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その他営業

フィールド
サービス

物流

導入企業様の一部導入企業様の一部

Cariot
2016年にサービスをスタートしたCariot。
運送事業、卸売事業といった物流関連の事業者様から、
メンテナンス・警備といったフィールドサービスの事業者様
まで、幅広い業界で導入いただいています。

ここ3年で、ご契約社数も約7倍と、多くのお客様にご支持
いただいております。

管理業務の
デジタル化に対応

到着時間を把握し、
事前の受入れ準備や
遅延の際に素早く対応

急な依頼に
素早く対応

大幅削減の電話を「今どこ？」「いつ着く？」車の 大幅削減の電話を「今どこ？」「いつ着く？」車の

1



サーバーCariot
AWS

Cariot
アプリケーション

or
Cariot

モバイルアプリ
車載デバイス

（SIMカード内蔵）
あなたのクルマ

車両に専用のデバイスを取り付けるか、ドライバーにスマートフォンのアプリケーションをインストールいただくことで、必要な情報を取得。
全ての情報をクラウド上に通信でアップロードし、必要なデータのみを管理画面に表示いたします。

の仕組み

IoT
ドライバー

運転中の問い合わせ
対応が大幅に減る。

各所への電話確認の手間が減り、
問い合わせにも即返答ができ、
お客様をお待たせしない。

集荷 配達

サービス提供

担当者
アサイン

管理者
運行管理者・配車係
サービスセンターなど

到着時間をリアルタイム把握。
受入準備・遅延対応が
事前に取れる。

配送・訪問先
着荷主・オフィスなど

依頼元
発荷主など

急な集荷・訪問依頼をしても、
対応可否が待たずに知るこ
とができる。

がなめらかにを情報のつながりの働く人とクルマ
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長時間労働の是正を目指し、長時間運転・休憩時間の確認に、正確な稼働
状況の把握は必須。
休日の社用車の不正利用や、業務への専念の確認などにもご活用いただ
けます！

ドライバーの労務管理

ただでさえ長い業務時間の最後に、手書きでの日報作成。
ドライバーも管理者も、作成・管理に多くの時間がかかります。
Cariotは走行データを全て記録しているので、作成・管理の手間が大幅に
削減できます！

運転日報の管理

P.8へ

社員の安全、会社の看板を守るためにも、安全運転への取り組みは重要
です。
実際の走行データを元に、危険挙動を検知して記録。
速度超過などは即時に管理者へメールで通知し、安全運転指導に活用い
ただけます！

安全運転の管理

P.7へ

社用車の登録番号や車検日、保険に関する情報や、ドライバーの免許情報
に事故履歴など、車両を使って業務を行うには、管理する情報がたくさん
あって管理が大変。
そんな台帳をデジタル化することで、管理の手間を減らします。

車両・ドライバー台帳の管理

P.6へ

自然災害の発生時、どこにどの車両がいるかわからない。
Cariotなら、リアルタイムで車両の位置やドライバーの状況がわ
かるので、避難指示など次のアクションが迅速に行えます！

災害時の確認対応

到着を待つお客様から、「いつ着くの？」と、確認のお電話。
Cariotなら、リアルタイムな位置情報に加え、到着予定時間の
表示や、遅延が発生した際の登録先への自動通知で、受入準備や
遅延対応をスムーズに行えます！

到着時間の確認対応

P.5へ

お客様からの急な集荷、対応のご依頼。
すぐに手配したいけど、どのドライバーがどこにいて、どんな状態
かがわからない。
Cariotなら、リアルタイムで車両の位置やドライバーの状況がわ
かります！

急な依頼への対応

P.4へ

過去の履歴情報活用で
管理業務の効率化

リアルタイム情報活用で
問い合わせ業務削減

ください！ご活用をこんな時に
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記事を読む https://www.cariot.jp/case/case08/

配送ルート把握で配送シフト作成効率を20％アップした導入事例配送ルート把握で配送シフト作成効率を20％アップした導入事例
配送スタッフのリアルタイム位置把握で「今どこ？」の電話を30%削減。
配送シフトの作成効率も20%アップ！ 配送効率をアップさせるのが今後のミッション

