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PegasusShip ユーザーマニュアル
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ユーザーIDとパスワードを⼊⼒し、

『ENTER』をクリックして下さい。

※ユーザーIDもしくはパスワードを忘れてし

まった場合は、当社まで連絡を下さい。

TEL:03-3522-1555

TOP画面が表示され、「お知らせ」と「発送方法」

が表示されます。

ログイン・トップ画面
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送り状登録 〜Delivery Information⼊⼒〜

『書類作成』→『送り状登録」を選択してください。

サービスタイプ、出荷日、貨物区分、

集荷依頼予定（※）を選択して下さい。

※集荷機能が利⽤できる場合に限ります。
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送り状登録 〜荷送⼈様・荷受⼈様情報⼊⼒〜

荷送⼈様情報を⼊⼒下さい。

⻩⾊の*印( ) が必須項目とな

ります。あらかじめ登録しておくと、

『Shipper』より選択ができます。

荷受⼈様情報を⼊⼒下さい。

『ZIP検索』で郵便番号（ZIP CODE)都市名の

検索が可能です。

『SHIPPERをマスタ登録する』に✔を入れて、

マスタ登録名を⼊⼒すると、⼊⼒と同時にマス

タに登録され、次回より『Shipper』で選択が

可能となります。
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送り状登録 〜貨物詳細・貨物明細情報⼊⼒〜

貨物の詳細を⼊⼒下さい。

総個数、重量、申告⾦額（インボイス⾦額）、

建値、

保険有無、関税支払先

※重量については、当社に貨物が搬⼊し検量検尺

したものが請求重量となります。

『REFERENCE』欄に⼊⼒頂くと、請求書の

REFERENCE欄に反映します。

INVOICE NO等を⼊⼒頂くと請求書の照合にご利

用頂けます。

『CONTENTS』欄は、内容品（総称）を⼊⼒下

さい。

インボイスを作成する必要が無ければ、（別途用意済みもしくは、書類扱

いの場合）最下段の『次へ』のボタンを押してください。

『送り状をすぐに印刷する』と『すぐ出荷する』に✔が入っていると、

貨物情報が確定され、確認画面の後に印刷画面へ移ります。
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送り状登録 〜送り状の確定について〜

送り状登録の下段部に『送り状 印刷』と『送り状 確定』項目が

あります。『送り状をすぐに印刷する』と『すぐに出荷する』には

デフォルトで✔が入っています。

チェックボックスに✔を入れた場合

■『送り状をすぐに印刷する』・・・送り状確認画面の後に送り状印刷画面となります。

■『すぐに出荷する』・・・送り状情報が確定されます。変更・削除ができません。

チェックボックスに✔を入れなかった場合

■『送り状をすぐに印刷する』・・・送り状一覧の「送状」ボタンで送り状の印刷が可能です。

■『すぐに出荷する』・・・変更・削除が可能です。貨物を出荷する場合は『出荷』ボタンを

押して下さい。

『出荷』ボタンを押すと送り状情報が確定されます。

（変更・修正ができなくなります）

『送状』ボタンを押すと送り状印刷画面が表示されます。
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送り状登録 〜インボイス作成〜

