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How to deliver your best

 成功に向かって行くためには経験豊富なパートナーが必ず必要となります。Roadnet 
Technologiesは、25年以上、顧客が以前には経験できなかったTransportation サービス、
効率性、収益性の側面で画期的な結果をもたらすために Industry Leading ソフトウェアソ
リューションを供給してきました。現在、世界 3,400 以上の顧客が使用しており、毎日
200,000 台以上の車両が Roadnet ソリューションを用いて最適化された Routing を遂行
しています。 Roadnet Technologies の目標はただ一つです。それは貴社の Business が
成功するためのサポートを差し上げることです。

貴社のオペレーションを次のステップに
飛躍させる準備はできましたか?

　大事なモノを失ってはいませんか ? 推測や
経験に頼って配送計画を立てていますか ? ド
ライバが会社を辞めたり配達できなくなった場
合はありませんか ? もし、そうであれば逆に
得られるモノはもっと多いです。

　顧客サポートが気になりますか ? Roadnet 
Technologies は貴社の担当者に Roadnet 
University から提供する専門的な教育を実施
し、365日＆24時間の常時体制で顧客サポー
トセンターを運営しています。 貴社の担当者が
システムを最大限に活用できるようなレベルに
至るまで継続的にサポートをし、投資に対する
効果を極大化しています。
それではRoadnet®Transportation Suiteが
貴社に提案する優れた機能をを見てみましょう。

　Roadnet Technologies の Roadnet®
Transportation Suite は企業の目標が達成
できるように設 計されて います。 この
Package Solution は貴社の物流担当者に
顧客の受注から最終の配送までのプロセスに
対する総合的かつ包括的な回答を提供します。 
カスタムソリューションではないので会社の業
務の全てが受容できるかご心配でしょうか ? 
そ れ な ら もう 心 配 は 御 座 い ま せ ん。 
Roadnet®Transportation Suite は 既 に
世界中の何千ものの一流企業にて正常に運営
されている実績のある Industry－leading ソ
リューションであり、25 年間以上実務に適用
され、戦略と戦術そして運営の卓越性が徹底
的に固められ、実証されています。 本ソリュー
ションは各モジュールを個別インストールして
独立に使用することもでき、最上の結果を得
るために Suite 全てを使用するなど、必要と
するモジュールだけを組み合わせて導入する
ことができるので構成が非常に容易です。 簡
単に言えばこのソリューションは貴社の現在の
オペレーションをそのまま溶けいれて、まるで
カスタムソリューションのように調整ができる
凄まじい能力があります。

燃料及び配送コスト削減

業務生産性増加

顧客満足度向上

戦略的計画の樹立能力向上

正確な送料の Instant Access

人的 / 物的資源の最適活用及び

ドライバ管理



Antonio Brown, Corporate Transportation Manager
The Eastern Bag & Paper Group

 “今までRoadnetソリューションのように我々の仕事にぴったり合うシステムは見たことがありません。 
　一番優れたと思うところは我々の業務方式を変えなくても必要としている全ての答えを得ることがで
　きるということです。”



TERRITORY PLANNER  
AT A GLANCE
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Territory PlannerTM

THE BIG PICTURE ON PRODUCTIVITY

　固定配送をしていますか ? 配送計画をい
くら良く立 てても 顧 客による変 更、
Backtracking、パス外の配送などが累積
されると時間が経つにつれて会社の収益性
は大幅に低下します。 こうしたリークを正確
に把握して改善するためには漠然とした推
測や付箋だけでは解決できません。 全体の
テリトリを対象に配送経路とスケジュールを
再計画できる時間と人力はどこで見つけれ
ばいいでしょうか ?

