
トラック予約受付・バース管理システム一覧表①
サービス名

AirDia（エアダイア） EPARKモール FLOWVIS Li-SO（リソ） LogiPull MOVO N-Torus R-Teams SmartTransport スマートバースシステム

ロゴ

URL https://airdia.net/ https://epark-mall.co.jp/driver_system.html https://www.furuno.com/jp/dsrc/flowvis/ https://li-so.jp/ https://logistics.cec-ltd.co.jp/ https://movo.co.jp/berth_management http://nsk.c.ooco.jp/ https://www.ryobi.co.
jp/products/trackberth

https://www.unisys.co.
jp/solution/lob/transport/smarttransport/

https://www.ye-digital.
com/jp/news/18/20180910.php
https://www.prologis.co.jp/press-
releases/180910

入場車両をAGVが出迎え

シーイーシー／ZMP連携
https://www.logi-today.com/444486

Hacobu、MOVOバースを核に

「SCの全体最適化」
https://www.logi-today.com/444456

提供 3Gサポート株式会社 株式会社EPARKモール 古野電気株式会社 株式会社ロジクリエイト 株式会社シーイーシー 株式会社Hacobu 一般社団法人日本加工食品卸協会 株式会社両備システムズ 日本ユニシス株式会社 株式会社YE DIGITAL

プロロジス
共同開発

提供開始 2020年1月 2018年8月 2020年4月 2018年9月 2018年9月 2018年2月 2019年3月 2020年8月 2018年2月 2018年1月
導入拠点・施設数 3 非公開 非公開 6（予約される側の拠点数） 非公開 350（有償利用拠点数） 87拠点（2021年6月時点） 非公開 非公開 非公開

