
◆会期：2019年5月29日(水)～31日(金) 10:00～18:00 最終日は17:00まで
◆会場：東京ビッグサイト西3・4ホール
◆後 援（予定）：（公社）日本バス協会、（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、（公社)日本通信販売協会 他

◆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2019
IDE TOKYO-ドローンソリューション＆技術展-2019

◆会期：2019年6月6日(木)～7日(金) 10：00～17：00まで
◆会場：インテックス大阪
◆後 援（予定）：（公社）日本バス協会、（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会、

近畿バス団体協議会、（一社）日本３PL協会

◆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

出展案内書

運輸・交通システムEXPO  2019
東京 大阪

東京開催

大阪開催

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



運輸・交通システムEXPO2019コンセプト

トラック、バス、タクシーなど
運輸・運送・交通事業の安全・省エネ、ドライバーの健康管理

安全運転、事故防止、省エネ運行、ドライバーの健康管理、そして業界全体の人材不足は、運輸・交通業界の大切なテーマとなっています。
これらの課題を解決するためのシステムや製品、サービス、技術を求める来場者とのビジネスマッチングの場が「運輸・交通システムEXPO」
です。また運輸業界でもIoT化は進んでおり、「ETC2.0」、「自動安全走行など」の最新アプリケーションの展示やセミナーも開催し集客を
行います。
物流新時代を支える新たな切り口の展示会『運輸・交通システムEXPO』は、運輸・運送業界における新規顧客開拓と市場拡大のための大きな
ビジネスチャンスを提供します。ぜひとも『運輸・交通システムEXPO2018』にご出展をお願いいたします。

■運送事業者 ■バス、タクシー事業者 ■企業の物流管理・配送部門 ■3PL関連部門
■荷主にあたるユーザー企業 ■自動車メーカー、ディーラー ■自動車機器、部品メーカー
■システムインテグレーター etc

来場対象

■安全運転・事故防止
安全運転支援システム、安全運行を支援する製品やソリューション

■ドライバーの健康管理
ドライバーの健康管理や体調管理を行うための各種製品やソリューション

■業務効率改善支援
コスト低減ニーズに応える運行管理システムやIP無線など

■省エネ機器＆メンテナンス
省エネ運行に関するシステム、タイヤなど環境に配慮した省エネ関連アイテムや

車体のメンテナンス製品やサービス etc

出展対象
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メリット①
運送会社から旅客運輸まで、人とものを運ぶ運輸業界に特化した
唯一の専門商談展！
■「省エネ」「安全運転」「業務効率化」など、具体的な課題を持った来場者へ
直接商品・サービスのPR営業が可能です！

〇新規顧客開拓に 〇既存顧客フォローに 〇開発ニーズのヒアリングに
〇新製品発表に 〇既存製品の新たな切り口での販促に、是非ご出展をご検討ください！

毎年、出展社と来場者の間で、多くの商談が生まれています。

メリット②
安全運転や業務効率化に関連した専門性の高いセミナーをテーマに沿って
毎日開催し、目的意識の高いユーザーを多数誘致します！
■運輸業界の最重要課題「安全運転」「事故防止」「人材不足解決」を
テーマにセミナーを開催！目的意識の高い来場者を多数集客！

メリット③
ターゲットとなる顧客層へ効率よく貴社製品やサービスの訴求を行えます！
『数千名のターゲット層に対し、展示やセミナーを通して一度にアプローチが可能！』
『Webや紙媒体ではなかなか伝わらない製品やサービスの特徴を、
実機を見せながら直接訴求可能！』

■前回の最大見込み顧客獲得数：1,350枚以上！ 出展社満足度60％！
商品導入に関わる割合約80％！ ※出展社アンケートデータより

出展メリット
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出展サポートプラン

運営事務局では出展頂いた皆様に成果を出して頂くために、各種サポートプランを準備させて頂いております。

バーコードシステムによる会期中営業の効率化
ブースに来た来場者の名刺情報や、業種、関心のあるテーマ、決裁権の有無など情報を、
バーコードを読み取るだけで効率的に収集することが可能です。
※料金はP18の料金表をご参照ください

DM・招待券の無償提供
事務局から貴社名を掲載したDM(招待券)を必要枚数ご提供させていただきます。
既存顧客及び営業先リストへ配布いただくことで、
展示会を有効なクロージングの場としてご利用いただけます。
また本招待券は来場対象者約70,000件に対して事務局より送付させていただきます。

