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資料提供企業 一覧
社名 提供ソリューション

株式会社フレクト 動態管理サービス
SGシステム株式会社 動態管理プラットフォーム・サービス
株式会社トランストロン デジタルタコグラフ
日本システムウエア株式会社 動態管理サービス
日本ハネウェル株式会社 業務用スマートホン
株式会社パスコ 動態管理サービス
矢崎エナジーシステム株式会社 デジタルタコグラフ
株式会社スマートドライブ 動態管理プラットフォーム・サービス

2019年～2020年 WG05Aの研究及び実証実験は、上記サポート会員各社にご協力を頂き、
本資料においてご紹介する各社ソリューションに関する技術をベースに実現しました。



株式会社フレクト
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モビリティ業務最適化クラウドCariot（キャリオット）
AWS＆Salesforce基盤を活用、課題に合わせた動態管理を実現
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あなたの
クルマ

車載
デバイス SIM

SaaSアプリ
(Cariot App)(Cariot API)

 今日からカンタンに、 1 台からでも使える  
 使った台数分の課金体系  
 インターネットから、いつでもどこでも使える  

Cariotは、TDBCと連携して社会に役立つモビリティプラットフォームの実現に協力します



Cariotの提供価値
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リアルタイムにいつでも

クルマと人がつながる

最適ルートの生成に向けた

PDCAサイクル

ドライバーの業務最適化

1st Phase Visualization

2nd Phase Analysis

3rd Phase Optimization

• 分析結果からの問題に対して、
課題解決の打ち手を打つことで、
現場で働く人たちの業務が最適
化される。

• ドライバーの電話での非効率な
コミュニケーションや紙を中心
としたアナログな業務環境を
「なめらかなデジタル化」で改
善し、運用定着化を促進する。

• 蓄積した走行データを分析して、
非効率を一つ一つ見つけて真因
を特定できる。

• リアルタイムにドライバーの状況
や予実差が関係者間で負荷なく共
有できる。

• これにより早着や遅延に対して、
早期に問題対応ができる。

物流

実働率の向上

実車率の向上

積載率の向上

工場・店舗等の荷主事業
稼働率の向上

フィールドサービス・営業

残業時間の削減

訪問件数の向上

収益につながる有効稼働率（例）

クルマに関わる全ての人をなめらかにつなぐことで、
収益につながる有効稼働率の最大化=生産性向上を実現
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SGシステム 株式会社
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SGシステム マルチベンダ運行管理システム
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デジタコメーカーが提供する運行管理システムには互換性がないため、運送事業者にとっては、一度デジタコを導
入すると、良い機能が搭載された別メーカーのデジタコが発売されても変更を行うことが難しい状況にありました。
SGシステムが「マルチベンダ・マルチデバイス」をコンセプトに開発したクラウド型運行管理システム「Biz-Fleet」は、
複数メーカーのデジタコと連携可能であり、1つのシステムでさまざまなメーカーのデジタコデータを管理することが
可能になります。さらに、ドライブレコーダーやカーナビ、スマートフォンなど他のIoTデバイスとも連携可能で、取得
したさまざまな車両情報をクラウドシステム上で集約・管理し、総合的な運行管理を行うことが可能です。

（https://www.sg-systems.co.jp/news/20191223/より抜粋）

Biz-Fleet

リアルタイムな運行状況把握

作業の省力化・自動化

輸送安全確保と燃費向上支援

コンプライアンスの強化

Biz-Fleetによって提供できる効果



株式会社トランストロン
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弊社製品サービスのご紹介
トランストロンはネットワーク型車載ステーションとクラウド型運行支援サービスを通じて

全国5,000社、20万台の配送現場、運行管理、会社経営に貢献しています。

ネットワーク型車載ステーション
DTS-D2シリーズ

クラウド型運行支援サービス
ITP-WebService V2
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DTS-D2とITP-WebServiceで悩みを解決

アナタコって不便
運行データは宝の山なのに…
・作業効率化の分析
・経済的な運転の分析
・労務時間の分析

チャート紙は読み取りづらくデータ
活用は容易ではありません。

カード型は非効率
カード型は…
・地図などのソフトの更新
・支社間データ集計
・日報出力
などの際に大きな手間がかかり、
業務が非効率になりがちです。

残業管理が不安
2024年から始まる「罰則付き時
間外労働の上限規制」。
きちんと管理しているつもりでも、ど
こかに見落としがあるかもしれず、
不安が付きまといます。