会社固有の業務基準に沿って過去の実績情
報をもとに企業全体の販売、サービス及び
配送部門を体系的に分析、調整、最適化で
きる頼もしくて強力なツールが必要です。 
貴 社 に 必 要 な も の は 正 に Territory 
Planner です。

業界初

Roadnet Technologies の Territory 
Planner は定期的な訪問販売及び事前販
売のための計画樹立、バランス調整及び管
理作業を遂行し、これに伴う標準の配送計
画を遂行するための最高な戦略ツールとし
て進化してきました。

Territory Planner は Enterprise 或いは
Standalone 方式で使用が可能で、充実
したフレームワークで武装したネットワーク
のマッピングエンジンはいくら複雑な
Rerouting の分析作業であっても軽く処理
ができる性 能と機 能を提 供します。 
Territory Planner は独立ソリューションと
しても完璧に動作するが他の Roadnet®

Transportation Suite との連動時には製
品間に情報を共有するのでより効果的に使
用することができます。

毎月ROIを確認してください。

データの Import 機能を用いて簡単に関連
情報の全てをシステムに入力してください。 
利用可能なドライバ、車両、配送周期、開
店 / 閉店時間、希望配送時間、配送物量、
配送先のような顧客及び詳細運営情報が必
要です。 これにより Territory Planner の
分析エンジンは顧客の業務スケジュールに
合わせて停車場所の順番や配送経路を決め
て、戦略的に貴社に最適化されたテリトリ
を設計して提示します。 また Territory 
Plannerの「What ‒ if」予測シミュレーショ
ンを通じて戦略的な Option の選択によっ
て対顧客サービスの向上及び費用削減効果
などの変化を事前に経験することができま
す。 車両台数を増やさなくても拡張する配
送領域をカバーすることができるか事前に
分かるようになるし、季節による貨物取扱
量の変化を考慮して繁忙期になる前にテリ
トリを調整し、配送及び利用可能な資源計
画を樹立することもできます。さらに配送
先ごとにかかる実際の費用を１円単位まで
正確に把握することができます。 このような
ポジティブな効果は直に結果として見ること
ができ、Territory Planner を初めて導入
する企業の場合でも長くて 6ヶ月以内に投
資費用の全てを回収することになります。

この精巧で使いやすい戦略ソリューショ
ンは次のように貴社をサポートします。

　販売、サービス及び配送計画に
　対する総合的な最適化
　効率的な資源割当による
　配送費用の削減
　戦略的なReroutingプロセスの自動
　化による配送時間及び管理費用の減少
　配送物量と作業負荷のバランシング
　「What ‒ if」シナリオによる
　未来予測シミュレーション
　貨物取扱量の増加、休日、季節ごと
　の変動性を考慮して最適化された
　テリトリを提示
　事業規模を考慮した顧客政策の樹立
　重要実績情報の蓄積及びこれを
　ベースにしたレポーティング
　顧客サービスの改善及び例外発生
　の把握
　中長期的な物流拠点の再配置計画
　及び戦略樹立ツールとして活用



Lee Beup, Marketing Director
Nixon Uniform Service & Medical Wear

“「テリトリー·プランナー」を活用して革新的な物流戦略を樹立して未来に対する予測 
 と素早い対応ができるようになりました。 より効果的な配送経路とスケジュールの生
 成ができるようになりBusinessに良い影響をもたらしています。このソリューション
 は我々の能力を一層高めてくれます。”
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真実のある統計情報
「テリトリー · プランナー」は貴社の販売、サービスそして配送業務と関連する重

要な統計情報が入っているレポートセットを提供します。 テリトリーを管理するた

めに必要な様々な情報が色々な視点から体系的に整理 / 要約されています。

　　テリトリーのコストレポート

　　テリトリーの配送距離レポート

　　テリトリーの Summaryレポート
　テリトリーの例外発生レポート

　ドライバの作業スケジュール表など

「テリトリー · プランナー」の最先端

アルゴリズムが貴社の急変する

needs に合わせてテリトリーと配送

計画を最適化します。 サンプルの例

を見るとテリトリが最適化されて、効

率的な配送が行われるようにバランス

良くなっていることが確認できます。

問題ありますか ? 問題ありません ! 

