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株式会社データ・テック

データ・テックはデータ・テックはデータ・テックはデータ・テックは世界で初めてを二度生み出してきた会社です。生み出してきた会社です。生み出してきた会社です。生み出してきた会社です。

1989年に世界で初めて『VR用小型3軸角度センサ』を生み出し、

その技術をさらに発展させ1998年にセイフティレコーダ（セイフティレコーダ（セイフティレコーダ（セイフティレコーダ（SRSRSRSR））））を開発・製品化。

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

その技術をさらに発展させ1998年にセイフティレコーダ（セイフティレコーダ（セイフティレコーダ（セイフティレコーダ（SRSRSRSR））））を開発・製品化。
そして現在、データ・テックは「ものづくりの町」大田区で、自社製品の企画から回路設計・
ソフトウェア開発・製品評価、そして販売までをトータルに行っています。

「購入してからが本当のお客様のスタート」と位置づけ、SRを「使いこなす」までのフォロー

サービスを特色としています。



セイフティレコーダって？セイフティレコーダって？セイフティレコーダって？セイフティレコーダって？

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

セイフティレコーダって？セイフティレコーダって？セイフティレコーダって？セイフティレコーダって？



事故・ヒヤリハット

ドラレコ

デジタコ

事故や急操作といった「突発の非日常の運転」だけで指導するだけでなく、「日常の運転」を評価することで

⾃分の運転を⾒直すことができます。

日常の運転を穏やかにすること（振り子の揺れの少ない）が、安全運転や燃費向上につながります。

安全に対する着眼点について

水面下

急操作

非
日
常
の

ヒヤリハットを記録 急操作や速度超過を記録

急な操作が
あった場合に
減点して診断

突発

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

セイフティレコーダ

日
常
の
運
転

荒いと

低い点数

急操作

の
運
転

荒い

穏やか

減点して診断

全ての運転操
作を総合的に評
価して診断

穏やかだと
高い点数

日常



～30Km/h,～30Km/h,～30Km/h,～30Km/h,

60%60%60%60%

30～50Km/h,30～50Km/h,30～50Km/h,30～50Km/h,

26%26%26%26%

51～80Km/h,51～80Km/h,51～80Km/h,51～80Km/h,

12%12%12%12%

81Km/h～, 2%81Km/h～, 2%81Km/h～, 2%81Km/h～, 2%

～30Km/h,～30Km/h,～30Km/h,～30Km/h,

47%47%47%47%

30～50Km/h,30～50Km/h,30～50Km/h,30～50Km/h,

29%29%29%29%

51～80Km/h,51～80Km/h,51～80Km/h,51～80Km/h,

20%20%20%20%

81Km/h～, 4%81Km/h～, 4%81Km/h～, 4%81Km/h～, 4%

2012年⼤型トラック 2012年 全トラック

⾼速⾛⾏時の交通事故は減少傾向である

【理由1】 速度超過の管理だけでなく、低速度域での運転指導も必要です。

30km/h以下の事故が約60％を占めています

＜発⽣速度別、交通事故割合＞

低速域

交通事故は、 ３０㎞/h以下と交差点が大半

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

2012年 全トラック

＜発生場所別、交通事故割合＞

【理由2】 交差点進⼊時の速度や曲がり⽅の運転指導が必要です。

速度に対する運転操作を評価できるＳＲの運転診断が必要です！

右左折（交差点）操作を評価できるＳＲの運転診断が必要です！

交差点

交差点
53.9%

単路
42.4%

その他
3.7%

平成24年交差点の事故が

全体の約54％を占めています

※2012年全⽇本トラック協会資料より※（⾃宅周辺５００ｍ以内の事故が多い）



⼀定速度・停⽌アクセル操作 ブレーキ操作

この大きさを測定する この大きさを測定する

①前後の揺れ 振り⼦の原理を利⽤しています

セイフティレコーダの原理① 振り子の原理

等速等速等速等速

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

●セイフティレコーダには前後（アクセルとブレーキ）と

左右（ハンドル）の動きを捉えるため、２つの加速度センサー

（電子式振り子）が入っています。

●アクセル・ブレーキを踏んだり、ハンドルをきると、ドライバ

や同乗者が揺れます。その揺れの大きさを検知します。

●この揺れをもとに「安全運転の尺度」を点数化します。

振り子が大きく振れない穏やかな操作をすれば、

運転診断結果は高得点になります！
直進・停止

右旋回左旋回

この大きさを測定するこの大きさを測定する

②左右の揺れ



③旋回速度 ジャイロセンサーを利⽤して
交差点の右左折のしかたが分かります。

セイフティレコーダには、ハンドル操作による⾞両の旋回を捕えるジャイロセンサーが入っています。
どのような⾞線変更をおこなったのか、どれだけ時間をかけて右左折したか という運転状況が分ります。