利用者数 3,000 12,000 非公開 4,000 非公開 ID（導入拠点、予約者）約200,000 卸業者：1,000件

運送業者：700件

ドライバー：2,500件

合計約4,200件

非公開 非公開 非公開

予約端末 スマートフォン

タブレット
PC

スマートフォン

タブレット
PC

PC スマートフォン（iPhone・Android）

タブレット
PC

スマートフォン（iPhone・Android）

タブレット
PC

ガラケー

スマートフォン

タブレット
PC

スマートフォン

タブレット
PC

PC（エクセル登録）

【10月リリース予定】↓
Web

スマートフォン（iPhone・Android）

タブレット
PC

なし

管理端末 スマートフォン

タブレット
PC

タブレット
PC

PC スマートフォン（iPhone・Android）

タブレット
PC

タブレット
PC

【利用シーン別の想定機器】

バース管理者による予約状況確認：PC
バース作業員による状況確認、トラック呼出：
PC・タブレット

スマートフォン

タブレット
PC

スマートフォン

タブレット
PC

タブレット
PC

スマートフォン（iPhone・Android）

タブレット
PC

タブレット
PC

予約者ログイン あり あり あり あり（ログインID・パスワード が必要） あり あり あり なし あり 管理者ログインあり

予約受付期間の設定 あり あり あり センター側で予約開始日時を自由に設定可
能

なし（いかようにも設定可能） （納品事業者予約・拠点事業者予約）当日以
降の日付

（ドライバー予約）当日から5営業日先まで

あり なし あり なし

受付機能 あり あり あり（オンプレミス） あり（スマートフォン・タブレット） あり
物流施設に設置したタブレットにて受付。

あり あり（オンライン） あり（タブレット）

【10月リリース予定】↓
音声＋IVR

あり なし

呼び出し機能 あり（プッシュ） あり（メール） 標準なし
拡張カスタム対応

あり（SMS・メール） あり（SMS・自動音声電話・電光掲示板） あり（SMS） あり（メール送信・SMS） あり

【10月リリース予定】↓
SMS・音声電話（自動／任意）

あり なし

その他の基本機能 ・ハンズフリーバース利用実績把握

・GPS運行軌跡

・アプリ、ブラウザともに可能

・事前情報の把握（受付・予約時に入力）
・シンプル仕様の為、予約者、現場スタッフと
もに操作がわかりやい

・車番認証に加えETC搭載車はETC認証

・車両入退の自動化

・入退場履歴管理

・滞在車両のリアルタイム監視
・滞在時間管理

・車両入退管理

・バース自動割当
・バース数の増減変更（センター側での変更
操作）

・予約者への一斉メール配信
・予約者の２階層管理（親予約社（メーカー）　
子予約社（運送会社））

・時間なし予約

・時間なし予約のバースへの自動配置

・予約可能時間帯設定
・バースロック（月日と時間帯で予約不可設
定）

・各種分析ツール機能

・誤操作時の戻る機能

・予約に添付ファイル機能
・事前呼び出し機能

・バース予約管理

・車両入退管理

・受付管理

・車両誘導

・バース実績管理

・AGV連携

・予約へのファイル添付

・ドライバーによる遅延連絡

・バース作業ステータス管理

・実績データダウンロード
・ダッシュボード

・車両入退管理

・バース自動割当

・全国運送業者／ドライバーの一元管理
・複数倉庫／多階層対応（※様々な運用に対
応）

・実績表示／データCSVダウンロード／分析
ツール提供

・プランニング

・オペレーション

・チェックイン（入退場管理）

場内：タブレット／車番認識

場外：IVR（音声）

【近日リリース予定】
・場外／場内待機車両管理

・予約

・到着受付（モバイルチェックイン含む）

・待機状況確認

・車両呼出

・バース管理

・ダッシュボード（実績データ）

・CSVダウンロード

・バース（スパン）毎の満車、空車自動判定機
能

・停車トラックのナンバー認識機能

・テナント入出庫集計機能
・バース（スパン）単位の入出庫ログ集計機
能

・バース状態の画像閲覧機能
・バース占有率分析機能

オプション機能・連携機能など ・最適バースダイヤ生成機能（AI）
・スマホながら運転見守り機能

・1度の会員登録で、EPARK加盟店すべて利

用可能
・会員登録者へ一斉メール（メルマガ機能）が
可能

・バーゲート等の各種ゲート

・電光掲示板

・パトライト
・各種システムとのデータ連携

・先行予約（限定予約者の専用バース機能）

・2箇所下ろし機能

・API連携可能
・個別カスタマイズ可能

・GPS連携（自動受付・延着表示）

・NACCS連携
・発熱スクリーニング（受付タブレット・体温計
連携）

・AGV（無人搬送車）連携

・トラックスケール連携

・入荷予定取り込み機能

・自動誘導　

・QRコード発行

・作業実績詳細オプション

【参考】
https://logistics.cec-ltd.co.jp/product/

オプション

・ドライバー予約

・ドライバー予約時の写真添付

・オンライン受付（スマホでの遠隔受付）

・バース自動割当

・荷量単位あたり作業時間設定

連携機能

・動態管理（配送管理）

・配車管理

・配車計画

・WMS

・WMS連携 ・基幹システムとの連携I／F

・バース管理

在車センサー

IPカメラによる在車検知

・誘導管理

サイネージ

音声／SMS

呼出専用端末

LED表示器

・バース割当

・倉庫管理システム連携

・輸配送管理システム連携

・車番検知システム連携

・動態管理システム連携

 等

予約システムとのデータ連携機能（外部API）

導入事例 ・大手自動車運送業 ・東京青果

（導入事例ページ）
https://mall.epark.jp/facility/otaichiba/

・JR貨物　ほか

（導入事例ページ）
https://www.furuno.com/jp/dsrc/logistics/

・株式会社バロー

・ベイシア
・カルディ

・兵機海運
