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■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

■主催：運輸・交通システムEXPO実行委員会

■URL：http://www.truckexpo.jp/2019/index.html

■運営事務局：日本イージェイケイ株式会社

■後援：(一社)日本3PL協会、(一社)運輸デジタルビビジネス協議会、(公社)日本バス協会、

(一社)日本事故防止推進機構、アルコール検知器協議会、(公社)日本通信販売協会,

(公社)全日本トラック協会、(公社)日本包装技術協会、(一社)全国スーパーマーケット協会

■同時開催：ワイヤレスジャパン2019/ワイヤレスIoT EXPO2019

ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2019

IDE TOKYO-ドローンソリューション＆技術展-2019

開催概要

出展社一覧 合計55社/団体（2018年は44社）

(株)A.R.M.S.、(株)あきば商会、(株)アグレクション、ATrack Technology Inc.、(有)アネストシステム、
アルコール検知器協議会、(株)イージスワン、Eastem Industrial, Corp、(株)イエス,アンド、(株)ウイズ、
(一社)運輸デジタルビジネス協議会、(株)NPシステム開発、(株)LSIメディエンス、キーフェル(株)、(株)空調服、
(株)サンオータス、G&I TECH CO., LTD、(株)システムギアソフテック、SISTO CO., LTD.、JUKI(株)/(株)デルタツーリング、
(株)照栄、(株)システム計画研究所/ISP、(株)SNAPSHOT/(株)カレアコーポレーション/勅使川原産業(株)、(株)セイワ、
(株)データ・テック、テレニシ(株)、トビー・テクノロジー(株)、
(株)トライプロ/(株)コスモ技研/フリッカーヘルスマネジメント(株)、(株)ドラEVER、トレジャーデータ(株)、
(株)ナビタイムジャパン、(株)ニチボウ、(一社)日本事故防止推進機構、ネムリノチカラ、BlackVue、(株)ファイバーゲート、
フィガロ技研(株)、(株)フィリップス・ジャパン、(株)物流ウィークリー、(株)フルバック、(株)堀場製作所、(株)マクニカ、
マツキ ドライビング スクール、矢崎エナジーシステム(株)、YURUSOR(株)、ライフログテクノロジー(株)、(株)菱和、
(株)ルーフィ、(株)レインボーモータースクール交通教育センターレインボー、ワブコジャパン(株)
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総来場者数：56,757名（2018年度 54,423名）※同時開催展への来場者を含めた人数です。
内訳：5月29日（水）17,471名、5月30日（木）18,283名、5月31日（金）21,003名
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来場者データ 【来場者業種】
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来場者データ 【来場者職種】
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来場者データ 【関心のある分野】
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来場者データ 【運輸業者】（一部抜粋）

NBSロジソル
日立物流
ロジスティクス・ネットワーク
日立物流南関東
SBSリコーロジスティクス
富士物流
フジトランスコーポレーション
ホンダロジスティクス
南日本運輸倉庫
三菱ケミカル物流
アルプス物流
SGシステム
東洋水産
ヤマトオートワークス
三菱電機ロジスティクス
総合物流企業フジトランスコーポレーション
ヤマトロジスティクス
日立物流首都圏
SBSホールディングス
ジャパン・リリーフ
トランコム
首都高速道路
東日本高速道路
東電タウンプランニング
いすゞ自勤車首都圏
三菱電機システムサービス
パイオニア
パナソニック
JR東日本メカトロニクス
日立製作所
オリエンタルモーター
日本信号
クラリオン
マクセル
デンソーウェーブ
関西丸和ロジスティクス

幸洋運輸
シャープマーケティングジャパン
NECプラットフォームズ
クラリオンセールスアンドマーケティング
東芝インフラシステムズ
ヤマトオートクークス
運行管理省日の丸リムジン
ヨコオ
興国インテック
矢騎工ナジーシステム
市川環境エンジニアリング
ＳＧモー夕一ス
パルライン
総合東両製作所
いすゞ自動車
日産自動車
三菱ふそうトラック・バス
伊藤忠丸紅鉄鋼
豊田通商
ダイハツビジネスサポートセンター
ローソン
ミドリ安全
菱電商事
島村楽器
ミズノ
兼松
エプソン販売
エレマテック
長瀬産業
伯東
ジョルテ
オストリッチ運輸
食品流通システム
リョーサン
デンソーソリューション
セブン-イレブン・ジャパン

