
◆会期：2016年5月25日(水)～27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／パラボックス株式会社
◆協 力：(公社)全日本トラック協会、(株)日新
◆後 援：（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2016、ワイヤレス・テクノロジー・パーク2016
IDE TOKYO-ドローンソリューション＆技術展2016-

開催結果報告書

運輸・交通システムEXPO  2016



来場者の業種

総来場者数：47,108名（2014年は、44,791名の来場者）
【内訳：5月25日（水）14,603名 / 5月26日（木）13,077名 / 5月27日（金）19,428名※同時開催展を含めた人数です。】

2015年は、
運輸業(トラック運送)・・・23.1％
運輸業(バス・タクシー)・・・3.0％
運輸業(鉄道・海運・空輸)・・・1.9％
物流業(倉庫・荷役・3PL企業)・・・10.5％
企業の物流管理部門(荷主)・・・2.0％
製造(自動車・部品・輸送関連機器)・・・7.0％
製造(通信・電気機器・家電・精密機器)・・・8.7％
製造(電子部品・半導体）／

製造（電池・発電機)・・・1.8％
ソフトウェア開発企業／

システムインテグレーター・・・9.8％
自動車ディーラー・・・0.5％
小売・卸・商社・・・9.2％
農林／水産／鉱業／建設／土木・・・1.7％
金融・保険・・・2.1％
食品・科学・薬品・・・1.8％
電気／ガス／水道／官公庁／

自治体／協会／団体・・・1.8％
学校／教育機関／医療機関・・・0.4％
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)

・・・4.5％
メディア（放送・出版など）／

印刷／広告／報道記者・・・2.3％
コンサルティング／研究所・・・2.0％
その他・・・5.8％



来場者の職種

2015年は、
物流・流通管理・・・10.7％
ロジスティクス・・・2.0％
経営企画・社長室・・・12.4％
総務・人事・財務・経理・・・4.0％
情報システム・・・5.2％
商品・サービス企画／開発・・・4.6％
設計・製造・・・3.7％
研究・開発・・・5.9％
営業・・・26.7％
営業企画・販売促進・マーケティング・・・13.4％
広報・宣伝・・・0.7％
購買・・・1.4％
その他・・・10.4％

来場者アンケート



勤務先従業員数 製品／サービスの導入に関わる立場

2015年は、
購入／導入の決定・承認をする・・・18％
購入／導入のためのアドバイスを行う・・・17.8％
購入／導入のための情報収集を行う・・・35.8％
特に関与していない・・・28.5％

2015年は、
10,000人以上・・・9.8％
9,999～5,000人・・・5.1％
4,999～1,000人・・・17.2％
999～500人・・・10.4％
499～100人・・・25.0％
99～51人人・・・10.1％
50人以下人・・・22.3％

