
■会期：2018年5月23日（水）～25日（金）

■会場：東京ビッグサイト西3、4ホール

■主催：運輸・交通システムEXPO実行委員会

■運営事務局：日本イージェイケイ株式会社

■後援： （公社）全日本トラック協会、 （公社）日本バス協会、

（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会、（一社）日本3PL協会、

（公社）日本包装技術協会、 （一社）日本パレット協会、

日本マテリアル・ハンドリング協会、（一社）日本物流システム機器協会、

（一財）環境優良車普及機構（LEVO）、（一社）新日本スーパーマーケット協会、

（一社）情報通信技術委員会、 （一社）日本トラックドライバー育成機構、他

■同時開催：ワイヤレスジャパン2018/ワイヤレスIoT EXPO2018

ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2018

IDE TOKYO-ドローンソリューション＆技術展-2018

運輸・交通システムEXPO 2018 結果報告書



総来場者数：54,423名 （2017年度 50,574名）※同時開催展への来場者を含めた人数です。

内訳：5月23日（水）16,677名、5月24日（木）17,454名、5月25日（金）20,292名

来場者アンケート①

2017年度は
運輸業（トラック輸送）・・・34.1 %
運輸業（バス・タクシー） ・・・ 6.5 %
運輸業（鉄道・海運・空輸） ・・・ 1.3% 
物流業（倉庫・荷役・3PL企業）・・・7.0 % 
企業の物流管理部門（荷主） ・・・ 1.2 %
通信事業者/インターネットサービスプロバイダー（ＩＳＰ）/
サービスプロバイダー（ＡＳＰ・ＣＳＰ） ・・・ 2.7 %
製造（自動車・車体・部品・輸送関連機器） ・・・ 6.8%
製造（通信・電気機器・家電・精密機器） ・・・9.3%
製造（電子部品・半導体）/製造（電池・発電器） ・・・ 1.7%
自動車ディーラー） ・・・ 0.3 %
ソフトウェア開発企業/システムインテグレーター・・・ 7.7 %
農林/水産/鉱業/建設/土木・・・ 1.6 %
食品/化学/薬品・・・ 1.6 %
小売/卸/商社） ・・・ 7.4 %
金融/保険・・・ 1.8  % 
電気/ガス/水道/官公庁/自治体/協会/団体・・・ 2.5 % 
研究所/コンサルティング・・・ 2.4 % 
学校/教育機関/医療機関・・・ 0.6 % 
メディア（放送・出版など）／印刷/広告/報道記者・・・ 2.5 % 
その他・・・ 1.0 %

来場者の業種

運輸業（トラック輸送）

35.9%

運輸業（バス・タクシー）

6.8%

運輸業（鉄道・海運・空輸）, 

1.6%

物流業（倉庫・荷役・

3ＰＬ企業） 8.0%
企業の物流管理

部門（荷主） 2.5%

通信事業者／インターネット

サービスプロバイダー（ＩＳ

Ｐ）／サービスプロバイダー

（ＡＳＰ・ＣＳＰ） 2.4%

製造（自動車・車体・部品・

輸送関連機器） 8.4%

製造（通信・電気機器・

家電・精密機器）, 5.5%

製造（電子部品・半導体）／

製造（電池・発電器） 1.6%

自動車ディーラー, 0.3%

ソフトウェア開発企業…

農林／水産／鉱業

／建設／土木 1.6%

食品／化学／薬品 1.3% 小売／卸／商社 7.9%

金融／保険 1.9%

電気／ガス／水道／官公庁

／自治体／協会／団体 1.9%

研究所／コンサルティング

2.6%

学校／教育機関／

医療機関 0.30%
メディア（放送・出版など）／印刷

／広告／報道記者 2.70%

その他 1.10%



来場者アンケート② 来場者の職種

2017年度は
経営企画・社長室・・・17.5 % 
ロジスティクス・・・ 5.8%  
物流・流通管理・・・ 12.5 % 
営業企画・販売促進・マーケティング・・・ 13.4%  
営業・・・ 21.2 % 
購買・・・ 0.9 % 
設計・製造・・・ 2.3 % 
研究・開発・・・ 6.9 % 
情報システム・・・ 5.4 % 
商品・サービス企画／開発・・・ 4.9 % 
総務・人事・・・ 2.9 % 
財務・経理・・・ 0.7 % 
広報・宣伝・・・ 0.4 % 
報道記者・・・ 0.3 %
その他・・・ 4.9 %