インボイスの詳細を⼊⼒下さい。

品目名１、品目名２、数量、単位、通貨、単価、原産国

簡易的なインボイスを送り状と同時に作成できます。

送り状登録の下段部に『送り状 印刷』と『送り状 確定』項目が

あります。『送り状をすぐに印刷する』と『すぐに出荷する』には

デフォルトで✔が入っています。

チェックボックスに✔を入れた場合

■『送り状をすぐに印刷する』・・・送り状確認画面の後に送り状・インボイス印刷画面となります。

■『すぐに出荷する』・・・送り状情報が確定されます。変更・削除ができません。

チェックボックスに✔を入れなかった場合

■『送り状をすぐに印刷する』・・・送り状一覧の「送状」ボタンで送り状の印刷が可能です。

送り状一覧の「INV」ボタンでインボイスの印刷が可能です。

■『すぐに出荷する』・・・変更・削除が可能です。貨物を出荷する場合は『出荷』ボタンを

押して下さい。
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送り状登録 〜確認画⾯〜

インボイスの詳細を⼊⼒下さい。

品目名１、品目名２、数量、単位、通貨、単価、原産国

⼊⼒内容に問題があると、該当部分が⾚くなり、

上部に赤字でメッセージが表示されます。

修正して、再度『次へ』を押して下さい。

⼊⼒内容に問題がなければ、全て⻩⾊の表⽰と

なります。最下段の『⼊⼒内容で送り状を登

録』を押して下さい。
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送り状登録 〜印刷画⾯〜

リンク先にPDF形式で送り状・インボイスが作成されます。リンク先をクリックして印刷

をして下さい。

印刷後、PDF画面を閉じ、『照会画面に戻る』をクリックすると、登録画面へ戻ります。

印刷ボタンより印刷下さい。

※
※※
※画面は
画面は画面は
画面はAdobeReaderの場合

の場合の場合
の場合
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送り状一覧

『修正』・・・作成した送り状の修正をします。（AWB NO./PGE送状NO.の変更無しで修正）

『ｺﾋﾟｰ』・・・過去に作成した送り状の情報をコピーして、送り状を作成します。

『送状』・・・作成した送り状を再印刷をします。

『INV』・・・作成したインボイスを再印刷をします。

『AWB』・・・各Express会社のAWBを印刷します。

『削除』・・・作成した送り状を削除します。

AWBNO・・・各Express会社の追跡画面へリンクしています。

『DOWNLOAD』・・・CSV形式、エクセル形式で履歴の情報を抽出します。

※ステータスが”確定済”となると『削除』『変更」はできません。

※『AWB』(AWB印刷）とAWBNO（追跡画面）については、当社より各Express会社へ貨物を

引き渡し後、確認できるようになります。

『書類作成』→『送り状一覧』より作成した送り状の履歴が確認できます。

抽出条件を⼊⼒して『検索する』を押して下さい。

※デフォルトで15日前までの情報が表示されています。
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SHIPPER登録 〜新規登録〜

あらかじめ、SHIPPER情報を登録できます。

『送り状作成』→『SHIPPER登録』

新規登録か登録情報の修正・削除が可能です。

どちらかを選択して『次へ』を押して下さい。

【文字数制限】

会社名・担当者名・住所1〜3 ・・・半角35文字

都市名 ・・・半角30文字

電話番号 ・・・半角15文字

郵便番号のハイフン抜きで⼊⼒して下さい。（例 136-0082→1360082）

SHIPPER登録画面

『SHIPPER登録名』を⼊⼒し、SHIPPER情報を⼊⼒して、

『確認へ』を押して下さい。

確認画面が表示されますので、『⼊⼒内容でSHIPPERを登録』を押して下さい。
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SHIPPER登録 〜登録修正/削除〜

SHIPPER登録 修正/削除画面

検索条件を⼊⼒し、『検索する』を押して下さい。

『修正』・・・SHIPPER情報を修正します。

『複写』・・・登録済みのSHIPPER情報をコピーして、新たな情報を登録します。
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RECEIVER登録 〜新規登録〜

あらかじめ、RECEIVER情報を登録できます。

『送り状作成』→『RECEIVER登録』

新規登録か登録情報の修正・削除が可能です。

どちらかを選択して『次へ』を押して下さい。

RECEIVER登録画面

『RECEIVER登録名』を⼊⼒し、RECEIVER情報を⼊⼒して、

『確認へ』を押して下さい。

確認画面が表示されますので、『⼊⼒内容でRECEIVERを登録』を押して下さい。

⼊⼒内容に問題があると、該当部分が⾚くなり、上部に⾚字でメッセージが表⽰されます。

【文字数制限】

会社名・担当者名・住所1〜3 ・・・半角35文字

都市名 ・・・半角30文字

電話番号 ・・・半角15文字

送り先の国によっては、郵便番号は必須となります。

州・・・送り先がアメリカの場合のみ必須
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RECEIVER登録 〜登録修正/削除〜