来場者アンケート



来場者が関心のある分野/キーワード（複数回答可）

2015年41
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330

379

460

1043

その他の運行管理システム

運行管理（３ＰＬ関連のサービス、ソリューション）

運行管理（音声認識、画像認識、各種盗難防止装置）

運行管理（ＮＦＣ、ＲＦＩＤ、バーコード、２次元シンボル、センサ、ラベリング…

省エネ（エコドライブ支援システム、アイドリングストップ対応アイテム、他）

運行管理（ワイヤレス通信システム、ＩＰ無線、モバイルハンディ端末）

運行管理（配車、配送システム、受発注管理システム、在庫管理システム）

運行管理（ＧＰＳ、テレマティクス、道路交通システム、最適径路誘導システ…

その他

運行管理（デジタルタコグラフ、ドライブレコーダー）

安全運転支援（居眠り運転防止装置、疲労軽減アイテム、ＳＡＳ等早期診…

安全運転支援（タイヤ空気圧モニタリングシステム、アルコールチェッカー、…

来場者アンケート



出展目的

出展社アンケート

出展社満足度

新規開拓

28%

新製品発表

12%

技術PR

2%

既存製品の販売促進

22%

企業ブランディング

13%

市場ニーズと情報収集

18%

代理店の開拓

5%

満足

12%

ほぼ満足

47%

普通

35%

少し不満

6%



来場者と交換した名刺・・・・平均：209枚
第1位547枚、第2位444枚、第3位380枚

出展社アンケート

引き合いの見込める商談件数・・・・平均：16.2件

出展成果

予想以上の集客ができた

20%

ターゲット来場者とコンタクト

できた

16%

小間位置がよかった

16%

メディアで取り上げられた

4%

商談が決まった

8%

具体的な案件につながった

12%

既存顧客への情報提供ができた

4%

新規顧客開拓ができた

16%

自社のイメージ向上ができた

4%



あきば商会、NTTデータ数理システム/NECソリューションイノベータ/ネットロック、NPシステム開発、日本トラックドライ
バー育成機構/エム・イー・シー、協栄産業、クラリオン、ゴーガ、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、データ・テック、データプラス、テレニシ/フィガロ技研、テンツオフィス、東芝情報システム、
トータルフリートサービス/リサーチアンドソリューション、ナビタイムジャパン、パナソニック カーエレクトロニクス、
日立物流ソフトウェア、物流ウィークリー、フリッカーヘルスマネジメント/トライプロ、ポート・ア・クールジャパン、
ボルテックスセイグン/フェアマインド、マイクロテクノロジー、矢崎エナジーシステム、ヤマトオートワークス、
ユニオンツール、ルーフィ、ロジテル

運輸・交通システムEXPO2016 出展企業一覧 合計37社／団体(2015年は37社)

メディア実績

【テレビ】

【新聞】

【WEB】

ニュースモーニングサテライト / テレビ東京 聞きにくい事を聞く / テレビ朝日

テレケーブル / テレケーブル新聞社 電波タイムズ / 電波タイムス社 東洋経済日報 / 東洋経済日報社
日刊工業新聞 / 日刊工業新聞社 日経ＭＪ / 日本経済新聞社 日経産業新聞 / 日本経済新聞社
日本経済新聞 / 日本経済新聞社 物流ニッポン / 物流ニッポン新聞社

antenna / グライダーアソシエイツ biglobe / ビッグローブ business network.jp / リックテレコム
Buzzap！ / Buzzap！ cloud news japan / cloud news japan
CNET Japan / 朝日インタラクティブ E..I.S / ピーアンドピービューロゥ EE Times Japan / アイティメディア
EVENT MARKETING / MICE研究所 exite / エキサイト Game Deets / ナイル
goo / NTTレゾナント Ｉｎｆｏｓｅｅｋ 楽天 / 楽天 INTERNET Watch / インプレス
IPROS製造業 / イプロス ITmedia mobile / アイティメディア livedoor / LINE
NEWS PICKS / ユーザベース nikkei Bpnet / 日経BP社 RBB TODAY / イード
Response / イード SAFETY JAPAN / 日経BP社 SankeiBI / 産経デジタル
SankeiBiz / 産経デジタル SANSPO.OM / 産経デジタル Scan Net Security / イード
S-MAX / ケーマックス・ラボ T-SITE / TSUTAYA                          YAHOO!JAPAN / ヤフー
zakzak / 産経デジタル 朝日新聞デジタル / 朝日新聞社 ケータイWatch / インプレス
ケータイなう / ワードプレス 建設ＩＴジャーナリスト / イエイリ・ラボ
展示会とMICE / ピーオーピー 東京IT新聞 / イード 日経テクノロジーonline / 日経BP社
ハッカードール / DeNA                             ヒューマンキャピタルOnline / 日経BP社
WirelessWire News / WirelessWire News編集部

※順不同



11：00〜11：40
今の時代に『驚くほどドライバーが集まる求人募集の秘密』大公開！
橋本直行氏（船井総合研究所物流ビジネスコンサルティングチーム上席コンサルタント）