貴社で現在運営しているテリトリと配送コースを一目で確認でき
ます。 「テリトリー · プランナー」は既に運営している配送経路を即

座に分析して電子地図上にテリトリーとして区分及び表示します。そ

れによって重畳していて非効率的に運営している区域をいっきに確認

することができます。 「テリトリー · プランナー」を利用して問題があ

ればすぐに把握ができるし、簡単に解決することもできます。サンプ

ルのように特定の日のテリトリが酷く重畳していて問題になっている

ことが簡単に診断できます。

「テリトリー · プランナー」のスコアボードで物流運営のスコアを
確認できます。 「テリトリー · プランナー」は現在運営中若しくは作業
中であるテリトリと配送計画がどれ程効率よくできているかを統計情

報と一緒に点数化して表示します。それだけではなく最適化を通じて

どの位の削減ができるかをも確認することができます。 左図のように

最適化パラメータをそれぞれ設定してベンチマーキングシミュレー

ションの後、スコアボードにてその結果を確認することができます。



ROADNET AT A GLANCE
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RoadnetTM 

毎日遂行する「デイリー配送スケジューリング」
は経験と実力が要求される業務です。 配送の数
分前に発生する顧客の要求を把握し、多角的な
変数を考慮して効率の良い配送計画を作ること
は貴社の能力を必要とする作業です。 どうせ毎
日繰返しす作業なら貴社が他人より上手くでき
て最高水準を目指したほうがいいのではないで
しょうか ? 急成長している数多くの一流企業が
Roadnet Technologies の Roadnet® で
毎日の朝を始めています。

Enterprise 或いは Stand-alone 方式でも使
用できるこの多才多能なソリューションは、

配送計画担当者が全体の最適化スケジューリン
グをすることにおいて時間単位ではなくわずか
数分で全ての作業を終らせる能力を保有してい
る強力な戦術ルーティングツールです。 
Roadnet は今日の顧客の受注を明日の配送計
画に変え、コストは減少させながら顧客満足度
を増加させる魔法のような能力を貴社に提供し
ます。 Roadnet は企業の配送費用の負担を通常
平均 5～10% 程度持続的に減少させるので導
入後1年以内にはROI基準を十分に満たします。 
Roadnet は既存のシステムとの連動及び運営
を保障します。 Roadnet®Transportation 
Suite アプリケーションはもちろん、貴社で既
に使っている受注管理及びHostシステムとも

スムーズにインタフェースします。 顧客の受注
データがシステムにインプットされると
Roadnet の 最 先 端 の「street-level」
routing passesアルゴリズムがcustomized
されている配送経路及び訪問スケジュールを非
常に速いスピードで生成します。 道路状況、利
用可能な車両及びドライバの有無、配送希望時
間、開店 / 閉店時間、最大配送時間など、様々
な制約条件を簡単に設定・適用して高効率・
高品質のスケジューリング結果を提供します。 
こうした結果はドライバに詳細の配送作業指示
のような形で明確に伝達され、遂行程度に応じ
てドライバ個々の成果期待値を一貫したレベル
で維持・管理ができるようになります。 最終的
にはドライバのオーバータイム労働や過度な停
車時間の超過現象は短期間内に消えるようにな
り、ただ過去の話としてしか存在しないように
なります。 さらに発生可能な緊急事態や連休、
罷業、悪天候などを考慮した「What-if」危機
シナリオを事前に作成して緊急事態に備えるこ
ともできます。

結論的に車両の輸送能力と全体的な人的及び
物的資源の活用度が高くなり、顧客サービスの
満足度は急上昇するようになります。 貴社のビ
ジネスは毎日少ない運行で多くの配送をする形
へと変貌します。

配送計画に望んでいた全てを適用してみる。

THE SMARTER WAY TO ROUTE YOUR DAY

Roadnet の 25 年のノウハウが含まれて
いるルーティングソリューションは貴社を次
のようにサポートします。

 全車両の配送距離及びドライバの
オーバータイムが大幅に減少
 ドライバのパフォーマンスを体系的に測定
 新規または繁忙期に一時的に投入した
ドライバもすぐ分かる直感的な
配送支持や Turn-by-Turn 運行案内
 サービス時間の規定を遵守しながら
ドライバと車両の生産性を極大化
 顧客のサービス期待水準の充足及び
配送費用、収益性産出
  配送計画の所要時間が大幅減少するた
め、より戦略的な未来の予測業務を遂行
 「What-if」危機シナリオを事前にシミュ
レーションして緊急事態に備える
 バイタルな企業実績データの蓄積及びこ
れを再び配送計画に反映して時間が経つ
ほど精密になるスケジュールの生成