ＪＲ東日本運輸サービス
フェデラルエクスプレス
JR東日本運輸サービス
ANA成田エアポートサービス
ＳＢＳホールディングス
西武鉄道
東武鉄道
京成電鉄
東京急行電鉄
京王電鉄
オリックス自動車
相鉄ホールディングス
東京地下鉄
山崎製パン
東急バス
神姫バス
小田急バス
国際興業
みつばコミュニティ
アルピコ交通
啓和運輸
新晃
トラストシップ
大興運輸
Ｆ－ＬＩＮＥ
名鉄運輸
Ｊ－ロジテック
山村ロジスティクス総武物流
日本ユニシス
丸伊運輸
日生流通運輸倉庫
ぜロ・プラス関東
キリングループロジスティクス
東京三八五流通
東日本ｴｱ・ｳｫｰﾀｰ物流
松屋フーズ
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展示会場内セミナープログラム

5月29日(水)

10：30～11：10
トラック行政の動き

国土交通省 自動車局
貨物課長補佐 橋本 恵一郎 氏

11：20～11：40
ポイントを押さえた守りたくなる事故防止対策の作り

株式会社イエス,アンド
代表取締役 森川 美希 氏

11：50～12：40
ドラレコで交通事故はこう減らせる！

一般社団法人 日本事故防止推進機構/JAPPA 理事長 上西 一美 氏
株式会社ヤマネット 代表取締役 山田 泰壮 氏

12：50～13：30
ドライバー採用の専門部署を開設！若手の採用、育成、定着で有効求人倍率3倍超えの難局を乗り切る手法公開

一般社団法人 日本トラックドライバー育成機構
代表理事 酒井 誠 氏

13：50～14：30
運送業≪経営改革≫セミナー 取組み事例ポイント解説

保険サービスシステム社会保険労務士法人
常務取締役 馬場 栄 氏

14：40～15：00
スマートトレーラFMSについて -WABCOのトレーラ専用FMS

ワブコジャパン株式会社
営業部長 柴田 英紀 氏

15：10～15：50
運輸事業者の課題をともに解決「MaaSから乗務員の健康まで」

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会
代表理事 小島 薫 氏

16：00～16：40
アルコール検知器協議会 「飲酒問題の取り巻く環境について」

サンコーテクノ株式会社
機能材本部営業部長 坂口 正一 氏

セミナー総聴講者数：1,155名 セミナー件数：25件 最高聴講者数119名 ※セミナー会場80席
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展示会場内セミナープログラム

5月30日(木)

10：30～11：10
運輸事業者の課題をともに解決「MaaSから乗務員の健康まで」

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会
代表理事 小島 薫 氏

11：20～11：40
事故防止研修の基本はKYT

一般社団法人 日本事故防止推進機構/JAPPA 理事長 上西 一美 氏
株式会社ヤマネット 代表取締役 山田 泰壮 氏

12：00～12：40
運送業≪経営改革≫セミナー 取組み事例ポイント解説

保険サービスシステム社会保険労務士法人
常務取締役 馬場 栄 氏

12：50～13：10
スマートトレーラFMSについて -WABCOのトレーラ専用FMS

ワブコジャパン株式会社
営業部長 柴田 英紀 氏

13：20～13：40
AEGISAPP運送業２製品発表〜日報・運賃自動計算と動態管理〜

株式会社イージスワン
代表取締役 鶴田 由規夫 氏

13：50～14：30
運送業の「働き方改革」を実現！スマートフォンによる物流IT化

株式会社ナビタイムジャパン
ソリューション事業責任者 鈴木 祐介 氏

14：40～15：10
人材戦略に勝つためには-柔軟な雇用対策-

株式会社ドラEVER
代表取締役 社長 加藤 智江 氏

15：20～16：00
アルコール検知器協議会 「飲酒問題の取り巻く環境について」

東海電子株式会社
専務取締役 杉本 哲也 氏

16：10～16：30
点呼システムを活用した働き方改革の実現

テレニシ株式会社 東京支店 法人事業本部 三部
ソリューション３課/課長代行 吉田 寛之 氏
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5月31日(金)