＜右左折する場合＞ ＜危険な運転が発生した場合＞

セイフティレコーダの原理② ジャイロセンサー
特許取得

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

ジャイロ

ジャイロセンサーがあるから
峠道、交差点の動きや⾞線変更が

分る！

交差点の通過にどれだけ
時間を要したのか分かります。



事故の多い＜低速域＞や＜交差点＞など、
普段の運転の荒さを診断します！

●ブレーキ●ブレーキ

⾞間距離が起因となる「強めのブレーキ」

●停止●停止

信号の変り目を予測した停止操作

ＳＲ運転診断 振り子の揺れを点数化！

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

●ハンドル●ハンドル

カーブや⾞線変更、バックのハンドル操作

●右左折●右左折

ゆっくり交差点を通過している度合

●スムーズ●スムーズ

運転のムラ（バラツキ)と走り急ぎ傾向

点数がＵＰすれば
穏やかな運転になる！



振り子の先に「筆」があり、

運転の揺れを紙に書きとめる

その跡が「散布図」です
小さな揺れ
穏やかな運転操作

［散布図］
ＳＲは全ての運転操作を
「散布図」に、プロットすします。
分布状態から、運転操作を
総合判定するしくみを採用して
います。

運転診断の根拠 全ての運転操作を記録する

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

大きな揺れ
荒いな運転操作



運転診断の根拠 散布図

ブレーキ
高得点の散布図

ブレーキを優しく
踏んでいる
↓
点が低めに集まる

やわらかな
ブレーキ

ゆるやかな
ブレーキ

① ブレーキ操作のやわらかさ ② ブレーキ操作のゆるやかさ

全ての運転操作を「散布図」に、プロットする
分布状態から、運転操作を総合判定する

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転
事故が多い運転操作に焦点をあて、操作のひとつひとつが「 丁寧か 」をチェック！

ブレーキ
低得点の散布図

ブレーキを強く、
踏んでいる
↓
高い所にも点がある

強いブレーキ 急なブレーキ



散布図の活用
散布図をクリックすると、映像や地図に飛び

簡単にチェックできます！

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

散布図の点をクリックして状況を確認！

11/18  8:52ごろ

動画がある
場合

動画がない
場合は地図



⾞線変更の操作を数値化させ、危険運転と判断した場合に表⽰されます。

パターン① 乱暴な追い越し、前⽅の障害物に対する急な回避

① Wレーンチェンジ … 短時間に2回の⾞線変更 ① 発進直後の急制動 … わき⾒しながらの発進

急制動の操作を数値化させ、危険運転と判断した場合に表示されます。

⾞線変更の危険挙動の例 急制動の危険挙動の例

ＳＲが知らせてくれる危険運転

過去の事故データを元に、ヒヤリハット判定ロジックを構築し
「危険な運転パターン」として類型化しました

事故誘発性の高い運転パターンを
ピックアップ

５０km/h以上の

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

パターン② 多⾞線道路での乱暴運転

② 頻繁な⾞線変更 … 1分間に4回以上の⾞線変更

② 加速直後の急制動 … 

⻩信号を加速通過しようとしたが⾚に変わったため急停止

急制動

急加速

急制動

危険を見える化！

５０km/h以上の
ハンドル操作は
「⾞線変更」と
「追い抜き」！



指導書（レッド）帳票イメージ

危険挙動（ヒヤリハット）の発⽣場所を、地図、⾛⾏軌跡、

衝撃グラフを自動印刷します。

危険挙動の発生をお知らせ

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

コメント欄で、操作発生の

振り返りの実施。

速度やアクセル、ブレーキ、ハン

ドル操作の強さを確認。

注意挙動発生時の
⾞両の動きを「線」確認。
他社は発生「点」

「いつ」「どこで」
「どんな操作」を
したかを地図上
で確認。



● 危険挙動や注意挙動の発生前後の映像を収録します。
● 独自の挙動検出ロジックでごみ映像が少ない！
● 画面をクリックして危険予知トレーニングシートを印刷できます