Eric Cohen, Vice President of Logistics
WAXIE Sanitary Supply

“ルートソリューションのない企業は次のレベルに飛躍できないとい 
 うことを私は分かっています。 コストを制御して顧客親和的な企業に
 なりたいですか?...答えは「ロードネット（Roadnet）」です。”
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必要とされる高品質レポート
毎日の配送作業を生成してパフォーマンスを測定す

ることはこれ以上簡単にできません。 Roadnet が

提供する広範なレポーティング機能により貴社のビ

ジネスに必要な全ての情報を追跡してください。 基

本的に提供されるレポートは次のとおりです。

ドライバの配送指示書
ドライバの運行ガイド
ドライバの作業スケジュール
配送コースSummaryレポート
配送例外発生レポート
資源活用度レポート
配送コストレポート
時間指定例外レポート
配送コース・停車場ごとの計画比
実績レポートなど

計画通りに予算の範囲内で運営していますか ? 

ロードネット (Roadnet) の計画比実績レポートは御社の経営陣に配送コースごと

に良くできているところと足りないところについて詳細に比較及び表示します。 こ

のサンプル図の＜Variance＞と＜％ of Planned＞の値を見ると計画と実績の

値にどれほど差があるか簡単に把握できます。 こうした詳細情報をもとに目標を

達成するための、より的確な計画を立てることができます。

明日の成功のためにどのように準備していますか ? 

目標を立ててみてください。 サンプル図のようにロードネット (Roadnet) は明日

の配送コースや停車先までの距離、時間、物量、費用などの情報を Top-down

方式で表示します。 　また特定日の配送コースや停車先をドリルダウン

（Drill-down）してより詳細な情報を確認することができ、これを電子地図に表

示してドラッグ＆ドロップ（Drag & Drop) 方式で管理することもできます。



MOBILECAST AT A GLANCE

MobileCastTM

御社はもう配送サービスのテリトリーを定義し、
配送計画を最適化しました。 しかしドライバが計
画通りにちゃんと動いているか、どうやって確認
していますか? モバイルキャスト（MobileCast）
を使用すれば可能です。 Roadnet Technolo-
giesのMobileCastは総合的なモバイル管理
及び管制ソリューションであり計画に対する実
行結果をリアルタイムで該当状況を表示しま
す。 MobileCastは導入初日からその無限の価
値を貴社に証明します。

路上では今何が起こっているのでしょうか?
GPSと連動するMobileCastの最先端のモバ
イル資源管理能力は最も高いレベルのVisibil-
ityを提供します。 AVL(Automatic Vehicle 
Location)パッケージとは違ってMobileCast
は計画通りに配送しているか実際の配送軌跡を

リアルタイムで比較・追跡し電子地図上の顧客
の全ての配送先と配送中である車両の現在位
置及び状態をOptionにて設定した様々な方式
で表示します。 MobileCastはドライバが携帯
するハンド端末を利用して停車先ごとに開始及
び完了時間を自動/手動で入力し、リアルタイム
で集計されるため、本部では全社的な配送及び
進捗状況を即座に把握できるようになります。 
このようなリアルタイム情報は配送のVisibility
だけではなく御社のリアルタイム対応力を一次
元上昇させて他社より優位の競争力を整えるこ
とに寄与するようになります。 モバイルキャストは
オープン構造で設計されているためRoadnet®
Transportation Suiteアプリケーションはも
ちろん、既存に使っているTMSの配送モジュー
ルやホストシステムとも円滑に連動できる独立
的な製品です。

最先端のエクセプション（Exception）
管理を経験してください。
MobileCastは異常兆候を早期に発見して本部
の管制者及び関連顧客にアラームを送信する知
能的な機能を搭載しています。  例えば、計画されて
いる経路から1.5Km以上離れたり顧客の配送先
に30分以上の到着遅れが予想されるとき、定義
されているメッセージを送るように設定すること
ができます。 全ての配送状況を持続的にモニター
リングしており、イベント発生時に管制及び電子地
図上で識別しやすくするためにアニメーション警
告を表示及び記録し、これを再びReplayして見る
こともできます。 そのため本部の管制者は離れて
いても配送している問題車両だけを注視しながら
リアルタイムに対応が可能なので効率的です。 
・配送中のドライバに新規配送に対するリアルタイム作業指示