13：00〜13：20
心拍センサから得られる心拍・身体情報を用いた眠気通知器の紹介と活用
神保直樹氏（ユニオンツール製品開発統括部開発1グループ）

13：30〜14：30
労働法専門の社労士法人が考えた、運輸業の残業代対策はこれだ！
馬場栄氏（保険サービスシステム保険サービスシステム社会保険労務士法人第3グループ部長代表社員）

14：40〜15：20
ドライバーのモチベーションをアップしながら、プロドライバーに育成する給与システム「ポイント給与システム ここる」活用例
〜業績アップに繋がる採用、面接、ドライバー育成方法〜 酒井誠氏（日本トラックドライバー育成機構代表理事）

15：30〜16：10
物流一心運送会社が本気で作った運送管理システム～【会社に優しい、ドライバーに優しい、操作も易しい】
心の語源の「ここる」システム～ 田山教夫氏（エム・イー・シー代表取締役社長）

11：00〜11：40
完全事故ゼロへの取り組み大公開！～業績アップ運輸安全マネジメント手法とは～
高橋竜二氏（船井総合研究所物流ビジネスコンサルティングチーム経営コンサルタント）

13：00〜13：40 配送・配車／バンニング 最適化システムご紹介 佐藤誠氏（NTTデータ数理システム営業部セールスリーダー）

13：50〜14：50
労働法専門の社労士法人が考えた、運輸業の残業代対策はこれだ！
馬場栄氏（保険サービスシステム保険サービスシステム社会保険労務士法人第3グループ部長代表社員）

15：00〜15：40
ドライバーのモチベーションをアップしながら、プロドライバーに育成する給与システム「ポイント給与システム ここる」活用例
〜業績アップに繋がる採用、面接、ドライバー育成方法〜 酒井誠氏（日本トラックドライバー育成機構代表理事）

15：50〜16：30
物流一心運送会社が本気で作った運送管理システム～【会社に優しい、ドライバーに優しい、操作も易しい】
心の語源の「ここる」システム～ 田山教夫氏（エム・イー・シー代表取締役社長）

運輸・交通システムEXPO2016 展示会場内セミナープログラム

5月27日(金)

5月2６日(木)

11：20〜12：00 運行指令に重点を置いたIT点呼システムと、運送業界への貢献宇佐見和宏氏（ボルテックスセイグン安全品質環境統括部執行役員部

13：00〜13：40
今の時代に『驚くほどドライバーが集まる求人募集の秘密』大公開！
河内谷庸高氏（船井総合研究所物流ビジネスコンサルティングチームチーフ経営コンサルタント

13：50〜14：50
労働法専門の社労士法人が考えた、運輸業の残業代対策はこれだ！
馬場栄氏（保険サービスシステム保険サービスシステム社会保険労務士法人第3グループ部長代表社員）

15：00〜15：40
ドライバーのモチベーションをアップしながら、プロドライバーに育成する給与システム「ポイント給与システム ここる」活用例
〜業績アップに繋がる採用、面接、ドライバー育成方法〜 酒井誠氏（日本トラックドライバー育成機構代表理事）

15：50〜16：30
物流一心運送会社が本気で作った運送管理システム ～【会社に優しい、ドライバーに優しい、操作も易しい】
心の語源の「ここる」システム～ 田山教夫氏（エム・イー・シー代表取締役社長）

5月25日(水)
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運輸運送業来場者一覧※一部抜粋

・アサヒロジスティクス株式会社/総務部 総務課
・株式会社いなげや/ロジスティクス本部
・株式会社 丸運/情報システム部
・SMC(株)/海外販売部
・SBSホールディングス株式会社
・ＮＥＣネッツエスアイ株式会社/
営業統括本部 公共ソリューション営業本部
第二営業部