注意挙動発生の
前２０秒、後１０秒の映像記録

映像を活用しやすい仕組み

運輸安全

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

映像の１シーンを切り取って

「危険予知トレーニングシート」を
作成できます。

速度や実際の各操作の
強さを確認。

注意挙動発生時の動きを
地図上で確認。

運輸安全
マネジメントに
対応できます。



注意挙動映像 サンプル

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転



注意挙動映像 サンプル

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転



注意挙動映像 サンプル

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転



注意挙動映像 サンプル

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転



記録カードを持つ

運⾏開始

①セイフティレコーダに装填

安全のＰＤＣＡサイクルを実施する仕組み安全のＰＤＣＡサイクルを実施する仕組み

PlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlan

目標は事故○○％削減

燃費○○％向上！

DoDoDoDoDoDoDoDo

操作は①②③
だけ！

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

③記録カードをパソコンに取り込む 帰社したら、

日報で業務の振返り

上⻑に 日報、帳票提出

現場に負担を

かけない！
CheckCheckCheckCheckCheckCheckCheckCheck・・・・・・・・ActionActionActionActionActionActionActionAction

②記録カードを抜取る

カードレス運用もあります！



ドライバー安全意識の向上ドライバー安全意識の向上ドライバー安全意識の向上ドライバー安全意識の向上

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

ドライバー安全意識の向上ドライバー安全意識の向上ドライバー安全意識の向上ドライバー安全意識の向上



特定・特別医療法人頌徳会様

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

映像映像映像映像



特定・特別医療法人頌徳会様

特定・特別医療法人頌徳会
所在地：大阪府堺市東区北野田 代 表 者：理事長 日野頌三

設 立：1979年 事業内容：保険・医療・福祉サービス

監視されている気がする監視されている気がする監視されている気がする監視されている気がする

訪問時間に間に合わな訪問時間に間に合わな訪問時間に間に合わな訪問時間に間に合わな

急がば回れ急がば回れ急がば回れ急がば回れ!!
事故はデメリットしかない事故はデメリットしかない事故はデメリットしかない事故はデメリットしかない!!

事故を起こすと患者さんに事故を起こすと患者さんに事故を起こすと患者さんに事故を起こすと患者さんに

会社概要会社概要会社概要会社概要

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

訪問時間に間に合わな訪問時間に間に合わな訪問時間に間に合わな訪問時間に間に合わな
くなる・・・くなる・・・くなる・・・くなる・・・

事故を起こすと患者さんに事故を起こすと患者さんに事故を起こすと患者さんに事故を起こすと患者さんに
迷惑が掛かる迷惑が掛かる迷惑が掛かる迷惑が掛かる

訪問スケジュール・ルートの見直し訪問スケジュール・ルートの見直し訪問スケジュール・ルートの見直し訪問スケジュール・ルートの見直し!!

定期個人面談の実施定期個人面談の実施定期個人面談の実施定期個人面談の実施!!

急がば回れ急がば回れ急がば回れ急がば回れ!!!!!!!!一歩踏み込んだ「患者さん優先の考え方へ」一歩踏み込んだ「患者さん優先の考え方へ」一歩踏み込んだ「患者さん優先の考え方へ」一歩踏み込んだ「患者さん優先の考え方へ」



山口運送株式会社様

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

映像映像映像映像



山口運送株式会社様

山口運送株式会社
所在地：神戸市兵庫区湊町3丁目1－20 代 表 者：代表取締役 山口一幸

設 立：1962年4月26日 事業内容：一般貨物自動車運送事業、

自動車運送取扱事業

会社概要会社概要会社概要会社概要

グループ単位での評価を実施グループ単位での評価を実施グループ単位での評価を実施グループ単位での評価を実施!!

ドライバー自身による燃費の算出ドライバー自身による燃費の算出ドライバー自身による燃費の算出ドライバー自身による燃費の算出!!

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

グループ表彰グループ表彰グループ表彰グループ表彰!!

社員の結束力・安全への意識付けの強化社員の結束力・安全への意識付けの強化社員の結束力・安全への意識付けの強化社員の結束力・安全への意識付けの強化!!!!!!!!