・配送状況や関連情報のリアルタイム更新

・停車先の到着/出発時間及び所要されたサービス時間の

　リアルタイム キャプチャー

・サービスの不履行及び配送遅れの早期警告及び事前対応

・配送中の車両の積載量変化のリアルタイム確認

・配送コース及びドライバのパフォーマンス情報の照会及び出力

・今日の配送結果の情報が明日の配送計画としてフィードバック

　され、一定の時間が経過したら究極の高精密な配送スケジュー

　リングを実現

・管制者とドライバとのリアルタイムコミュニケーション

・配送中の貨物の破損数量及び数量差の発生把握

MobileCastは毎日の運営を通じて配送計画を
もっと強化させ、より効率的に作業を指示しながら
進化し続けます。

最先端の技術力を見せるこのソリューショ
ンは次のような効果があります。

・車両ごとのルーティングスケジュールに
  応じて全ての車両のリアルタイム追跡
・配送距離、オーバータイム及び空車走行
  を減少させる→コストの削減
・サービス遅延及び配送エラーを無くす→
  ドライバの効率性及び収益性の向上
・差別化されたException 管理
・予想する到着時間を前もって正確に予測
  して配送中に経路の再設定及び再ルー
  ティングを通じて配送遅れを防止できる
  ので対顧客サービス満足度の増加
・事務所・派遣勤務要員・ドライバなど、
  全ての配送メンバー間のコミュニケーション
  チャンネルとして活用
・配送結果のリアルタイム入力及び実績
  データの蓄積
・現場の配送現状をリアルタイムに生々し
  く再現し、配送管理を科学化して最先端
  企業イメージを涵養する

COMMUNICATE RESULTS



  

“私は本当に「ロードネットテクノロジズ（Roadnet Technologies）」のファ
ンです。 ロードネットテクノロジズは24*7サポートを提供しておりま
す。 何よりも顧客により良いサービスを提供するために努力していま
す。 このソリューションを使えば必ず御社のビジネスに役に立つと確
信します。”

優れた運行活用性

御社のドライバも自分たちの成果と生産性を大きく高めてくれる手段として

「MobileCast」を認識するようになります。 GPS とのリアルタイム通信で武装している

「MobileCast」は不明確な配送支持、頻繁な迂回配送、顧客の厳しい条件などによって

発生する時間の無駄を全て排除します。 MobileCast の端末 S/W は携帯電話・スマート

フォン・作業用 Hand-held 機器などの様々なモバイルプラットフォームに搭載でき、次の

ような機能を発揮します。

•  現在の位置を認識して表示

•  配達 Item 及び物量の確認

•  バーコードスキャン

•  電子署名

•  配送中の新規配送指示受付

•  案内及び警告事項のリアルタイム受信

•  前の停車先または今の位置から

   次の停車先までの Turn-by-Turn 運行案内

現場で活躍している貴社のドライバは MobileCast
の強力で柔軟な GPS 基盤のソリューションを通じて
大きなサポートを経験することになります。 

停車先ごとに順次表示され、管制者が設定した各種
の特別指示及び案内情報が適切に表示されます。 ド
ライバは目的地に着いて簡単に < 到着 > ボタンさ
え押せば良いし、このような ONE クリックさえ
GPS 機能を利用して自動処理をしたり電子署名方
式に変えることもできます。 こうした詳細情報をもと
に目標を達成するための、より的確な計画を立てる
ことができます。

モバイルキャストと一緒なら配送オペレーションを簡単にすることができす。
また高いところでは全体の流れを眺めることができます。モバイルキャストは配送状況をリアルタイ
ムモニターリングして特定のドライバが経路から離れたり、時間を守らない場合に、即座に警告の
アラームを鳴らす Exception 管理ができます。 また強力な地図エンジンはコースごとに計画と実績
の比較ができるようにサポートします。