ターゲティングメールの送信による会期前告知
事務局で保有する来場者データ約70,000件の中から、業種、カテゴリーなどを絞ったメール配信を行うこと
が可能です。貴社で行うセミナーの情報や展示製品の情報などの事前告知にお使いください。
※料金はP21の料金表をご参照ください

興味の高い来場者を集めたセミナーの開催
会場内及び、会場外の特設会場にて、事前に聴講者を集めたでセミナーの枠をご準備させていただきます。
貴社のセミナーテーマに興味をもった来場者を一堂に集めることで、効率的にPRを行っていただけます。
※料金はP.18の料金表をご参照ください

誘導看板やWebバナーによる会場内でのブース誘致
公式HPでの貴社バナーの掲載や、会場内の受付看板や誘導看板、ガイドマップなど、
来場者の目に留まる場所に貴社広告を掲載することが可能です。
ターゲットとなる来場者との商談率のUPにご使用ください。
※詳細はお問い合わせください

会
期
前

～
会
期
中
～

会
期
後

ターゲティングメールの送信による会期後告知
会期前のターゲティングメール同様、実際に来場したデータに対し業種、カテゴリーを絞ったメール配信を
行うことが出来ます。
会期後の御礼や、自社サービスのセミナーや説明会の紹介等にお使いください。※料金はP.18の料金表をご参照ください 3



物流業界やIoTに関する各種ニーズを捉えた各種専門セミナーを毎日開催！運輸、物流業界
の各事業社が今もっとも興味の高い内容を訴求、展示とセミナーを連動させ、目的を持った
来場者の誘致をはかります。

◆充実したセミナーで来場者を惹きつけます！

◆業界専門誌、メディアパートナーとの広報活動！

◆メール配信やDMによる告知活動！

◆出展製品情報をWEBとDMに掲載！

出展社情報、製品情報を無料掲載します。また事務局からの来場誘致メールでも出展社情報を配信
してブースへの来場者誘導を計ります。

2018年のセミナー受講者数：目的意識の高い約700人を動員

①全日本トラック協会との集客協力！
関東圏と近畿圏の運送会社を中心に30,000枚以上の招待券を発送

②3PL協会員約230社へ招待券を発送
③全国タクシーハイヤー協会からのメールマガジンの配信
④日本バス協会員2,200社への招待券発送
⑤業界専門誌紙との連携による強力な集客告知
掲載媒体一覧（予定）：「広報トラック」、「The TRUCK」、

「物流ウィークリー」

集客プロモーション計画

過去来場者を含む7万件以上のデータに対して招待券を発送
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注力企画テーマ

2019年注力企画① 運輸業界向け人材不足解決セミナー2019

運輸交通業界の人手不足は依然として重要な課題となっており、運送会社の配送料の値上げ、それに伴う各荷主による独自の運送シス
テムの構築など、業界内の再構築が進んできています。運輸・交通システムEXPO内ではドライバー採用のためのノウハウから定着、
採用後の就業規則の作成、ドライバーの育成方法、効率的な人材の活用法までを、当日会場内にてセミナー形式で開催いたします。

2018年の大盛況を受け、本年も開催！
2019年は人材配置、配車管理の最適化など効率化支援の他、荷主側の視点に立った

新しい配送システムのご提案なども募集。
また運送会社側と荷主側両社の視点を交えたセミナーを国策を交え開催し、

運輸会社の経営層と、出展社とのビジネスマッチングを計ります！！

セミナーへのご参加も是非ご検討ください！

東京

東京開催、大阪開催共に人材への課題意識は非常に高く、特に東京開催に関しては、
2016年アンケート結果の360名から飛躍的に関心が高まっています。

■来場者が関心のある分野/キーワード（複数回答可） 人材への関心は依然として残る！

367
405

562
592

639
693

828
858

1072
1209
1237

1302
1491

運行管理-8（3PL関連の…
その他の運行管理システム
運行管理-6（NFC、RFID、…

運行管理-5（受発注管理シ…

運行管理-7（音声認識、…
省エネ（エコドライブ支援シ…
人材（人材不足の解決支…
運行管理-3（ワイヤレス通…
運行管理-4（配車・配送シ…
運行管理-2（GPS、テレマ…

運行管理-1（デジタルタコグ…
安全運転支援-1（タイヤ空…
安全運転支援-2（居眠り運…
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注力企画テーマ

2019年注力企画② 運輸業界向けIT化推進パビリオン

メリット① 複数社の製品を一度に比較検討できることで、より具体的な商談に繋がります。

メリット② 事前に7万件以上の来場者データに対して製品情報を配信します。
過去来場者を含むデータに対し、出展製品やセミナー情報を定期的に配信し、目的意識を高め、事前問い合わせにつなげていきます。