10：30～11：10
運送業≪経営改革≫セミナー 取組み事例ポイント解説

保険サービスシステム社会保険労務士法人
常務取締役 馬場 栄 氏

11：20～12：00
アルコール検知器協議会 「飲酒問題の取り巻く環境について」

株式会社タニタ 営業戦略本部 ＬＳ営業部
東日本営業グループ 坂田 和彦 氏

12：10～12：30
スマートトレーラFMSについて -WABCOのトレーラ専用FMS

ワブコジャパン株式会社 営業部長
柴田 英紀 氏

13：00～13：40
運輸事業者の課題をともに解決「MaaSから乗務員の健康まで」

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会
事務局長理事 鈴木 久夫 氏

13：50～14：10
ドライバーに快適な環境を提供するGLPの先進的物流施設

日本GLP株式会社 事業開発部
シニアマネージャー 新城 智史 氏

14：20～14：40
ドラレコ運用のキモは『ヒヤリハット映像』

一般社団法人 日本事故防止推進機構/JAPPA 理事長 上西 一美 氏
株式会社ヤマネット 代表取締役 山田 泰壮 氏

15：00～15：20
バック事故はなくせます！〜車両運転操作の数値化でできる安全教育〜

株式会社データ・テック 営業本部
営業二課 福井 雅宏 氏

15：30～15：50
「交通・自動車業界におけるデジタルトランスフォーメーション」

フロスト&サリバン ジャパン株式会社
成長戦略アソシエイトディレクター 大金 俊雄 氏
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展示会場内セミナープログラム
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メディア掲載実績

アイティメディア
朝日新聞
インフラビジネスJapan
インプレス
ウイング
エスマックス
NHK
オーム社発行雑誌
価格.com
化学工業日報
ガスエネルギー新聞
ギフトニュース
クリーンエネルギー調査・研究所
クロステック
ケータイWatch
月刊経済界
月刊コマーシャルモーター
建通新聞
交通毎日新聞
産業タイムズ
産経新聞
フジサンケイビジネスアイ
新日本流通新聞
センサイト・プロジェクト
中小企業ニュース、
通信興業新聞
できるビジネス
できるネット
テクニカル・トータル・サービス
テレケーブル
テレコミュニケーション
テレビ朝日
電化新聞
電波技術協会
電波タイムス
東洋経済
ドローンネクスト

内外多文化福祉新聞
西日本新聞
日刊建設産業新聞
日刊工業新聞
日刊自動車新聞
日刊スポーツ
日経ｘTECH（クロステック）
日経エレクトニクス
日経クロストレンド
日本経済新聞
日本テレビ
日本物流新聞日本流通産業新聞
燃料電池開発情報センター
フジテレビ
物流Weekly
プロパン・ブタンニュース
マイナビ
三井抵当証券
港家
メカトロニクス
メディア・ヴァーグ
輸送経済新聞
讀賣テレビ
読売テレビ報道局
ロイター編集局(THOMSON 
REUTERS)
BCN
BICYCLE21
BUILT
businessnetwork.jp
CHINA CENTRAL TELEVISION
EE Times Japan/EDN 
Japan/MONOist
ITmedia Mobile
ITライフハック
JAF MEDIA WORKS
MONOist

News&Chips
NIKKEI CNBC
RBB TODAY
RBB TODAY
Response
RFワールド
sky TV
TBSテレビ
TechFactory
the japan times
TV美學
YTV
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写真
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写真
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運輸・交通システムEXPO2019 大阪 結果報告書
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■会期：2019年6月6日(木)～7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
次世代モビリティ開発技術展

■URL：http://www.truckexpo.jp/2019/index.html
http://www.srobo.jp

■運営事務局：株式会社エグジビションオーガナイザーズ/日本イージェイケイ株式会社
■後援：(一社)日本3PL協会、(一社)運輸デジタルビビジネス協議会、(公社)日本バス協会、
(一社)日本事故防止推進機構、アルコール検知器協議会、(公社)日本通信販売協会,
(公社)全日本トラック協会、(公社)日本包装技術協会、(一社)全国スーパーマーケット協会
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開催概要

出展社 14社/団体 同時開催展 40社（詳細はhttp://www.srobo.jpにて）

アダマンド並木精密宝石(株)、(有)インターラック、(株)ウイズ、(株)NPシステム開発、鎌田信号機(株)、(株)空調服、
(株)システムギアソフテック、JUKI(株)/(株)デルタツーリング、(株)照栄、(株)スマートドライブ、テレニシ(株)、
(一社)日本事故防止推進機構、(株)物流ウィークリー

http://www.truckexpo.jp/2019/index.html
http://www.srobo.jp/
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総来場者数：13,026名（2018年度 10,765名） ※同時開催展への来場者を含めた人数です。
内訳：6月6日（木）6,310名、5月30日（金）6,716名