Brian Shavor, Director of Operations
Paul W. Marks



ROADNET INFO CENTER  
AT A GLANCE

Jennifer Caplinger, Logistics Manager
Coastal Sunbelt Produce

Roadnet Info CenterTM

御社が Transportation 部門に最も多くの投
資をした場合はその部門が問題なく運営されて
いるかを把握することもとても重要です。 若し
かしてすぐ廃棄するレポートを絶えなく出力して
はいませんか ? 企業の運営状態をよく把握す
るためには任意の瞬間に過去の実績及び現象
を基盤とした必要な情報をリアルタイムで抽出
する必要があります。 Roadnet Info Center
を導入すれば毎日の配送業務に対する信頼性
の高い情報を入手することができます。 ロード
ネット情報センター (Roadnet Info Center)
は Roadnet®Transportation Suite から生
成された配送計画とリアルタイムトラッキング
データを比較して貴社の経営陣、営業担当者、
現場担当者及び顧客に最適な幅広いレポーティ
ング手段を提供して組織の意思決定をサポート

します。 ロードネット情報センターは Web 方式
で動作するため個別インストールは必要なく
Web Browser を通じてどこでも情報にアクセ
スすることができます。 まるで CS プログラム
のような操作感と機能性の提供し、権限管理を
通じて USER ごとに接近できる情報の Depth
を調整することができます。

迅速な意思決定サポートツール
ロードネット情報センターは最新の意思決定を
サポートするエンタープライズクラスのツール
として貴社の担当者に次のような主要実績及び
統計情報を提供します。
• 配送コース及び停車先関連の詳細なルー
ティング情報
• 顧客名、電話番号、担当ドライバ、受注番号

などの配送先関連情報
• Time Window 違反、休日配送、最低基準未満
の積載車両、ドライバ活用率などの高級統計情報
• 配送距離 / 配送時間 / サービス時間 / 停車
先ごとの配送費用などの計画比実績グラフ及び
推移分析チャート
• 販売及びサービス関連の実績情報など
• リアルタイム停車情報および車両位置情報
また MobileCast の管制機能を Roadnet 
Info Center にそのまま移植してどこでも企業
全体の配送状況を Web Browser 上の電子地
図にて確認することができ、このソリューション
は貴社にて配送関連レポートを出力して配布す
るのに無駄にされている貴重な時間とリソース
を大幅に削減させます。

この全社的な意思決定アプリケーションは
貴社に次のようなサポートをします。

• 経営陣とスタッフに会社の主要な配送
   情報を即時に提供
• ルーティングと配送に関するお問い合わ
　せへの応答速度の向上
• 経営本部、物流センター、顧客間の
　持続的な関係維持
• 一定期間の各顧客に対する
　配送パフォーマンス分析
• 問題解決が容易なフォーマットで、
　過去及びリアルタイム情報提供
• 計画通りに実行されていない場合の
　ためのException 管理
• 紙文書の出力に対する必要性の除去に
　よるコスト削減

“右側のルートにある停車場ですか? 新規顧客はわれわれ
の既存の顧客に否定的な影響を与えずに追加されますか? 
ロードネット、モバイルキャストそしてロードネット情報セ
ンターを導入することによってこれらを簡単に測定するこ
とができます。”

NOW  YOU’RE THINKING AHEAD

運営スコアはいかがですか ? 
ロードネット情報センター (Roadnet Info Center) は貴社の顧客ごとの販売及
びサービス実績に対する完璧な集計が含まれているスコアボード及び多くの管理
ツールを提供します。 顧客を選択するとこれに対する出発 / 到着時間、平日 / 休
日配送、定時 / 遅延配送及びその他サービスに対する統計情報だけではなく計
画比実績関連の重要情報を直ぐに確認することができます。



ROADNET PERFORMANCE 
DASHBOARD AT A GLANCE

Roadnet   Performance dashboardTM

Glenn Barker
Supply Chain Project Manager, Glazers Wholesale Drug Co.