『修正』・・・RECEIVER情報を修正します。

『複写』・・・登録済みのRECEIVER情報をコピーして、新たな情報を登録します。

『削除』・・・RECEIVER情報を削除します。

RECEIVER登録 修正/削除画面

検索条件を⼊⼒し、『検索する』を押して下さい。
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送り状：登録初期値設定

『書類作成』→『送り状：登録初期値設定』

送り状登録画面で、デフォルトで表示させる値をセットできます。

⼊⼒/選択後、『確認へ』をクリック下さい。

確認画面が表示されますので、問題無ければ、『⼊⼒内容で設定を登録』

をクリックして下さい。

優先表示

Shipperマスタ、Receiverマスタそれぞれに

『REFERENCE』『CONTENTS 1〜3』の

⼊⼒欄があります。

どちらの表示を優先させるかを選択できます。
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⼊⼒・確認項目

① 集荷日： 3営業日先までの予約が可能です。※集荷時間の指定はできません。

 

② 集荷場所： 集荷場所をプルダウンで選択下さい。

③ 部署： デフォルト表⽰と違う場合は、⼊⼒下さい。

④ 担当者： デフォルト表⽰と違う場合は、⼊⼒下さい。

⑤ 住所： あらかじめ弊社での登録した情報が表⽰されます。変更できません。

⑥ 電話番号： デフォルト表⽰と違う場合は、⼊⼒下さい。

⑦ 集荷受付メール： 集荷受付確認メールがこちらのアドレスに送信されます。

複数の場合は、「,」（カンマ）で区切って下さい。

⑧ 台⾞ 手で持てない貨物であれば、「要」を選択下さい。

⑨ 貨物情報 重量物、⻑尺物がある場合は、チェックをして詳細を⼊⼒下さい。

⑩ 連絡事項： 集荷時に連絡事項や注意点がある場合は、⼊⼒して下さい。

集荷①

『集荷』→『集荷依頼』よりシステム上より集荷のご依頼が可能です。

※集荷場所によってはご利⽤頂けない場合がございます。ご了承ください。

集荷依頼締め時間が表示されます。

過ぎている場合は、集荷日を翌営業日以

降に変更下さい。

集荷を依頼する貨物を選

択下さい。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

『次へ』をクリック
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集荷依頼内容確認画面

集荷依頼受付完了画⾯

集荷②

キャンセルや変更で電話を

頂く場合に受付番号をお伝

***集荷機能をご利⽤頂く場合の注意****

集荷の機能をご利⽤になる場合は、あらかじめ登録が必要となります。

集荷先を当社へご連絡頂き、登録後ご利⽤が可能となります。

但し集荷場所や条件によっては、集荷機能をご利⽤頂けない場合がございます。ご了承くださ

い。

内容を確認して

クリックして下さい。
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集荷依頼詳細確認画面

集荷履歴⼀覧

『集荷』→『集荷履歴⼀覧』で

集荷依頼の履歴が参照可能です。

『確認』をクリックすると、

詳細画面が表示されます。

条件を⼊⼒して『検索する』を
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以下の内容で集荷受付完了の案内メールが送信されます。 送信元アドレス：pegasus-information@pegasus-group.com

 ○○○○○○社:000000-000

 集荷手配ご担当者様

 いつもペガサスグローバルエクスプレスをご利用頂き誠にありがとうございます。

 集荷依頼の受付しましたことをお知らせいたします。

 ■集荷情報

----------------------------------------------------------------------------------

 受付番号:812

 集荷日　:2016/09/30

 個数　　:5

 重量　　:20

----------------------------------------------------------------------------------

 集荷場所:テスト集荷先営業所コード＝００１

 部署　　:部署

 担当者　:担当者

 住所　　:住所１

 　　　　:住所２

 　　　　:住所３

 　　　　:住所４

 電話番号:000-111-222

----------------------------------------------------------------------------------