運行計画が負担
⾧距離の運行計画書の作成は
車格、速度、危険物の積載など
、いろいろな条件を勘案する必要
があり、多大な労力を要します

・日報画面でその日どんな作業が
行われたのか一目でわかります。
・運行コンシェルジェが経済的な運
転ができているのか教えてくれます。
・労働時間管理用でドライバーの
労働時間が簡単に確認できます。

クラウド上のソフトウェアは常に最新
に保たれ、いつでも各拠点の情報
を確認でき、日報も帰庫後すぐに
出力できます。

ドライバー様の日々の業務をデジタ
コが記録し、最新の法令に対応し
た形で残業時間を管理します※１。

たったの４ステップで運行指示書を
作成できます※２。

※１:別途労務管理オプションの契約が必要です ※２:別途運行計画支援オプションの契約が必要です

10



主要サービス価格

サービス名 価格 課金単位
ITP-WebService V2 ¥1,980/月 車両ごと
ITP-WebService V2 ドラレコ ¥2,690/月 車両ごと
ITP-WebService V2 労務管理オプション ¥200/月 車両ごと
ITP-WebService V2 運行計画オプション ¥500/月 31回の利用ごと

より詳しい情報はこちらのWEBページをご参照ください。
https://www.transtron.com/itp/index.html

本資料に関するお問い合わせは以下までお気軽にどうぞ。
担当:角田 徹（かくた とおる）
電話:045-476-4652
Email:kakuta.tohru@jp.fujitsu.com

トランストロンは運輸デジタルビジネス協議会の取り組みに賛同・協力しております。
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日本システムウェア株式会社
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ＩｏＴトータルソリューション

アプリ
ケーション

ＩｏＴ
プラット
フォーム

ネットワーク
インフラ

デバイス

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
サ
ポ
ー
ト

通信キャリア様との
アライアンスで対応

 センシング技術
 域内通信技術
 エンベデッド コア技術

 国内ネットワーク
 グローバルネットワーク

デバイスメーカー様
とのアライアンス、

当社組込み技術で対応

リアルタイム処理基盤

大量データ蓄積基盤

分析・解析基盤

課金管理などのビジネス基盤

ＥＭＳ

ＥＮＥＳＭＡ
エ ネ ス マ

車両動態管理

ＧＵＩＤＥ

ＬＩＮＥＲ
ガイドライナー

ＳａａＳ提供

・気象監視
・庫内管理など

アライアンス
アプリ

個別提供
アプリ

3

NSWはTDBCと連携してモビリティプラットフォームの実現に協力します



日本ハネウェル株式会社
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 日本ハネウェル株式会社

 設立：2018年6月1日

 日本法人 代表取締役社長：西巻 宏

 資本金：2億5千万円

 社員数：230名

 日本本社所在地：東京都港区海岸

 グループ会社：UOP（株）、ヴォコレクトジャパン（株）

 全国に製造拠点1ヵ所、 支店・営業所・サービスセンター8ヵ所

日本ハネウェルのご紹介

2005

各事業を統合しハネウェルジャパン
（株）設立。（存続会社は1982年設
立のアライドシグナル社。）

1982

アライドシグナル社日本事務所 開
設（現パフォーマンスマテリアルズ
& テクノロジーズに編入）

1960

日本ガレット（株）設立（現ハ
ネウェル・トランスポーテー
ションシステムズに編入）

1953

山武計器（株）
と合弁事業設立

2016

ハネウェルの４つの戦略カンパニー
を網羅し、事業を展開。
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グローバル事業概要

NY証券取引所: HON |世界で約1,300の拠点&13.1万人の従業員
|本社拠点:米国North Carolina州| Fortune 100 

売上げ $148億 (1.3兆円)
売上げ $93億 (8,500億円)

売上げ $46(4,200億円)
売上げ $107億 (9,700億円)