アサヒロジスティクス株式会社様

アサヒロジスティク株式会社
所在地 ：埼玉県比企郡嵐山町花見台7-1                代表者：代表取締役会長 横塚 正秋

設 立 ：1945年 代表取締役社長 小川 修

事業内容：スーパーマーケット、外食産業、CSVを主な荷主として、完全受託型の食品物流の輸送

『『『『プロドライバープロドライバープロドライバープロドライバー』』』』としての意識を持たせるには？としての意識を持たせるには？としての意識を持たせるには？としての意識を持たせるには？

６～７人のチームの結成６～７人のチームの結成６～７人のチームの結成６～７人のチームの結成!!

会社概要会社概要会社概要会社概要

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

諦めない継続した直接対話で、諦めない継続した直接対話で、諦めない継続した直接対話で、諦めない継続した直接対話で、
ドライバーを“気づき”へと導くドライバーを“気づき”へと導くドライバーを“気づき”へと導くドライバーを“気づき”へと導く!!

『『『『教育効果教育効果教育効果教育効果』』』』により、会社の品質証明であるにより、会社の品質証明であるにより、会社の品質証明であるにより、会社の品質証明である
ドライバー品質が向上ドライバー品質が向上ドライバー品質が向上ドライバー品質が向上!!!!!!!!



何故セイフティレコーダで安全意識が変わる？

安全意識を向上させるのに必要なこと＝安全意識を向上させるのに必要なこと＝安全意識を向上させるのに必要なこと＝安全意識を向上させるのに必要なこと＝『『『『教育教育教育教育』』』』

⇒⇒⇒⇒ドライバーから色々と不平・不満（反感）がある。ドライバーから色々と不平・不満（反感）がある。ドライバーから色々と不平・不満（反感）がある。ドライバーから色々と不平・不満（反感）がある。
★ドライバーが納得するだけの明確な裏付けが必要とされる。★ドライバーが納得するだけの明確な裏付けが必要とされる。★ドライバーが納得するだけの明確な裏付けが必要とされる。★ドライバーが納得するだけの明確な裏付けが必要とされる。

『『『『教育教育教育教育』』』』の中で重要なこと＝の中で重要なこと＝の中で重要なこと＝の中で重要なこと＝『『『『褒める褒める褒める褒める!!』』』』

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

!!

＜アサヒロジスティクス様＞＜アサヒロジスティクス様＞＜アサヒロジスティクス様＞＜アサヒロジスティクス様＞

⇒⇒⇒⇒プロドライバーという職種に誇りを持ってもらうためには？プロドライバーという職種に誇りを持ってもらうためには？プロドライバーという職種に誇りを持ってもらうためには？プロドライバーという職種に誇りを持ってもらうためには？
★人は誰でも★人は誰でも★人は誰でも★人は誰でも『『『『褒められる褒められる褒められる褒められる』』』』と嬉しいものだと嬉しいものだと嬉しいものだと嬉しいものだ!!!!!!!!
⇒⇒⇒⇒無事故によって経費削減できた利益は、ドライバーへと還元無事故によって経費削減できた利益は、ドライバーへと還元無事故によって経費削減できた利益は、ドライバーへと還元無事故によって経費削減できた利益は、ドライバーへと還元!!!!!!!!

『『『『安全初夢大会安全初夢大会安全初夢大会安全初夢大会』』』』を開催し、表彰・賞品により還元。を開催し、表彰・賞品により還元。を開催し、表彰・賞品により還元。を開催し、表彰・賞品により還元。
⇒⇒⇒⇒『『『『家族の喜び家族の喜び家族の喜び家族の喜び』』』』が、ドライバーの喜びになる。が、ドライバーの喜びになる。が、ドライバーの喜びになる。が、ドライバーの喜びになる。
★ドライバーのモチベーションの向上にも繋がっている。★ドライバーのモチベーションの向上にも繋がっている。★ドライバーのモチベーションの向上にも繋がっている。★ドライバーのモチベーションの向上にも繋がっている。