八戸東和薬品株式会社 様
導入事例

Cariotをご契約いただいた
お客様のみならず、URLの共
有を受けた方はどなたでも、
ログイン無しで情報をPC/ス
マートフォンで見ることができ
ます。

ログイン無しで誰でも見れる！

※Cariotモバイルアプリ限定機能

走行中、停車中といった走行
状況や、作業中、休憩中とい
った業務状況まで（※）画面
で表示。対応可能なドライバ
ーをすぐに確認することがで
きます。

位置だけではなく状況も表示！

業界最高水準のリアルタイム
性で、車両の位置情報を取得。
確認作業でお客様をお待た
せしません。

「今どこ？」がすぐにわかる！

Cariot導入で解決！

どこにドライバーがいるかが把握できておらず、急な依頼にすぐ返答できない。
位置だけではなく、すぐに対応できるかどうかの状況がわからない。
ドライバーへの電話確認が多く、運転の邪魔をしてしまう。

ありませんか？
こんなお悩み

アップも顧客満足も売上すぐに対応にも急な依頼急な依頼に対応する
Use Case 01
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記事を読む https://www.cariot.jp/case/case09/

グループ会社間の車両到着時間共有で管理のしやすさを実感した導入事例グループ会社間の車両到着時間共有で管理のしやすさを実感した導入事例
「遅れそうです」「Cariotで見ていますよ」をグループ全体で実現！
スマートスピーカーを使った問い合わせ・お知らせ機能に期待があります。

スバルリビングサービス株式会社 様

導入事例

Cariotをご契約いただいた
お客様のみならず、URLの共
有を受けた方はどなたでも、
ログイン無しで情報をPC/ス
マートフォンで見ることができ
ます。

ログイン無しで誰でも見れる！

計画に対して、遅延が予測さ

れた段階で、事前に設定した

相手先にメールで通知。遅延

発生前から対応が行えます。

遅延を事前に検知しメールで通知！

業界最高水準のリアルタイム
性で、車両の位置情報を取得。
確認作業でお客様をお待た
せしません。

リアルタイムで進捗がわかる！

Cariot導入で解決！

「いつ着くの？」という問い合わせの電話対応だけで業務時間が過ぎていく。
到着予定時間を過ぎてから遅延を把握。対応が後手後手に。
ドライバーへの電話確認が多く、運転の邪魔をしてしまう。

ありませんか？
こんなお悩み

ができるフォローが進む準備ことでわかるが「いつ着くか」Use Case 02
いつ着く？
問い合わせをなくす
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営業車の管理コストダウン導入事例営業車の管理コストダウン導入事例
約200台の営業車両を一括管理。書類作成を自動化し、手間を大幅に削減。
さらに稼働率から5％程度の車両削減に成功。

コネクシオ株式会社 様

導入事例

記事を読む https://www.cariot.jp/case/case01/

Cariotはセキュリティ万全の

クラウドサービス。ログインい

ただける環境であれば、オフ

ィスからでなくても、閲覧・更

新でき、出社は不要です。

どこからでも閲覧・更新ができる！

規定の入力項目を含め、最大

400項目まで設定が可能。車

種・車格、車両の全長などの

情報や、保険の更新期限など、

貴社の業務に必要な項目を

追加できます。

最大400項目まで設定が可能！

項目ごとに、任意の日にちの

前にアラートの設定が可能。

車検切れ、リースアップ、保険

の更新などの心配が不要に。

期限の前にアラートで通知！

Cariot導入で解決！

車両管理台帳が紙のまま。車検切れ、リースアップ、保険の更新など、管理が大変。
ドライバーの免許の期限、エクセルでまとめていてもつい見落としてしまう。
紙の台帳が事務所にあるので、台帳の作業をするために、出社をしないと…

ありませんか？
こんなお悩み

なく無駄なく、ミスしデジタル化を台帳管理Use Case 03
車両管理台帳を
デジタル化する
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記事を読む https://www.cariot.jp/case/case07/

リアルタイムドライブレコーダー映像で安全指導を実現した導入事例リアルタイムドライブレコーダー映像で安全指導を実現した導入事例
リアルタイムドライブレコーダーで安全指導を即日実現！今後は営業効率化、
ペーパーレス化の取り組みに着手。