エアロスペース

ビルディングソリューション セーフティ&プロダクティビティ
ソリューションズ

パフォ-マンスマテリアルズ
＆テクノロジーズ

航空関連
事業

石油・ガスプラン
トソリューション

スマートビル・
スマートホーム

業務端末・バ-コ-ド
センサ-・安全防具



次世代業務用端末OS Android対応プラットフォーム: MobilityEdge

CT60CN80 CK65 VM1A

Androidセキュリ
ティーアップデート

5世代Android  
OS  

サポート
バッテリーオプ
ティマイザー

ハードウエア
キー

ライフサイクル管理

セルフ診
断

ゼロタッチエン
ロールメント

セットアッ
プウイザー

ド

エンタープライズプロビジョニン
グ

ステージングハ
ブ

システム導入管理・効率化ツ-ル

セキュア
プロビジョニング

ワイヤレステザー

キーボードクリ
エーター

データキャプチャー
ツール

ソフトウエアクライアントパック

バッテリー
ホットスワップ

システム効率化・最適化ツ-ル

CT40

Google (Android OS)、 Qualcomm （CPU）、 Honeywell（端末開発・製造）3社のパートナーシップによる、
安心・簡単・長期利用を保証した製品の提供



Google社認定 AER (Android Enterprise Recommended) 対応

CK65 CT40
(マルチパ-パス)

CT60      
(防爆対応)

CN80 (-30°
冷凍対応)

車載用
VM1A

EDA51

Honeywell エンタープライズ向けMobility Edge シリーズ エントリ-モデルScan PalKeyboard

エントリーモデル
を含む各種用途
に併せた豊富な
ラインアップ



株式会社パスコ
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製品名:PascoLocationService（動態管理システム）
サービス開始以来、様々な業種業態で、累計数十社、数千台の車両で運用実績のある動態管理ソリューションです。

ドライバー様および運行管理者様の負荷軽減の為に、様々な工夫をしているのが最大の特徴です!

①マルチ端末対応（スマートフォンとGPS専用端末）
②ドライバー様の操作不要（到着見込み時間の自動算出、車両の状態の自動判定等）

また当社の自動配車システムとも連携しています。

協力企業のソリューション（株式会社パスコ）

GPS専用端末



矢崎エナジーシステム株式会社
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矢崎エナジーシステム株式会社
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■ 矢崎グループ 事業紹介

クルマを
つなぐ

くらしを
つなぐ

社会を
つなぐ

自動車機器事業
●ワイヤーハーネス ●スピードメーター
●コネクタ等自動車部品 ●自動車用充電コネクタ
計装事業
●デジタルタコグラフ ●タクシーメーター
●ドライブレコーダー ●物流ソリューション・・・etc

新規事業
●リユース事業 ●食品リサイクル
●紙リサイクル ●介護施設 ●農業事業

電線事業 ●電力ケーブル ●通信ケーブル 他

ガス機器事業 ●ガスメーター ●ウォーターサーバー

環境システム事業 ●空調機器 ●太陽熱利用機器



■ 矢崎はこれからも挑戦し続けます

矢崎グループホームページ:https://www.yazaki-group.com/



株式会社スマートドライブ
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Company

概要 会社名 :株式会社スマートドライブ
設立 :2013年 10月
本社所在地 :〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-6 NTT日比谷ビル 5F
大阪オフィス:〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 
東海オフィス:〒453-6111 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12
資本金（資本準備金等を含む）:28億4,100万円

事業内容 ハードウェアやアプリケーション、テレマティクスサービス等の
開発・提供、およびデータ収集・解析

主要株主 資本業務提携 金融投資家
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Business Model

データ

プラットフォーム
領域

データ
アウトプット

領域

データ
インプット
領域

SmartDriveはTDBCと連携し、モビリティデータのプラットフォーム構築に協力していきます
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Yupiteru様がスマートドライブのData Platform

を採用し、2020年2月より連携開始します。ま

ずは法人向け Fleet Managementに応用いた

しますが、今後の動画解析ビジネスへの活用も

視野に入れて展開していきます。
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News

ホンダ様とスマートドライブが共同で、

2輪専用のサービスを開発します。

2020年春にまずはEVバイクへ搭載し、

その後ガソリンバイクにも拡大していく

予定です。