*****<　ご注意　>******************************************************************

 ・交通事情等により集荷時間が遅くなる場合がございます。

 　あらかじめご了承ください。

 ・このメールはペガサスグローバルエクスプレスより自動送信しております。

 　こちらに返信をしないで下さい。

 ・集荷依頼の変更・キャンセルがある場合は、以下集荷問合せ先へご連絡下さい。

***********************************************************************************

 集荷に関する問い合わせ先

 ペガサスグローバルエクスプレス

 ＸＸ支店

 00-0000-0000

集荷受付メール
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お⾒積り

『お⾒積り』→『送料お⾒積り』で送料のお⾒積りが可能です。

各条件を⼊⼒し、『⾒積』ボタンをクリック下さい。

当⽉の燃料費を含めた⾦額が表⽰されます。

（ご提⽰させて頂いております料⾦表の⾦額が表⽰されます。）

※⾒積もり料⾦は、参考値となります。請求⾦額につきましては、当社での検量結果

に基づき算出されます。
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システム 〜パスワード変更〜

『システム』→『パスワード変更』でパスワードが変更できます。

新パスワード欄と新パスワード（確認）欄に

英数6文字以上、20⽂字未満で⼊⼒し作成下さい。
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①PegasusShipにログインをして、送り状情報を⼊⼒して送り状を作成する

 当社の送り状となります。当社に搬⼊後、選択した国際宅配便のAWBに変換され

 輸送されます。送り状作成時に、選択した国際宅配便のAWB NO.（追跡番号）が

 採番されます。

②集荷（発送）⼿配を⾏う

 （集荷場所等によって集荷方法が違います。以下の何れかで当社へ搬入ください。）

 1. PegasusShipの集荷依頼機能を利⽤して集荷依頼を⾏う

 2.   電話にて集荷依頼を⾏う

 3. 宅配便にて当社へ搬⼊する

  当日

③出荷の準備をする。

  印字した送り状をビニールポケットに入れて貨物へ貼付け下さい。

  インボイスがある場合はインボイスも一緒に貼付け下さい。

  送り状作成時に『すぐに出荷する』のチェックボックスを外した場合は、

  『送り状一覧』より該当の貨物の『出荷』ボタンを押して下さい。

④貨物の引き渡し・発送

  ⾃社便・提携業者・宅配便にて当社倉庫へ輸送されます

⑤当社倉庫へ搬入

  梱包状態の確認、インボイス内容品点検、検量検尺後、選択した国際宅配便の

  AWBラベルが貼付られます。

  翌日

⑥国際宅配便会社へ引き渡し

  当社より搬出され、国際宅配便会社の倉庫へ搬⼊。輸出通関後フライトとなります。

  選択した国際宅配便で受付が完了すると追跡画⾯より追跡が可能となります。

送り状作成からフライトまでの流れ

送り状作成

集荷手配

出荷準備

当社搬入

フライト
フライトフライト
フライト

貨物引渡
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ペガサス控
ペガサス控ペガサス控
ペガサス控 送り状

送り状送り状
送り状 1/1

お客様控
お客様控お客様控
お客様控

送り状が３枚印刷されます

送り状とペガサス控をビニールポケット

に入れて貨物に貼り付けて下さい

発送準備 〜書類扱い〜
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お客様控え ペガサス控え 送り状　1/1

ペガサス
ペガサスペガサス
ペガサス 送り状

送り状送り状
送り状 1/1お客様

お客様お客様
お客様

インボイ
インボイインボイ
インボイ

■１個口の場合

■２個口の場合

送り状が４枚印刷されます

(梱包数+２枚印刷されます。)

ペガサス
ペガサスペガサス
ペガサス 送り状

送り状送り状
送り状 1/2お客様

お客様お客様
お客様

インボイ
インボイインボイ
インボイ

送り状
送り状送り状
送り状 2/2

送り状とペガサス控、インボイス3枚を

ビニールポケットに入れて貨物に貼り付けて下さい

※上記以外に必要な通関書類がある場合は、

併せてご準備下さい。

送り状とペガサス控、インボイス3枚を

ビニールポケットに入れて『１個目の貨物』

に貼り付けて下さい

送り状の2/2をビニールポケットに入れて

『２個目の貨物』に貼り付けて下さい

※上記以外に必要な通関書類がある場合は、

併せてご準備下さい。

発送準備 〜貨物扱い〜
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