ライオンハイジーン株式会社 様導入事例

ドライバーごと、事業所ごと、

日付ごと。

さまざまな切り口でレポート

化ができ、集計も比較も簡単

に行えます。

集計簡単！ドライバーごとの比較も

どこで、どんな危険挙動が発

生したか、地図上に表示。ドラ

イブレコーダー型のデバイス

なら、映像も自動で切り出し

ます。

危険挙動を見える化

急加速・急減速・急ハンドル・

速度超過。事故の予兆ともい

える危険挙動を自動で検知

します。

日々の走行から危険運転を検知

Cariot導入で解決！

日頃から安全運転を心がけて欲しい。
ドライバーの運転の実態が把握できない。
一方的な指導ではなく、社員と対話をして、事故を未然に防ぎたい。

ありませんか？
こんなお悩み

守るを社員察知を危険に、基をデータUse Case 04
安全運転の指導をする

7



記事を読む https://www.cariot.jp/case/case16/

車両位置把握のための電話連絡を減らし
業務効率化を実現した導入事例
車両位置把握のための電話連絡を減らし
業務効率化を実現した導入事例

車両のリアルタイムな位置情報をシステムで把握し、コミュニケーションにかかる業務工数を削減！
煩雑なやり取りを無くし日々の仕事がスムーズになりました。

株式会社THE LUXURY FLEET 様導入事例

ドライバーごと、車両ごと、さま

ざまなキーワードで検索がで

き、見たい過去のデータに素

早くアクセス。

過去のデータも簡単検索！

実際の走行データから、実車

時間を把握。レポートを作成

し、私的利用など、労務で気に

なる項目をシステム上で確認

できます。

不正な利用をレポートで発見！

走行データに溜まった、時間、

距離、拠点などの情報を、運転

日報作成に活用。手書きに比

べ、手間が大幅に削減。

運転日報作成の手間が大幅削減！

Cariot導入で解決！

運転日報が手書きだと書くのも集めるのも手間がかかる。
社用車を私的利用していない？直行直帰が多く、管理ができない。
あのドライバーの過去の日報はどこだろう？日報が紙だと保管も大変。

ありませんか？
こんなお悩み

省ける、早く帰れるが手間もドライバーも、管理者Use Case 05
日報作成や
労務管理を効率化する
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機能一覧

計画業務の最適化

走行データ分析（重ね合わせ）

実績ルート最適化

管理業務の効率化

アルコール検知器メンテナンス管理

アルコールチェック結果管理

オイル交換管理

休日走行検知

駐車イベントマップ

事故・メンテ履歴登録

ドライバー・車両マスタ

運転日報・月報出力

滞在記録

配送予実レポート出力

急加速
急減速
速度超過等

危険運転検知

速度マップ

車両稼働率分析

高度な検索機能

車両予約

ダッシュボード作成

レポート作成

走行実績データ

問い合わせ業務の削減

到着・出発・遅延検知

リアルタイム位置共有（DriveCast）

リアルタイム配送進捗（配送計画）

到着予測
3秒更新の車両位置表示

リアルタイムエリアマップ

Cariot モバイルアプリ限定機能

訪問自動記録
乗車前点検
業務レポート

Cariot モバイルアプリ限定機能

メッセージ
業務ステータス
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※法改正の内容、スケジュール等については、必ず国土交通省や警察庁のHPをご確認ください。

管理者が、アルコール検知器のメンテナンス情報をCariot上に登録することで、
アルコール検知器を正常に作動し故障がない状態を維持する支援を行います。
週次・年次でメンテナンスされているかの記録をいつでも確認することができ、
また、メンテナンスがされていない場合には、アラート設定により管理者にメン
テナンスを促すことも可能です。

「アルコール検知器メンテナンス管理」機能
管理者またはドライバーが、ドライバーの酒気帯び有無の確認結果を手動
で入力することができ、いつでも確認することができます（記録は一年間
保存となります）。
これにより、書類整理の手間削減、書類作成効率の向上といったメリット
が得られます。