経営企画・社長室, 17.2%

ロジスティクス 4.9%

物流・流通管理 11.9%

営業企画・販売促進・マーケ

ティング 13.4%

営業 22.9%

購買 1.0%

設計・製造 3.3%

研究・開発, 6.2%

情報システム 4.1%

商品・サービス企

画/開発, 5.1%

総務・人事 3.8%

財務・経理 0.3%

広報・宣伝 0.8%
報道記者 0.3% その他 4.8%



来場者アンケート②

勤務先従業員数 製品／サービスの導入に関わる立場

2017年度は
50人以下・・・21.7% 
51～99人・・・ 10.0 %
100～499人・・・ 27.5% 
500～999人・・・ 9.0% 
1,000～4,999人・・・15.7% 
5,000～9,999人・・・3.7% 

10,000人以上・・・12.3%

2017年度は
購入／導入の決定・承認をする・・・ 23.9 % 
購入／導入の為のアドバイスを行う・・・ 21.0 % 
購入／導入の為の情報収集を行う・・・ 37.4 % 
特に関与していない・・・ 17.7 % 

50人以下 22.0%

51～99人 10.1%

100～499人 26.4%

500～999人 9.2%

1,000～4,999人

16.9%

5,000～9,999人 4.0%

10,000人以上 11.4%

購入／導入の決定・

承認をする, 22.2%

購入／導入の為のア

ドバイスを行う, 18.7%

購入／導入の為の情

報収集を行う, 37.6%

特に関与していない, 

21.5%



来場者アンケート③

来場者が関心のある分野/キーワード（複数回答可）

2017年度は



出展社アンケート①

出展目的

新規開拓

25%

新製品発表

13%

既存製品の販売促進

31%

技術PR

6%

企業ブランディン

グ

0%

市場ニーズと情報収集

19%

代理店の開拓

6%

既存顧客への情報提

供ができた

34%

新規顧客開拓ができた

33%

バーコードシステム

がよかった

33%

来場者と交換した名刺・・・・平均：374枚
第1位1350枚、第2位200枚、第3位120枚

引き合いの見込める商談件数・・・・平均：12件

出展成果



出展社一覧 合計44社/団体（2017年は49社）

展示会場内セミナープログラム ①

5月23日(水)

10：30～11：10
トラック運送業の働き方改革について

橋本 恵一郎氏（国土交通省 自動車局 貨物課長補佐)

11：20〜12：00
人材不足スパイラルから脱する運送会社プロモーション経営術

岡野 照彦氏（昭栄物流 代表取締役）

13：00～13：40
働き方改革により運輸業の労務管理はこう変わる

馬場 栄氏（保険サービスシステム 取締役）

13：50～14：30
スマートフォンが運送業界を救う！物流ICT化の最前線

鈴木 祐介氏（ナビタイムジャパン ビジネスナビタイム事業 部長）

14：40～15：20
物流クライシスを乗り越えるために運輸業界が今やらなければならないこと

坂田 優氏（Hacobu 取締役COO）

15：30～16：10
IoT、AIを用いた運輸業界の課題解決とビジネスチャンス

松島 聡氏（シーオス 代表取締役社長）

日本藍天電動汽車、あきば商会、アクト、Agrexsione、イエス,アンド、インテック、INBYTE、エヌ・ティー・エス、NPシ
ステム開発、LSIメディエンス、0: （オー）、クラリオン、グリーンベル、三陽工業、SISTO、システムギアソフテック、
システム計画研究所/ISP、JUKI／デルタツーリング、城山、スナップショット、ゼンリンデータコム、DNPアイディーシス
テム、データ・テック、データプラス、デンソー、東芝情報システム、トビー・テクノロジー、ドライバー専門求人サイト
ドラEVER、ナウトジャパン、ナビタイム、日本交通安全教育普及協会、バスくるグループ、バスくるミラくる、フジ医療器、
物流ウィークリー、BlackVue、フリッカーヘルスマネジメント／トライプロ／コスモ技研、フルバック、堀場製作所、モス
ウェル、矢崎エナジーシステム、YURUSOR、リアライズコーポレーション、ルーフィ