・NTN物流株式会社/営業部 東部営業所
・株式会社大崎/業務部 業務課
・株式会社 大崎
・花王ロジスティクス株式会社/ＣＳＲ推進センター
・花王ロジスティクス株式会社/CSR推進センター
・神奈川中央交通株式会社/経営企画部
・神奈川中央交通株式会社/運輸計画部 管理課
・株式会社クレハ/物流部
・株式会社 新開トランスポートシステムズ/業務管理部
・株式会社 はとバス/路線管理部
・株式会社 日立物流
・㈱日立物流/安全品質環境部
・株式会社ホームロジスティクス/ＩＴサポート室
・株式会社 流通サービス/人事総務部
・株式会社NBSロジソル
・株式会社クレハ/物流部
・株式会社DNPロジスティクス/システム推進部
・株式会社東芝
・株式会社ナカノ商会
・株式会社はとバス
・株式会社日立物流/事業サポート部

・株式会社日立物流/事業サポート部
・㈱日立物流/安全管理本部
・関東運輸株式会社/営業推進部
・キユーソーティス株式会社/
業務本部 教育・研修部

・キユーソーティス株式会社/
業務本部 車両部 車両管理課

・キユーソーティス株式会社/業務本部
・キユーソーティス株式会社/運送本部
・キユーソーティス株式会社/業務本部
・クラリオン株式会社/お客様相室
・株式会社クレハ/物流部
・京王電鉄バス株式会社/管理部
・京王電鉄バス株式会社/管理部システム業務推進担当
・鴻池運輸㈱/安全品質部
・鴻池運輸株式会社/東京支社 鉄鋼業務部
・国際興業株式会社/運輸管理部管理課
・国際興業株式会社/商事部
・国際自動車株式会社/整備部
・小島プレス工業
・山九(株)/首都圏エリア統括部
・ＪＲ東日本テクノロジー株式会社/設備機械事業本部
設備工事部 計画課

・JR東日本テクノロジー株式会社/総務部
・シダックス株式会社/情報システム部
・有限会社城西紙業
・新開トランスポートシステムズ/輸送・荷役技術部
・株式会社新開トランスポートシステムズ
・鈴与株式会社/運輸事業部 営業課
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・鈴与カーゴネット株式会社/安全車両管理室
・鈴与カーゴネット株式会社/ＣＳ本部
・鈴与カーゴネット株式会社/安全衛生委員会
・積水化成品工業株式会社
・全日本空輸株式会社
・第一貨物株式会社/営業第一部
・高杉商事株式会社
・多摩運送株式会社
・TSネットワーク株式会社/情報システム部
・株式会社ＤＮＰロジスティクス/事業構造改革本部
統括管理センター

・株式会社ティー・エル・エス/
管理本部 ＣＳＲ推進室

・DHLサプライチェーン㈱/パッケージソリューション
・東海旅客鉄道株式会社/総合技術本部
技術開発部 環境計画グループ

・東京空港交通株式会社
・東京システム運輸ホールディングス株式会社/
ＴＳＴグループ

・東京都交通局
・東都生活協同組合/
共同購入事業部 業務品質管理グループ

・TOTOバスクリエイト㈱/製造部物流課
・ドコモCS
・トナミ運輸株式会社/
物流統括本部 ロジスティクス事業部

・株式会社トラストシップ/事業管理部
・株式会社トラストシップ/
事業運営部 東京・埼玉エリア

運輸運送業来場者一覧※一部抜粋

・株式会社ナック/購買物流室
・浪速運送株式会社/運送統括部 東京センター
・日鉄住金物流株式会社/基地陸運本部 企画管理部
・日本梱包運輸倉庫株式会社/営業企画室
・日本郵便輸送株式会社/情報システム部
・日本航空株式会社
・日本梱包運輸倉庫株式会社/
東京事業部 東京営業所