※ドライバーによる入力は、ドライバーの自己申告だけで完結できてしまう
リスクがあるため、集計確認などの運用でフォローが必要です。

「アルコールチェック結果管理」機能

Cariotは2022年4月、10月に順次施行される道路交通法施行規則の改正（アルコールチェック義務化）への対応機能をリリースしました。
「アルコール検知器との連携を含むリモート点呼サービスとの連携」機能も開発予定です。
詳細はCariot製品サイトお問い合わせフォームか、オンライン無料相談よりお問い合わせください。

アルコールチェックへの対応

10

https://www.cariot.jp/form/contact/
https://cariot.eeasy.jp/aoi.yoshida/cariot


スポット配送、車両台数
  ～50台の配送最適化

スポット配送、車両台数
  ～25台の配送最適化

ルート配送、車両台数
～100台の配送最適化

ルート配送、車両台数
～50台の配送最適化

ルート配送、車両台数
～25台の配送最適化

250,000 円 / 月
（税込 275,000円/月）

125,000 円 / 月
（税込 137,500円/月）

50,000 円 / 月
（税込 55,000円/月）

25,000 円 / 月
（税込 27,500円/月）

12,500 円 / 月
（税込 13,750円/月）

スポット配送50スポット配送25ルート配送100ルート配送50ルート配送25

お客様の走行実績データから日頃走行しているルートとAIによる最適化ルートを比較し、
自社のルートの改善を支援するための機能をオプションとしてお選びいただけます。実績ルート最適化オプション

※ルート最適化オプションは1ヶ月のご利用から購入可能です。
※「ルート配送」とは配送先が基本的に変わらない配送、「スポット配送」とは配送先が都度変わる配送をさします。
※ルート最適化計算には上限があります。上限を超えた場合は最適化計算ができなくなります。
※上記の台数以上でご利用いただく場合は、個別のお見積もりとなります。

※お申し込みは最低5台からになります。
※「Cariot Mobile」をお申し込みの場合は、お客様のスマートフォンに専用アプリケーションをインストールしていただくことになります。
※「Cariot GPS Logger」「Cariot Drive Recorder」をお申し込みの場合は、車載デバイスが必要となります。
※デバイスは基本レンタルになりますが、購入をご希望の場合はお問い合わせください。
※ご契約期間はご利用開始日より1年間となり、料金は1年分をまとめて先払いとなります。

送料は台数に応じて、営業担当よりご案内。
取り付け工事は1台15,000円～（移動費別）

+2,000 円 / 月
（税込 2,200円～/月）

1アカウントごと

+4,780 円 / 月
（税込 5,258円～/月）

1台ごと

（税込 28,490円～/月）
ドライブレコーダー5台+管理者1名

25,900 円～ / 月

Cariot Drive Recorder

送料は台数に応じて、営業担当よりご案内。

+2,000 円 / 月
（税込 2,200円～/月）

1アカウントごと

+2,980 円 / 月
（税込 3,278円～/月）

1台ごと

（税込 18,590円～/月）
GPSロガー5台+管理者1名

16,900 円～ / 月

Cariot GPS Logger

なし

+2,000 円 / 月
（税込 2,200円～/月）

1アカウントごと

+2,480 円 / 月
（税込 2,728円～/月）

1台ごと

（税込 15,840円～/月）
ドライバーライセンス5名+管理者1名

14,400 円～ / 月

Cariot Mobile

その他諸経費

管理者の追加

管理車両の追加

基本料金

スマートフォンのアプリケーションをご利用いただく「Cariot Mobile」、車載デバイスをご利用いただく「Cariot GPS Logger」
「Cariot Drive Recorder」、合計3つのパッケージをご用意させていただきました。
お客様のご利用環境に合わせて、最適なパッケージをお選びいただけます。料金パッケージ
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※本資料の情報、及び画像は、作成時点のものです。詳しくは最新の情報をご確認ください。
※各社事例の情報は、取材時のものになります。また、数値評価は企業努力も含まれます。

https://www.cariot.jp/knowhow/
パンフレット・事例集などのダウンロードはこちら

電話受付時間　平日 10:00～18:00

E-mail: cariot_sales@flect.co.jp
Tel: 03-3561-9610

株式会社フレクト
Cariot 事業部