展示会場内セミナープログラム ②

5月24日(木)

10：30～11：30
ドライブレコーダーが実現する人・交通の見たい～運行管理から自動運転まで～

田中 裕太郎氏（日本ユニシス 公共第二事業部 ビジネス統括二部 トランスポーテーション部 主任）

13：00～13：40
働き方改革により運輸業の労務管理はこう変わる

馬場 栄氏（保険サービスシステム 取締役）

13：50～14：30
ドライバー不足を解消する採用、面接、教育をそつなくこなす『デキる管理者』の育て方

酒井 誠氏（日本トラックドライバー育成機構 代表理事）

14：40～15：00
バック事故はなくせます！～SRでバック操作の見える化を～

八ツ橋 司氏（データ・テック 営業本部 主任）

15：10～15：30
睡眠で、ドライバーの事故防止／安全運転をサポートする

林 恭弘氏／谷本 潤哉氏（ディープ・フォレスト／O:（オー） 代表社員・医師（産業医）／CEO）

5月25日(金)

10：30～11：10
働き方改革により運輸業の労務管理はこう変わる

馬場 栄氏（保険サービスシステム 取締役）

13：30～14：30
運輸事業者とIT等のサポート企業と連携した「安心・安全・エコ・健康」の取り組み

小島 薫氏／城山 憲明氏、その他協議会会員（運輸デジタルビジネス協議会／日本宅配事業推進協会 事務局長）



メディアの実績 （同時開催展含む）

【新聞・雑誌】 神奈川新聞/神奈川新聞社 交通毎日新聞/交通毎日新聞社
Signs&Displays/マスコミ文化協会 通信興業新聞/通信興業新聞社
テレコミュニケーション/リックテレコム 電気新聞/日本電気協会新聞部編集局
電経新聞/電経新聞社 電波新聞/電波新聞社
電波タイムズ/電波タイムス社 東京交通新聞/東京交通新聞
日刊運輸新聞/運輸新聞 日刊自動車新聞/日韓自動車新聞社
日経コンストラクション/日経BP社 日本証券新聞/日本証券新聞社
農経新報/農経新報社 B-maga/サテマガBI
物流ウィークリー/物流産業新聞社 メカトロニクス/Gichoビジネスコミュニケーションズ
夕刊三重/夕刊三重新聞社

【WEB】 Itmedia News/アイティメディア Itmedia Mobile/アイティメディア
EE Times Japan/アイティメディア Event Marketing News/MICE研究所
Viva!Drone/ドローンデパートメント AC Watch/インプレス
S-MAX/ライブドア Autoblog/Oath Japan
クラウドWatch/インプレス ケータイWatch/インプレス
産経ニュース/産経デジタル SankeiBiz/産経デジタル
fabcross/メイテック CGWorld.jp/ボーンデジタル
Jiji.com/時事通信 展示会とMICEニュース/ピーオーピー
Dream News/グローバルインデックス DRONE/プロニュース
BIGLOBEニュース/NECビッグローブ businessnetwork.jp/リックテレコム
Phile Web/音元出版 ニコニコニュース/ドワンゴ
日経 xTECH Active/日経BP 日経エレクトロニクス/日経BP
日刊工業新聞電子版/日刊工業新聞 マイナビニュース/マイナビ
宮崎日日新聞/宮崎に二日新聞 Yomiuri Online/読売新聞社
レスポンス/イード Logistics Today/マーケティングパートナー

