主からキャンセルの連絡があった際は、進行中の案件詳細から注文番号確認の上、
カスタマーサポート（03-6632-9091：平日 9:00-18:30）まで、ご連絡ください。

「料金を確定」にチェックを
入れ「配送完了」をタップ。
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受領書のアップロード

お客様から受領書などのアップロードを求められた場合は、
スマートフォンで撮影した画像やPDF等のファイルをアップロードすることが可能です。
アップロードされた写真は荷主様の注文詳細画面で閲覧することが可能です。

受け取った受領書は大切に保
管してください。ハコベルへ
の郵送を希望する場合がござ
います。

サイトからアップできない場
合、受領書の量が多い場合は、
以下の宛先にFAXを送信して
いただくか、メールにて送信
してください。弊社にて代理
アップロードします。
FAX番号
03-6685-7205

メールアドレス
contact_driver@hacobell.co

m

①注文詳細から「受領書アップロード」
をクリックしてください。

②「ファイルを選択」を
クリックしてください。

③該当の写真を選択するとファイル名
が表示されますのでご確認ください。

④「アップロード」ボタンを
クリックしてください

⑤アップロードされたファイル
を確認してください



※登録が軽貨物/個人事業主の方は、免許証写真のアップが
必須です。軽貨物/法人の場合も代表の方の写真が必須です。

一般貨物/法人登録の方は、⑤⑥の処理は不要です。

5．操作方法(その他) 22

ドライバー情報の登録 最初にアカウント申請を行ったドライバーに紐付けて
追加でドライバーを登録することが可能です。

①メニューアイコン
をタップ

②「ドライバー」を
タップ

③「ドライバーを追加」を
タップ

④ドライバー情報を入力
※姓名/セイメイ/携帯電話/

パスワードは必須

⑤運転免許証をアップロード
⑥写真の撮影

または端末に保存済みのファイルを
アップロード

⑦入力項目に漏れがないか確認の上
｢追加｣を
タップ
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初期登録ドライバーと追加ドライバーの権限の違い

初期登録ドライバー 追加ドライバー

予約の受注 ○ ×

予約ステータ
ス変更 ○ ○

予約条件変更 ○ ○

ドライバーの
追加 ○ ×

車両の追加 ○ ×

売上の閲覧 ○ ×

口座登録 ○ ×

アプリより追加

○=権限あり ×=権限なし
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車両情報の登録

⑦「追加」をタップ

④車両情報を入力

追加で車両を登録することが可能です。

※事業形態が「軽貨物のみ」の方は、車両写真のアップが必
要です。

「一般貨物のみ」「両方」の方は、任意となります。

または端末に保存済みのファイルをアップロード

①メニューアイコン
をタップ

②「車両情報」を
タップ

③「車両を追加」を
タップ

④車両情報を入力

「ファイルを選択」を
タップ

⑥写真の撮影
または端末に保存済みのフ
ァイルをアップロード
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ドライバーと車両の紐付け ドライバーと車両を紐付けることで、
車両選択の手間を省くことができます。

カーゴ
品川000れ0000

①メニューアイコン
をタップ

②「ドライバー」を
タップ

③車両に紐付けたい
ドライバーをタップ

④ドライバーに紐付けたい車両の
ナンバープレートを選択し
「更新」ボタンを押してください

注文受注時に該当ドライバーを
選択すると自動的に紐付けた車両が

表示されます。
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売上情報の閲覧(全体売り上げ)

会社全体の当日、当月、
類型の売上を確認するこ
とができます。

①メニューアイコン
をタップ ②「売上情報」をタップ ③「全体当月売上」をタップ
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売上情報の閲覧(ドライバー別売り上げ)

選択したドライバーの当日、
当月、類型の売上を確認す
ることができます。

①メニューアイコン
をタップ ②「売上情報」をタップ

③「ドライバー別当月売上」を
タップ

④ドライバーを選択
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支払い金額の承認

毎月第1営業日にアプリ上にて先月分の支払い金額の確認をしていただき、
確認・同意を経た上でのお支払いとなりますので、ご認識よろしくお願いいたします。
※指定営業日までに異議申し立てがない場合は、同意したものと判断させていただきます。

⑤ステータス｢承認完了｣
になれば、承認作業は完了です。

支払い金額について
ご質問がある場合は、
ハコベルカスタマーサポート
（03-6632-9091）まで
ご連絡下さい。

①メニューアイコン
をタップ ②「注文一覧」をタップ

③お知らせ
「承認待ちの支払い情報があります｣をタップ

④支払い金額確認し、
問題なければ、｢金額を承認する｣

ボタンを押します

⑤ステータス｢承認完了｣
になれば、承認作業は完了です。

⑤ステータス｢承認完了｣
になれば、承認作業は完了です。
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PCサイトへのログイン方法