安全意識向上の先には

燃費の向上燃費の向上燃費の向上燃費の向上

＜アサヒロジスティクス様＞＜アサヒロジスティクス様＞＜アサヒロジスティクス様＞＜アサヒロジスティクス様＞

SRSRSRSR導入で燃料費導入で燃料費導入で燃料費導入で燃料費10%10%10%10%削減削減削減削減

約約約約2222年で導入費用を回収年で導入費用を回収年で導入費用を回収年で導入費用を回収!!!!!!!!
安全＝燃費安全＝燃費安全＝燃費安全＝燃費

メンテナンス費用の向上メンテナンス費用の向上メンテナンス費用の向上メンテナンス費用の向上

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

メンテナンス費用の向上メンテナンス費用の向上メンテナンス費用の向上メンテナンス費用の向上

安全＝車両にも優しい安全＝車両にも優しい安全＝車両にも優しい安全＝車両にも優しい

＜アサヒロジスティクス様＞＜アサヒロジスティクス様＞＜アサヒロジスティクス様＞＜アサヒロジスティクス様＞

タイヤの摩耗による交換費タイヤの摩耗による交換費タイヤの摩耗による交換費タイヤの摩耗による交換費15%15%15%15%削減削減削減削減

月間メンテナンス費節減月間メンテナンス費節減月間メンテナンス費節減月間メンテナンス費節減 約約約約60606060万万万万!!!!!!!!

アサヒロジスティクス様アサヒロジスティクス様アサヒロジスティクス様アサヒロジスティクス様

事故を一つ起したとき、「事故を一つ起したとき、「事故を一つ起したとき、「事故を一つ起したとき、「100100100100－１＝－１＝－１＝－１＝99999999」」」」 ではなくではなくではなくではなく 「「「「100100100100－－－－1111＝０」＝０」＝０」＝０」 あるいはマイナスになってしまう。効率の良い運転は、コスト削減あるいはマイナスになってしまう。効率の良い運転は、コスト削減あるいはマイナスになってしまう。効率の良い運転は、コスト削減あるいはマイナスになってしまう。効率の良い運転は、コスト削減

に寄与するだけでなく、安全にも通じ、さらに経営にも大きく関係してくる。に寄与するだけでなく、安全にも通じ、さらに経営にも大きく関係してくる。に寄与するだけでなく、安全にも通じ、さらに経営にも大きく関係してくる。に寄与するだけでなく、安全にも通じ、さらに経営にも大きく関係してくる。

効率のよい運転を目指すには、効率のよい運転を目指すには、効率のよい運転を目指すには、効率のよい運転を目指すには、会社が安全を一番に考える「職場の風土」を整え、仲間と何でも話し合える雰囲気を作ること。会社が安全を一番に考える「職場の風土」を整え、仲間と何でも話し合える雰囲気を作ること。会社が安全を一番に考える「職場の風土」を整え、仲間と何でも話し合える雰囲気を作ること。会社が安全を一番に考える「職場の風土」を整え、仲間と何でも話し合える雰囲気を作ること。

そうすることにより、安全運転の極意に「気付き」、そうすることにより、安全運転の極意に「気付き」、そうすることにより、安全運転の極意に「気付き」、そうすることにより、安全運転の極意に「気付き」、『『『『プロドライバープロドライバープロドライバープロドライバー』』』』としてのとしてのとしてのとしての『『『『誇り誇り誇り誇り』』』』も生まれてきました。も生まれてきました。も生まれてきました。も生まれてきました。



まとめ

ドライバーの安全意識を向上させるには？ドライバーの安全意識を向上させるには？ドライバーの安全意識を向上させるには？ドライバーの安全意識を向上させるには？

適切な適切な適切な適切な『『『『教育教育教育教育』』』』が重要であり、が重要であり、が重要であり、が重要であり、
その中でもその中でもその中でもその中でも『『『『褒める褒める褒める褒める』』』』ことが大切ことが大切ことが大切ことが大切

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

燃費・メンテナンス費用の削減燃費・メンテナンス費用の削減燃費・メンテナンス費用の削減燃費・メンテナンス費用の削減
ドライバーのプロ意識が強まるドライバーのプロ意識が強まるドライバーのプロ意識が強まるドライバーのプロ意識が強まる

安全意識の向上安全意識の向上安全意識の向上安全意識の向上

SRは「材料の一つ」として役立ては「材料の一つ」として役立ては「材料の一つ」として役立ては「材料の一つ」として役立て
ることが出来ますることが出来ますることが出来ますることが出来ます