【テレビ】 NHK首都圏ニュース/NHK



運輸運送業者来場者一覧（一部抜粋）

キユーソーティス株式会社
株式会社新晃
株式会社バンテック
株式会社大崎
日本梱包運輸倉庫株式会社
日本通運株式会社
キャリテック株式会社
株式会社商船三井
山九株式会社
SGシステム株式会社
SBSホールディングス株式会社
株式会社丸和運輸機関
ニッコンホールディングス株式会社
両備ホールディングス株式会社
センコー株式会社
鴻池運輸株式会社
神奈川中央交通株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
株式会社丸運
日本梱包運輸倉庫株式会社
日本通運株式会社
株式会社日立物流首都圏
ヤマトボックスチャーター株式会社

株式会社はとバス
J-ロジテック株式会社
小田急バス株式会社
日本貨物鉄道株式会社
丸全昭和運輸
株式会社 日立物流関東
西武鉄道株式会社
株式会社パルライン
大和物流株式会社
株式会社 日立物流東日本

日鉄住金物流株式会社
名糖運輸株式会社
株式会社日立物流首都圏
神姫バス株式会社
一般社団法人AZ-COM丸和･支援ネットワーク
株式会社流通サービス
カトーレック株式会社
佐川急便株式会社 東京本社
浪速運送株式会社
フェデックスエクスプレス
セイノーホールディングス株式会社
綜合警備保障株式会社
濃飛倉庫運輸株式會社
株式会社新開トランスポートシステムズ
国際興業株式会社
東武バス株式会社
近畿日本鉄道株式会社
国際興業株式会社
株式会社ベストランス
朝日航洋株式会社
丸全昭和運輸株式会社
神鋼物流株式会社
ANA成田エアポートサービス株式会社
株式会社日立物流
センコー株式会社
大同特殊鋼株式会社
カリツー株式会社
株式会社本田技術研究所 二輪R&Dセンター
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社啓和運輸
花王ロジスティクス株式会社

他



運輸・交通システムEXPO in大阪 開催結果



運輸・交通システムEXPO in大阪 2018開催結果

会期：2018年6月7日（木）～8日（金） 会場：インテックス大阪5号館
同時開催：サービスロボット開発技術展、産業用ロボット開発技術展、ロボットITソリューション展

来場者の業種 来場者の職種

総来場者数：10,765名 運輸・交通システムEXPO来場者数：1,730名

経営企画・社長

室, 22.2%

ロジスティクス

20.8%

物流・流通管理

17.0%営業企画・販売促進・

マーケティング 7.2%

営業 9.6%
購買 2.2%

設計・製造 1.0%

研究・開発, 1.9%

情報システム 4.8%

商品・サービス企

画/開発, 3.1%

総務・人事 4.8%

財務・経理 1.2%
広報・宣伝 0.2%

報道記者 1.7%

その他 2.4%



2019年開催概要
会期：2019年5月29日(水)～31日(金)  会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール
同時開催：ワイヤレス・テクノロジー・パーク2019、ワイヤレスジャパン2019/ワイヤレスIoT EXPO
EXPO2019、IDE TOKYO ドローンソリューション＆技術展-2019

運営事務局: 日本イージェイケイ株式会社

問合せ先:
〒105-0011
東京都港区芝公園1-2-6
ランドマーク芝公園7F
TEL: 03-6459-0444  FAX: 03-6459-0445
E-mail:tech@ejkjapan.co.jp

出展問い合わせフォーム

運輸・交通システムEXPO2019 開催のご案内

御社名:

所属/役職：

ご担当者名

TEL:                                               

E-mail:                                           

名刺

▼ このままお送りください FAX:03-6459-0445 ▼

【1】お問合せ内容：[ ]出展したい [ ]出展を検討したい [ ]展示会について詳しい話しを聞きたい
[ ]同時開催展について知りたい

【2】希望小間数： 小間 【3】ご決定時期： 月頃
【4】その他ご要望など 「企画してもらいたいテーマ」、「商談したい来場者層」etc