・日本梱包運輸倉庫株式会社/営業企画室
・日本郵便輸送株式会社/営業部
・日本ロジテム株式会社/営業戦略部
・株式会社HI-LINE/営業三部
・株式会社HI-LINE/営業一部
・株式会社はとバス/
観光バス事業本部 車両整備部

・株式会社パルライン/事業本部 生活物流事業部
・株式会社パルライン/
第一事業本部 運輸事業部 基幹物流課

・株式会社パルライン/安全統括室
・東日本エァ・ウォーター物流株式会社/越谷営業所
・東日本旅客鉄道株式会社
・Ｂｉｚｅｘ株式会社/内部監査部
・株式会社日立物流南関東/
京浜営業部 京浜輸送営業所 安全・整備管理班

・株式会社日立物流首都圏/安全品質環境部
・株式会社日立物流関東/
営業企画部 投資計画グループ

・株式会社日立物流関東/営業企画部
・株式会社日立物流/営業統括本部 業務部
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・株式会社日立物流/リスクマネジメント部
・株式会社日立物流/事業サポート部
・日立物流南関東/作業改善推進部
・株式会社日立物流首都圏/安全品質環境部
・姫路合同貨物自動車株式会社
・(株)ファミリーマート/物流運行部
・富士運輸株式会社
・富士エコー/千葉センター
・富士物流株式会社
・マリンフーズ株式会社/物流部 三重物流センター
・丸伊運輸（株）
・丸伊運輸株式会社/安全対策課
・株式会社丸運/情報システム部
・丸全昭和運輸株式会社/情報システム部
・丸全昭和運輸株式会社/藤沢営業所
・丸全昭和運輸株式会社/物流品質環境部
・丸全昭和運輸株式会社/人事部労務厚生課
・丸全昭和運輸株式会社/関東支店総務課
・株式会社丸和運輸機関/総務部 総務課
・三八五流通株式会社/倉庫事業部
・宮園自動車株式会社/採用教育室
・宮園自動車株式会社/経営統括部
・株式会社 ムービング/業務企画部
・(株)ムービング/企画本部
・武蔵貨物自動車 株式会社/電算課
・物語コーポレーション/業態開発本部 購買部
・山九株式会社/
ロジスティクス・ソリューション事業本部
３ＰＬ業務部 業務企画グループ

運輸運送業来場者一覧※一部抜粋

・山九株式会社/ロジスティクス・ソリューション
事業本部 ３ＰＬ業務部 業務企画グループ

・ヤマト運輸(株)/財務部 調達課
・ヤマトオートワークス株式会社/
トラックソリューションカンパニー 南関東エリア

・ヤマトオートワークス株式会社/
トラックソリューションカンパニー 営業戦略

・ヤマトオートワークス株式会社/本社経営戦略室
・ヤマトオートワークス株式会社/
あんしんインシュアランスカンパニー 企画

・ヤマトオートワークス株式会社/
トラックソリューションカンパニー 中部エリア

・ヤマトオートワークス株式会社/
ファシリティマネジメントカンパニー
ＦＭ東日本エリア

・ヤマトオートワークス株式会社/
ファシリティマネジメントカンパニー

・ヤマトグローバルエキスプレス株式会社/
法務・ＣＳＲ戦略担当

・ヤマトグローバルエキスプレス㈱/
法務・ＣＳＲ戦略担当

・ヤマトホームコンビニエンス株式会社/
西関東法人ソリューション支店

・ヤマトホールディングス株式会社/
ネットワーク革新推進室

・ヤマトボックスチャーター/安全CSR
・ＵＤトラックス株式会社/ＢＰ．プロモーション＆
セールス ボリューム マネジメント

・株式会社吉野家/外販事業部 管理部



2017年開催概要
会期：2017年5月24日(水)～26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・テクノロジー・パーク2017/運輸・交通システムEXPO2017/
IDE TOKYO ドローンソリューション＆技術展2017

運営事務局: 日本イージェイケイ株式会社 担当：俵

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EXPO2017 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