https://www.cec-ltd.co.
jp/news/2019/09/03/11560/

・ヤマゼンロジスティクス
https://logistics.cec-ltd.co.jp/case/yamazen/

・日陸
https://logistics.cec-ltd.co.jp/case/nichiriku/

・アスクル
https://movo.co.jp/case_study/974

・ビバホーム
https://movo.co.jp/case_study/1131

・豊田通商
https://movo.co.jp/case_study/1814

他多数（導入事例ページ）
https://movo.co.jp/case_study

非公開 非公開 ・ニチレイロジグループ本社
・京濱港運　ほか

非公開

問合せ先 TEL：0566-57-2547

Email：contact@3gs.jp

TEL：0120-66-6142

URLからのWebお問合せ

TEL：03-6808-7879

Email：li-so@logicreate.co.jp

TEL：06-6396-3336

Email：D3-marketing@cec-ltd.co.jp

TEL：050-5358-8885

Email：contact@movo.co.jp

http://nsk.c.ooco.jp/yoyakusys/guide.pdf TEL：06-6394-1260

Email：kimoto.kazuki@ryobi.co.jp

smarttransport-box@ml.unisys.co.jp

2021年7月作成：LOGISTICS TODAY編集部（お問い合わせ先 support@logi-today.com）

https://airdia.net/
https://epark-mall.co.jp/driver_system.html
https://www.furuno.com/jp/dsrc/flowvis/
https://li-so.jp/
https://logistics.cec-ltd.co.jp/
https://movo.co.jp/
https://movo.co.jp/
http://nsk.c.ooco.jp/
https://www.ryobi.co.jp/products/trackberth
https://www.ryobi.co.jp/products/trackberth
https://www.unisys.co.jp/solution/lob/transport/smarttransport/
https://www.unisys.co.jp/solution/lob/transport/smarttransport/
http://nsk.c.ooco.jp/yoyakusys/guide.pdf


トラック予約受付・バース管理システム一覧表②
サービス名

telesa-reserve TruckBerth TruckCALL トラック簿 物流効率化支援サービス 車両受付管理システム 即効バースくん 入構ウォッチ 輸配送進捗管理サービス
バース予約

ロゴ

URL https://www.tsunagute.co.jp/reserve/ https://truckberth.net/ https://truckcall.jp/ https://monoful.jp/truckbook/ https://mimerit.jp/ https://www.meitetsucom.co.
jp/solution/3004.html

https://digitallink.co.
jp/solution/development

https://nyukou-watch.com https://www.nec-solutioninnovators.co.
jp/ss/logistics/products/tms/

「トラック簿」がTOTO物流施設の

入出庫を大幅改善
https://www.logi-today.com/444535

提供 株式会社TSUNAGUTE シーオス株式会社 株式会社BRAVELOGIS（ブレイブロジス） 株式会社モノフル 株式会社ステラス 株式会社メイテツコム 株式会社デジタルリンク 株式会社ジュンバンウォッチ NECソリューションイノベータ株式会社

提供開始 2018年9月 2017年9月 2017年12月 2019年4月 2019年3月 非公開 2018年1月 2019年6月 2014年9月
導入拠点・施設数 200弱 10拠点以上 10社以上 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開

利用者数 2,400ID、100,000人（ドライバー数） 100アカウント以上 14,700 65,000 非公開 非公開 非公開 非公開

予約端末 スマートフォン・タブレット・PC 【庫内管理者・運行管理者】

タブレット
PC

※ブラウザが利用できる端末

【ドライバー】
スマートフォン

スマートフォン（iPhone・Android）

タブレット
PC

※LINE（スマートフォンorタブレット）
※ブラウザが動作する端末であれば予約可
能

スマートフォン

タブレット
PC

スマートフォン（iOS・Android）

タブレット（Windows・iOS・Android）
PC

非公開 なし スマートフォン

タブレット
PC

ガラケー

スマートフォン（iPhone・Android）

タブレット
PC

管理端末 スマートフォン・タブレット・PC 【庫内管理者】

タブレット
PC
※ブラウザが利用できる端末

スマートフォン（iPhone・Android）
PC

タブレット
※呼出操作はブラウザが動作する端末であ
れば操作可能

タブレット
PC

スマートフォン（iOS・Android）

タブレット（Windows・iOS・Android）
PC

非公開 PC スマートフォン

タブレット
PC

タブレット
PC

予約者ログイン あり（予約モバイルサイト）
なし（専用アプリケーション）

あり なし あり あり（ブラウザ機能により2回目以降の入力

は省略可能)