POWER YOUR BUSINESS WITH INTELLIGENCE

物流運営の全体像が必要ですか ? それなら
ロードネットパフォーマンスダッシュボード
(Roadnet Performance Dashboard) を
使ってみてください。RPD は御社の意思決定
のための重要な情報を提供するウェブベースの
ソリューションです。グラフやゲージ、チャート
のように理解しやすい指標を利用して全ての大
切な運営情報を指揮観点でご提供します。また、
完全カスタマイズブルなダッシュボードで 1 日、
1 年以上の履歴データを確認することで貴社の
決定に役に立ちます。この真のカスタムレポー
トソリューションは運営に重要な 85 個の異な
るデータ要素を使用します。

•　距離
•　経路
•　訪問時間の遅延
•　受注合計
事前に定義されたDash Boards にアクセスし
て生産性を増幅させる貴社の目標と優先順位
のために分析を開始することが出来ます。

価値報告
RPD は Business intelligence platform
として直ぐに御社の運営化値を追加することが
出来ます。御社に合ったレポートを定義してく
ださい。主な統計情報をモニタリングして生
データを相互作用および直感的なレポートに変

化させます。わずか数回のクリックで可能です。
次のような付加機能が含まれます。
•　ロードネットまたはモバイルキャストを
　　開かずに輸送データにアクセス
•　地域の比較と評価
•　各種トレンド把握
•　ルートデータ、例外の確認

このような戦略的な情報ソリューションを
提供します。

•　KPI のグラフィカルな表現
•　Trend 把握
•　現場の効率性と非効率性の測定ツール
•　より良い意思決定のための過去
　データ分析
•　情報共有による生産性向上
•　印刷レポートを代わりにする
　「エコ」レポート
•　85種類のデータ要素
•　完全カスタマイズViews
•　地域間比較レポート

“ロードネットパフォーマンスダッシュボード
（Roadnet Performance Dashboard）は、我々に全社的な
レベル(会社、支店…)の交通パフォーマンスを
具体的な情報として提供してくれました。”

ロードネットパフォーマンスダッシュボード（Roadnet Performance 
Dashboard）は、事前に定義された Dash Boards だけではなく、85 種類の
データ要素を利用して、ユーザーが定義して使用することができるので貴社の
Performance を最大化するために必要な作業・目標および優先順位を分析す
ることが出来ます。



 
 

輸送ビジネスを運営することは毎日新しい変化
を要求します。その変化の核心となるのは顧客
に最高のサービスを提供しながら事業をスピー
ディに運営する能力であり、これが他の会社と差
別化できる競争力といえます。そのためには市
場で公認された洞察力のある貴社の弱点を補
完して独自の強みにすることができる強固な
パートナーが必要となります。貴社の業務を出
荷ドックから顧客の敷居まで完璧に知っている、
配送コースを走っている間も一緒に伴うことが
できる、そのようなパートナー!

もはや結果が必要なときです。貴社のビジネス
が飲・食料、製菓/製パン、電気/電子、IT、自動
車、製紙、医薬、石油/ガスまたはその他の業種
の製品を輸・配送しているならロードネットテク
ノロジズは当該業種の25年以上の累積された
経験とノウハウを保有しており、これを基にした
強固なソリューションがあります。

ロードネットテクノロジズ（ R o a d n e t 
Technologies）は最高のTMSソリューション
ベンダーとして 名声を築いてきました。テリトリ
及び物流拠点のシミュレーション、ルートの最適
化、モバイルExecution、リアルタイム管制及
び作業指示、GPS追跡などを一つに融合したグ
ローバルスケールのソリューションである
Roadnet®Transportation Suiteを持続的
に発展させていきます。

我々は貴社の目標がどのような方向に設定さ
れようが常に貴社と一緒に歩調を合わせて行
きます。我々の目標は優れた輸・配送技術で新
たな価値とサービスを創出し、顧客の戦略的な
ビジョンが達成できるようにサポートをするこ
とです。

ロードネットテクノロジズだけが25年以上の長
い経験を持っている唯一の輸送ソリューション

ベンダーであり、地球上で一番大きいボリュー
ムの輸・配送を処理しているソリューションを保
有している唯一の会社です。ロードネットテクノ
ロジズなら信頼できます。

At Roadnet Technologies,  
we’re all about results - yours.

“御社の成功のための新たなビジ
ネス標準を作成してみませんか”