来場者データ 【来場者業種】
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来場者データ 【部署】
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来場者データ 【興味のある分野】
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展示会場内セミナープログラム

6月6日(木)

12：00～13：00
ドライバー採用の専門部署を開設！若手の採用、育成、定着で有効求人倍率3倍超えの難局を乗り切る手法公開

一般社団法人日本トラックドライバー育成機構
代表理事 酒井 誠 氏

13：30～14：00
人材戦略に勝つために -給与前払いの必要性-

株式会社照栄
代表取締役 岡野 照彦 氏

14：30～15：30
運輸事業者の課題をともに解決「ＭａａＳから乗務員の健康まで」

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会
代表理事 小島 薫 氏

16：00～16：20
点呼システムを活用した働き方改革の実現

テレニシ株式会社
岸本 和宏 氏

6月7日(金)

12：00～13：00
ドラレコで交通事故はこう減らせる！

一般社団法人 日本事故防止推進機構/JAPPA
理事長 上西 一美 氏

13：30～14：30
運送業≪経営改革≫セミナー 取組み事例ポイント解説

保険サービスシステム社会保険労務士法人
常務取締役 馬場 栄 氏

15：00～15：20
点呼システムを活用した働き方改革の実現

テレニシ株式会社
岸本 和宏 氏

16：00～16：30
事故が無くなっていく会社とそうでない会社の差

株式会社ヤマネット
代表取締役 山田 泰壮 氏

18
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来場者データ 【運輸業者】（一部抜粋）

近畿運輸
ジェイアール東海物流
岡山シーアール物流
クラリオンセールスアンドマーケティング
流通サービス
オーエスライン
富士運輸
韮崎本町運送
イーアイティー
エッグ
クアドリティクス
フジプラス
クボタケミックス
しまむら
和栄タクシー
村田製作所
兵庫県タクシー事業協同組合
ゴトー物流
MS&ADインターリスク総研
嵯峨物流
コムアソート
上村運輸
有限会社荒川運送
ネクスト
三井倉庫トランスポート
富士興業
日本高速道路利用協同組合
アシナトランジット
丸二運送
桂通商
大阪シティバス
松葉タクシー有限会社
甲西陸運
泉州物流サービス
琴参タクシー

西日本鉄道
シーイーシー
エル・エヌ・ジー輸送
日通商事
中国糧飼輸送
大川陸運
ワーレックス
大幸薬品
桃谷運送
全農物流
ナブテスコサービス
藤俊運輸
三井化学
シャープ
コダマ
ニッコー運輸
日立物流ソフトウェア
岩谷物流
ダイハツ工業
間口バリュートランス
ナブアシスト
公益創造センター
ワカスギ
アジア航測
間口北近畿
神明ロジスティックス
神戸商運
明治ロジテック
浅田運輸
シーアール物流
サピエント
朝日倉庫センター
パナソニック
トヨタ自動車
新英運輸

日立物流
愛知陸運労働組合
富士ダイナミクス
パイオニア
オプラス
JFE西日本ｼﾞｰｴｽ
コープムービング
ゼンリン運輸
東和海陸運輸
東海運
アサヒタクシー
東洋運輸
白鳳運輸
コム・システム
大杉運輸
八潮運輸
日本製紙物流
新三協物流
大和物流
高山運輸
リオス
シンワ・アクティブ
ミズノ
明治
サントリーホールディングス
広島ロータリー輸送
親陽運送
朝日通商
脇地運送
愛媛合同物流
中央自動車工業
三生運輸
生活協同組合おおさかパルコープ
ダイワ運輸
サッポログループ物流
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2020年開催概要
会期：2020年5月13日(水)～15日(金)  会場：東京ビッグサイト 青海展示場 Aホール
同時開催：ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2020、ワイヤレスジャパン2020、
IDE TOKYO-ドローンソリューション＆技術展-2020

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

出展問い合わせフォーム
【9月30日までのお申込みで出展料金10％OFF！】

運輸・交通システムEXPO2020 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
【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

21