メリット③ 無線ソリューションの専門展示会「ワイヤレスジャパン」
「ワイヤレス・テクノロジー・パーク」との同時開催
安全な運行管理には、モバイル通信の技術やサービスも必要不可欠です、次世代のモバイル通信をリードする

専門展と同時開催を行うことで、より関心の高い来場者を動員します。

メリット④ 来場者の導入に対する意識や必要性を高める専門セミナーを開催
国土交通省や最新サービスを提供する企業による専門セミナーを開催し、最新サービスの導入の必要性とメリットを
訴求します、また出展社セミナーを同プログラム内にて開催、関心の高まった来場者へすぐさま製品のPRを
行っていただけます。

居眠り運転防止装置、衝突防止システム、疲労軽減アイテム、SAS等早期診断相談といった安全運転支援、ドライバー管理への関心も引
き続き高いです。運輸・交通システムEXPOでは、これらのサービスやシステムの展示エリアとセミナープログラムを開催し、リスク軽
減と安全な運行管理システムを求める運輸業界にビジネスマッチングの場を提供します。

昨年に引き続き圧倒的に関心を集めています！
東京
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2018年来場者数

■運輸・交通システムEXPO2018東京開催 来場者数のご報告 （カッコ内は2017年の実績）

5/23（水） 曇りのち雨 16,677名（16,260名）

5/24（木） 晴れ 17,454名（15,528名）

5/25（金） 晴れ 20,292名（18,786名）

合計 54,423名（50,574名）

※同時開催展への来場者数を含む

■運輸・交通システムEXPO in 大阪 来場者数のご報告 （カッコ内は2017年の実績）

6/7（木） 曇りのち晴れ 5,215名（5,175名）

6/8（金） 曇りのち雨 5,550名（5,359名）

合計 10,765名（10,534名）

※同時開催展への来場者数を含む
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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

運輸・交通システムEXPO2018【東京】 出展企業一覧 合計44社／団体(2017年は49社)

運輸・交通システムEXPO2018【大阪】 出展企業一覧 合計10社/団体（2017年は12社）

NPシステム開発、コムアソート、システムギアソフテック、スナップショット、デンソー、ドラEVER、フジ医療器、物流ウィー
クリー、YURUSOR、リアライズコーポレーション

メディア実績【東京/大阪】

【新聞】

【WEB】

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、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、夕刊三重/夕刊三重新聞社、 他 ※順不同

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 xTECH Active/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 他 ※順不同
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出展目的 出展社満足度

2018年出展社成果

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%

市場ニーズと情報

収集…

代理店の開拓

6%

満足

20%

普通

40%

少し不満

40%
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出展成果

2018年出展社成果

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

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%
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東京開催来場者報告
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2018年来場者属性【東京】

■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／システム

インテグレーター 6.8%

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%

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 %
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2018年来場者属性【東京】

■職種

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…

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%

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 %
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■勤務先の従業員数 ■製品／サービスの導入に関わる立場

約8割の来場者が購入、導入に対して
影響力を持っています。

2018年来場者属性【東京】

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%

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% 

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%

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 % 

14



来場者が関心のある分野/キーワード（複数回答可）

2018年来場者属性【東京】

2017年

15



5月24日（木）セミナープログラム

5月25日（金）セミナープログラム

5月23日（水）セミナープログラム

運輸・交通システムEXPO2018 東京会場セミナープログラム

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）

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）

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）
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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
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東京開催出展料金 ※2018年8月末日までのお申込みで出展料金を10％割引いたします！

■スペース料金 ※料金は消費税8％の税込表示です。

■パッケージブース料金

■トライアルパック

■セミナープラン※詳細はお問い合わせください。

■バーコードシステム：￥54,000(税込)
※EXCELデータ作成、データ納品までを含めた料金、ご納品までには8営業日程度を予定しております。

■ターゲティングメール：￥108,000(税込)
※1回配信／送信時期は事務局からの案内メール送信時に行わせていただきますのでご相談ください。

■WEBバナー広告：￥108,000(税込)
※掲載は事前登録が開始となる2017年3月下旬から6月末までを予定しております。

■会場内広告各種※詳細はお問い合わせください。

展示スペース※3小間以上の場合は￥351,000 ￥377,136/小間（3x3m)