明送様の事例

導⼊した翌年導⼊した翌年

１０００万円の削減

効果！

導入事例紹介①

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

８％の改善で！



新雪運輸様の事例

導入事例紹介②
●前回より少しでも点数が良かったら『『『『褒める褒める褒める褒める』』』』

その日、どんなことに注意して走行したか聞く

●危険挙動が出ていてもまずは『『『『褒める褒める褒める褒める』』』』

急ブレーキや急ハンドルで事故を回避した

こ とを『『『『褒める褒める褒める褒める』』』』

急ブレーキ 次回の対策を話し合う

急ハンドル ハンドルで危険を回避する時

の危険度を話し合う

まずは褒める！

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転



前原運送様の場合

導入事例紹介③

２０１１年上半期 ECO＆D/R表彰式の様子

ＫＹＴトレーニングの様子

ＳＲはドライバーの皆様の

安全運転に対する努⼒を

公平に評価します！

悪いとこを探すのではなく、

良いところを探す機器として、

ドライバーの皆様からも

人気があります！

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

壁にはＳＲ得点と燃費の推移グラフ

いい点数が出るとハイタッチで喜びあう！



車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

社団法人埼玉県トラック協会前会長

アサヒロジスティクス株式会社会長

横塚 正秋 様



約800社 90,000台

愛和食品、アサヒロジスティクス、旭食品、イオンディライト、石島運輸倉庫、池町運輸倉庫、池畑運送、
揖斐運輸、宇和島⾃動⾞、岡野運送、花王ロジスティクス、⿅児島荷役海陸運輸、神奈川中央交通、
河崎運輸機工、カルビー、関東通信輸送、北関東物流、北⼗、キャリテック、キヨシン、京都さくら観光、
共⽴輸送、久留⽶運送、コープムービング、国分ロジスティクス、サカイ引越センター、サキュレ、

ＳＲをお使いいただいているお客さま

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

共⽴輸送、久留⽶運送、コープムービング、国分ロジスティクス、サカイ引越センター、サキュレ、
佐川急便、四国明治乳業、新雪運輸、スズケンロジコム、ＪＲバステック、ＪＲバス関東、ＪＲ東海バス、
全京運輸、センコー、大正製薬、ダイキン工業、ダイドードリンコ、太陽運輸倉庫、高槻市交通部、
⾼野商運、多摩運送、千葉通運、千代⽥運輸、中央⾞輌輸送、中通、中部明販、
東京空港交通、東京めいらく、東京電⼒、東電物流、⼾⽥運輸、名古屋製酪、中通、奈良低温、
新潟運輸、日通トランスポート、日本ロジテム、日本通運、日物ロジ、濃飛倉庫運輸、ハーツ、
芳賀通運、白洋舎、羽田運輸、阪神ロジテム、ピアノ運送、ビーイング・グループ、兵庫トランスポート、
ヒロセ、豊後通運、芳誠流通、芳和輸送、北三運輸、前⼭運送、マルソー、丸仲運輸、みやぎ⽣協、
三菱⾷品、三菱電機ビルテクノサービス、三菱電機ロジスティクス、宮崎、宮本陸運、明治ケンコーハム、
明治ロジテック、明送、望月運送、ヤマコン、米澤通商、ライフサポート・エガワ、ロジパルエクスプレス、

etc･･･
敬称略



ラインアップ

ＳＲフォークリフト

ＦｕｅｌＦｕｅｌＦｕｅｌＦｕｅｌ ＣｏｍｐａｓｓＣｏｍｐａｓｓＣｏｍｐａｓｓＣｏｍｐａｓｓ

大型・中型大型・中型

トラックに！トラックに！

バスに！バスに！

デジタコ
ＤＲ一体

車に、街に、人に、未来に、やさしい運転

ＳＲフォークリフト

ＤｉｇｉｔａｃｈＤｉｇｉｔａｃｈＤｉｇｉｔａｃｈＤｉｇｉｔａｃｈo o o o ＬｉｔｅＬｉｔｅＬｉｔｅＬｉｔｅ

Ｓａｆｅｔｙ Ｒｅｃ

小型トラック小型トラックに！に！
商⽤⾞、営業⾞商⽤⾞、営業⾞
にも！にも！

商⽤⾞、営業⾞に！商⽤⾞、営業⾞に！



車に、街に、人に、未来に、やさしい運転
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