非公開 なし なし あり（電話番号でログイン可能）

予約受付期間の設定 あり あり 当日から2か月先まで あり あり 非公開 なし あり あり（当日以降の日程については期限なく予
約可能）

受付機能 あり あり

(オプション機能:当日受付管理）

あり（受付端末・LINE） あり（現地・スマートフォン遠隔） あり あり あり あり

呼び出し機能 あり（SMS・自動音声電話） あり（オプションでドライバーSMS呼び出し機
能）

あり（LINE・自動音声電話・SMS） あり（SMS・LINE・アプリ） あり（SMS・LINE・電話） あり あり（自動音声電話） なし

その他の基本機能 ・分類機能

・予約状況管理
・対応状況確認

・バース実績登録機能
・予実績データ出力機能

・統計データ
・順番待ち状況モニター表示

【フリープラン】

※月額0円で多くの基本機能を利用可能

・バース割当

・車両入退管理

・CSVダウンロード

・実績ダッシュボード

【スタンダードプラン】
・バース予約

・バース管理、予約、割当

・配送情報共有
・寄託者在庫情報共有

・事務所の端末から待機室にいるドライバー
に各自の待ち時間とバースの案内を表示

・バースごとに1台当たりの想定待ち時間設

定
・報告データの出力

・車両入退管理

・バース稼働状況一元管理

・バース割当

・リフトマン割当

・リフトマン作業管理（スマートフォン）
・順番待ちモニター表示

・ドライバーマスタ自動登録

オプション機能・連携機能など ・商品伝票添付機能

・衛生管理機能
・遠隔受付機能

・動態管理（到着予測）

・予約一括登録機能

・当日受付管理

・ドライバーSMS呼び出し機能

※施設運用に合わせた柔軟性

【オプション】

・スマートフォン受付

・受付カスタマイズ

・複数箇所積み下ろし

【プレミアムプラン】

・動態管理連携

・TMS連携

・既存の倉庫管理システムと連携可能 非公開 なし

導入事例 ・あらた

・太田花き／フラワーオークションジャパン

・丸総　川崎物流センター

・ツカサ

（導入事例ページ）
https://www.lo-zine.net/team/

2017年グリーン物流パートナーシップ

経済産業大臣表彰
https://www.mlit.go.
jp/common/001213123.pdf

・日航関西エアカーゴ・システム

・マルハニチロ物流

・アサヒロジスティクス

ほか　10社以上

・ダイキン工業

・TOTO

・資生堂

・ココカラファイン

・日本通運

・山九

・郵船ロジスティクス

・トランコム　ほか多数

（導入事例ページ）
https://monoful.co.jp/truckbook#casestudy

非公開 非公開 非公開 ・サンプルデモ画面

【ドライバー予約画面】
https://nyukouwatch.com/nkdemo/

【管理画面】
https://nyukouwatch.
com/nkdemo/bhxv3s/links/index.html

【使い方マニュアル】
https://nyukou-watch.com/user-guide/

問合せ先 Email：sales@tsunagute.co.jp https://truckberth.net/

TEL：03-5791-1170

Email：sales@seaos.co.jp

https://truckcall.jp/

TEL：050-3627-6888

https://monoful.co.jp/contact

TEL：0120-507-765
TEL：03-3257-6210

Email：mimerit@stellas.co.jp

https://www.meitetsucom.co.
jp/solution/3004.htmll

Email：info@digitallink.co.jp TEL：090-4428-2416

Email：info@nyukou-watch.com

2021年7月作成：LOGISTICS TODAY編集部（お問い合わせ先 support@logi-today.com）
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