※パッケージブースには、白色の壁、社名板、床カーペット、受付カウンター、椅子、
蛍光灯(2灯)、800ｗの電源と電気使用料、屑籠が料金に含まれています。

【角小間料金について】1角につき21,600円（税込）を頂きます。
角小間とは、通路に面していて他社ブースと隣接しない角。例）島小間の場合は４角になります。

展示スペース+展示台 ￥162,000/小間（横1.5mx奥行1.5m)（税込）※500w分の電源と電気使用料含む。

トライアルパック

イメージ図

サンプル例

展示スペース+基本装飾 ￥485,136/小間（3x3m)

出展社プレゼンテーション ￥64,800/1回（20分)
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大阪開催来場者報告
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2018年来場者属性【大阪】

■業種

運輸業（トラック輸送）

57.4%

運輸業（バス・タクシー） 6.6%

運輸業（鉄道・海運・

空輸）, 2.1%物流業（倉庫・荷役・3ＰＬ企業） 0.0%

企業の物流管理部門（荷主） 0.0%

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） 2.6%

製造（自動車・車体・部品・輸送関連機器） 0.0%

製造（通信・電気機器・家電・

精密機器）, 4.7%

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／システム

インテグレーター 6.8%

農林／水産／鉱業／建設／土木 0.5%

食品／化学／薬品 1.1%

小売／卸／商社 4.2%

金融／保険 1.1%

電気／ガス／水道／官公庁／自治

体／協会／団体 1.1%

研究所／コンサルティ

ング 1.1%

学校／教育機関／医療機関 0.5%

メディア（放送・出版など）／印刷

／広告／報道記者 1.8%

その他 6.1%
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2018年来場者属性【大阪】

■職種 ■勤務先の従業員数

■製品／サービスの導入に関わる立場

約8割の来場者が購入、導入に対して
影響力を持っています。

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…

広報・宣伝 0.2%
報道記者 1.7%

その他 2.4%

購入／導入の決

定・承認をする

36.0%

購入／導入の為の

アドバイスを行う

18.9%

購入／導入の為の情

報収集を行う 29.3%

特に関与していない

15.9%

50人以下 34.6%

51～99人 19.2%

100～499人 26.9%

500～999人 7.7%

1,000～4,999人 5.8%

5,000～9,999人 3.8%

10,000人以上 1.9%
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2018年来場者属性【大阪】
■来場者が関心のある分野/キーワード（複数回答可）

6月8日（金）セミナープログラム

6月7日（木）セミナープログラム

運輸・交通システムEXPO2018 大阪会場セミナープログラム

10：30～11：30
新たなニーズに対応する次世代物流サービスへの挑戦

畠山 和生氏（ヤマト運輸株式会社 設備管理部長）

13：30～14：00
トラック行政の最近の動きについて

酒井 敏一氏（国土交通省近畿運輸局 自動車交通部貨物課 課長補佐）

14:10～15：10
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（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）

15:20～15：50
配送進捗管理！時間管理、作業報告、スマホやカーナビで実現します

佐藤 桂子氏（株式会社コムアート 営業推進部 チーフアナリスト）

10：30～11：30
人材不足スパイラルかた脱する運送会社プロモーション経営術

岡野 照彦氏（株式会社ドラEVER 代表取締役）

13：30～14：10
働き方改革により運輸業労務管理はこう変わる

馬場 栄氏（保険サービスシステム社会保険労務士法人取締役）
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運輸運送業大阪来場者一覧※社員数が500人以上から一部抜粋

朝日新聞社/工程管理部
飯田物流
インクリメントP/庄内介護予防センター
大阪府社会福祉事業団/営業本部
大阪府商工労務部/雇用促進室
NECネクサソリューションズ/流通・サービスソリューションズ
NTTドコモ関西支社/法人営業部
エムケイ観光バス/第二事業本部
大塚商会/業種SIプロモーション部
沖電気工業/情報通信事業本部
オプラス/経営企画室情報システム課
大阪ガス/ビジネス開発部
カネカ/物流Strategic Unit
KYOSO/システムサービス事業部
久留米運送/中部関西地区本部 運輸安全管理課
クレオ
ケイ・オプティコム/法人営業グループ
コープムービング/人事部
近江鉄道/総合企画部総合企画課
国際興業/商品部 運輸チーム
山陽自動車運送/関西事業部
しみず運送/企画総務部
JVCケンウッド
住友電工システムソリューション/ソリューション事業本部
生活協同組合コープこうべ/組織管理部
センコー/安全品質環境管理部
大興運輸/管理本部
ダイハツ工業/事業商品部
ダイヘン
ダイワ運輸/安全品質環境管理部
田島ルーフィング/物流部
塚越運送/ロジスティクス事業部