スマホアプリだけでなく、PC上でもドライバーアプリを確認いただけます。
会員登録したドライバー様用のサイトから、ログインしてご利用いただけます。

操作方法は、アプリ版と特に
変わりはありません。

※メニュー一覧が常に
画面左側に表示されてます。

①「ログインはこちら」をクリック

②ログイン画面にて、
メールアドレス/パスワードを入力し、

｢ログイン｣ボタンをクリック
※メールアドレス/パスワードは、会員登録時に入力いただ

いたものになります。
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法人様・個人様からPCサイト、スマートフォンより予約された案件が、
登録ドライバー様のアプリの通知機能と登録メールにて通知されます。
そちらにて集荷先・配送先、時間、お荷物内容、料金が確認出来ますので、
エリア、時間帯、仕事内容、料金等が、ドライバー様の条件に合致するようでしたら
受注いただければと存じます。
但し、他のドライバー様にも通知していますので、先に受注されてしまうケースも
あります事をご了承ください。

紹介した案件について、受注する/しないはドライバー様の判断になりますが、
注文確定された案件は、他の仕事が入ったから等のドライバー様都合でのキャンセルは
なさらないようにお願い致します。
※車両故障、急な怪我、病気等で、どうしても対応できなくなった場合は、
カスタマーサポート（03-6632-9091）までご連絡下さい。

案件の紹介方法、受注方法

お荷物の運搬について

6．利用開始にあたっての注意

ハコベルのサービスはドライバー1名での配送サービスになりますので、
お部屋の中からお部屋の中まで運搬するといった引越しサービスは受けていません。
法人様のオフィス等でエントランスから台車でそのまま運搬できるようでしたら、
オフィス内まで集荷・配送可能ですが、一般家屋内に入っての集荷・配送、
特に大きい荷物の場合、建物・荷物の傷、破損のおそれがありますので
対応なさらないようご注意下さい。
※あくまで玄関先・建物の外までの運搬にて対応してください
※引越し業者のように、梱包・養生のサービスは受けていません

荷物説明欄に記載なくとも、電話確認時に引越しに相当する案件と判明した場合は、
サービスとして対応できない旨、案内の上、注文確定せずにキャンセルして下さい。

車両について

軽貨物便については、お客様側でカーゴ便（1BOX車）軽トラック便を選択できますが、
ドライバー様へは、両方とも通知させて頂きます。
お客様の希望車種と違った場合でも、お荷物内容等をご確認の上で対応できそうな場合は
仮受注しお客様への電話確認時に、ご自身の車種ご案内の上、
お客様の了承いただけましたら対応いただいても構いません。

※軽トラック希望のお客様で、フォークリフトやクレーン等での積込・積降想定されている
等の理由がある場合がありますので、ご注意下さい。
車種違いでNGの場合は、注文確定せずにキャンセルして下さい。
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ドライバーサイトのご利用ガイドをご一読いただくのと、実際にお客様が配送を予約される
ユーザー様のサイトもあるので、そちらもあわせてご覧いただくとハコベルのサービス内容
がより把握できるかと思いますので、是非ご一読いただきますようお願い致します。

ドライバーサイト＞ご利用ガイド
https://driver-pc.hacobell.com/guide

ハコベルユーザーサイト_TOP

https://hacobell.com/top

ユーザーサイト＞ご利用ガイド
https://hacobell.com/guide

ハコベルカーゴのサービスについて

お支払いについて

対応いただいた案件のお支払いにつきましては、当月の配送完了した分を翌月の25日に、
ご指定の口座にお振込みさせていただきます。
※25日が土日祝日の場合は、前営業日にお振込み致します。

※アプリにて口座登録されていない場合には、お振込みできなくなりますのでご注意下さい。
口座情報登録方法は、本マニュアルのP7をご参照ください。

案件のキャンセルについて

予約確定いただいた案件について、ドライバー様都合でキャンセルはなさらないよう注意し
てください。
※もし急な怪我・体調不良や、車両事故・故障等で対応できなくなった場合は、カスタマー
サポート(036632-9091)までご連絡下さい。

お客様より予約確定した案件について、キャンセルのご依頼があった場合も、カスタマーサ
ポート(036632-9091)までご連絡下さい。
カスタマーサポートにてキャンセル処理いたします。

https://driver-pc.hacobell.com/guide
https://hacobell.com/top
https://hacobell.com/guide