デンソー
デンソーウェーブ/Auto-ID営業部
デンソーセールス
東芝エレベータ
ドコモCS中国/法人営業部
奈良交通/経営戦略室
南海りんかんバス/業務部
西日本電信電話/ビジネス営業部
日通商事/営業推進部、リース部
日鉄住金物流八幡/棒線物流部
日本通運
パイオニア販売
パナソニック/AIS社 エナジーデバイス事業部
ハルテGC/関西支社 フリート営業部
バンドー化学/法人事業本部
ヒガシトゥエンティワン
姫路合同貨物自動車
扶桑電通
物流産業新聞社/地盤事業本部
ブリヂストンタイヤジャパン/新事業推進センター
古野電気/事業管理部
ホッコウ物流/技術サービス本部
マクセル/近畿物流センター
三井住友海上火災保険
三菱電機プラントエンジニアリング/エンジニアリング本部
矢崎エナジーシステム
柳田運輸
UACJ物流
ユーネットランス/物流管理部
ユタカ交通/ライフソリューション事業本部
ロジスティクス・ネットワーク
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大阪開催出展料金

1小間 ：¥80,000（税別） 2小間 ：¥120,000（税別）

小間（スペース）

装飾

出展規定

●基礎パネルは含まれません。
スペースのみとなります。

●高さ制限 5小間以内：3.6mまで
6小間以上：5.4mまで

●小間位置の決定

小間位置につきましては、出展エリア・小
間数・申込順・出展製品などを勘案したう
え、事務局にて決定いたします。

展示小間の装飾につきましては
出展社にてご準備いただくか、
右記のレンタルパッケージ装飾を
ご利用ください。

※装飾の色・素材・金額等は変更になる場合も
ございます。
詳しくは実行委員会までお問い合わせください。

出展小間料金

1小間
（3m×3m）： ¥300,000（税別）

料金に含まれるもの

●システム壁

●社名看板（20文字）

●100Vコンセント

（900W、電気使用料込み）

●蛍光灯40W

●パンチカーペット

●インフォメーションカウンター、

パイプ椅子1式
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大阪開催出展社向けオプションプラン

１出展社プレゼンテーション

展示会場内にて新製品の発表や各種プレゼンテーションなど、一度に大勢の来場者に対

して効率的にＰＲ活動が行えます。また、会場案内図やホームページにもセミナー内容

が掲載されるため、認知度も高まります。
価格 ¥150,000（税別）

形式【講演時間】30分※応相談
【席数】100席（シアター形式）

２
会期中、来場者に配布する「会場案内図」に貴社広

告を掲載することで、貴社ＰＲ、ならびにブースへ

の 集客を高めることができます。

価格 ¥100,000（税別）

サイズ 横75mm×縦50mm

公式ホームページバナー

公式WEBサイト内のバナースペースを貴社のPRの場としてご提供します。

開催前に貴社の告知をする有効なツールとなります。

〈価格〉 ¥50,000（税別）

会場案内図広告
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大阪開催出展料金開催スケジュール

［出展スペースがなくな
り次第、募集締切とさせ
ていただきます］

第一次
出展申込
受付開始

出展社
マニュアル配布
（出展募集受付終了）

会 期
各種申請書類
提出期限

招待券
配布開始

2018年
9月

2019年
3月下旬

2019年
6月6日～7日

2019年
５月上旬

2019年
4月上旬

■出展のお申込み・問合せ先

03-6459-0444
https://www2.ric.co.jp/cgi-bin/inquiry/qw2019.cgi

運輸・交通システムEXPO in 大阪実行委員会
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園7F(日本イージェイケイ株式会社 内）

出展問い合わせフォーム

電話

26



東京開催概要
会期： 2019年5月29日(水)～31日(金) 会場：東京ビッグサイト 西ホール
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2019 / 

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: tp-ide-info2019@ejkjapan.co.jp

出展問い合わせフォーム

運輸・交通システムEXPO2019 東京/大阪 開催のご案内

名刺

▼ このままお送りください FAX:03-6459-0445 ▼

■ご希望の展示会にチェックをお願い致します。【 】東京開催 【 】大阪開催
【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 [ ]大阪開催について詳しい話しを聞きたい
【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

大阪開催概要
会期： 2019年6月6日(木)～7日(金) 会場：インテックス大阪
同時開催：サービスロボット開発技術展2019/ロボットITソリューション展/産業用ロボット開発技術展
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御社名:

所属/役職：

ご担当者名

TEL:                                                

E-mail:                                          


