
運用の自動化による継続しやすいサービス

車両運行業務に関わる様々な課題解決を支援

ニーズに合わせて選べるハード・サービス

様々なニーズに対応し、手間なく効果を発揮する、

先進のクラウド型運行管理サービス

これからは、
運行“管理”＋ 運行“支援”へ
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手間なく、しっかり、改善・効率化！

日報

コース作成

地図

業務進捗

地点管理

安全管理

車両や人の状況

車両予約

動態管理

これまで

時間と人手に負荷がかかる運用
これから

自動化による負荷の少ない運用

運用の自動化による継続しやすいサービス
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「ビークルアシスト」は、管理者にとっての使いやすさを追求し、
確実に業務を改善・効率化できるサービスを提供します。

少しでも業務を
省力化したい なにかと手間が

かかっている

活動を可視化し、詳細な状況を把握できる運行管理サービスは様々ありますが、
いざ導入したものの、効果が長続きしない、運用に手間がかかる、といった声をよく聞きます。

クラウド型運行管理サービス「ビークルアシスト」は、管理者の負荷を少なくし、

継続的に運用できる 「運用の自動化」 をコンセプトに開発しています。

運用の
自動化

AUTO

安全運転
指導

データ
の活用

活動状況
の把握

リスク
回避

巡回業務の
効率化

継続できる
ビークルアシストなら、
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業種やニーズ、使い方などに応じて、
お客様に適したサービスや対応端末を提供します。 

お客様自身の開発が不要なパッケージサービスのため、
業務を改善・効率化する様々なサービスを手軽に導入できます。

ビークル
アシスト ログプラス

ビークル
アシストビュー

ビークル
アシスト ログ

車両運行業務に関わる様々な課題解決を支援 P.3-4

事故削減

負荷の少ない運用だから、継続できる。継続するから、効果が出る。

安全運転のための

管理・指導に手間がかかる

管理・指導が

継続できない

課 題

課 題

課 題

解決のポイント

ビークルアシストなら、

業務を効率化し、組織で運用できる体制に。

ドライバーの
人手不足

個人の知識や経験に
頼りがち

解決のポイント

運行業務
効率化

特定の人に依存しない
業務の平準化

業務進捗状況の把握

集計や管理の手間を削減。データ活用で適正化を図る。

業務実績の集計に

時間と手間がかかる

社員の状況が

見えない

データ集計から
レポート作成まで自動化

解決のポイント

管理業務
省力化

業務の無駄や
コストを削減

配送・進捗状況を
把握できず非効率

ニーズに合わせて選べるハード・サービス P.5-6

活動状況を
リアルタイムに把握

日常業務に
組み込める運用

■効率の良いコースを自動作成
■経験の浅いドライバーを即戦力化
■問い合わせや緊急時にもスムーズに対応

ビークルアシストなら、

■日報・月報を自動作成
■業務分析に効く、様々なレポートを自動作成
■リアルタイムに車両位置を把握

ビークルアシストなら、

■日々の安全運転指導を自動化
■一歩踏み込んだ安全運転指導も楽に

自動化

見える化

平準化

見える化

自動化

継続性



車両運行業務に関わる 様々な課題を解決します。
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負荷の少ない運用だから、継続できる。
継続するから、リスクが回避できる。

事故削減

前方車両との距離を画像
解析AIが判断し、あおり運転
と見なされるリスクがある
運転を警告します。また、発生
した内容を管理者にも通知
します。
※本機能はTMX-DM03A/DM04
のみ対応しています。

［ あおり運転予防 ］
ドライバーの挙動を画像解析AIが判断し、眠気・わき見の動作をリアル
タイムに音声＆画面表示にて警告。管理者にも通知します。

［ ドライバーモニタリングシステム ］

あおり運転やドライバーの居眠りといった
リスク要素を画像解析AIによって判断 しドライバーや管理者へお伝えします。

ビークル
アシストログプラス ビークル

アシストログ

ビークル
アシストビュー

一歩踏み込んだ
安全運転指導も楽に

日々の
安全運転指導を自動化

AUTO

ドライバーが危険運転をするとリアルタイムに管理者へメールで
通知し、すぐに状況を把握できます。同時にデータはクラウドにアップ
ロードされ、いつでも簡単に確認することができます。危険挙動の
内容、発生日時・場所が一目でわかるので、個別の指導の際に活用
できます。

［ 危険挙動メール ］ ［ 危険挙動リスト ］
毎月、組織ごとドライバーごとの運転評価を自動でコンサルティン
グ。危険挙動の多い組織やドライバーを簡単に特定できます。また、
指導ポイントを記載したレポートを自動作成。一歩踏み込んだ具体

的な安全運転指導が
行えます。

［ 安全運転支援レポート ］

運転の傾向や癖などを見える化し、
事故が減らない場合にも 効果的な安全運転指導が手軽に 行えます。

※本機能はTMX-DM03A-VAのみ対応しています。

事故リスクを
見える化してマネジメント

危険挙動を検知すると、対応端末がドライバーに音声もしくは
アラームで警告。安全運転意識の向上につながります。
※カーナビの場合は、バック時の速度超過も
検知・警告しバック事故を防止します。

［ 危険運転警告 ］
前日の運転評価を、ドライバーに自動でメール通知します。危険挙動
回数に応じた減点方式に、eco運転に応じた加点方式の評価を加える
ことにより、褒める・指導するポイントを的確にコメントします。

［ 運転評価メール ］

急減速を検知しました。
安全運転を心がけましょう。速度超過 バック速度超過※

急加速 急減速 急ハンドル

Title：〇月〇日の走行について

全社的に見ても危険挙動の少ない
安全な運転でした。
模範的なドライバーです。
昨日の安全運転ランキング：2位(15人中)

手間のかかる日常的な指導をセルフコンサルティングでき、
安全運転意識の継続をサポート します。

車両運行業務に関わる 様々な課題を解決します。



車両運行業務に関わる 様々な課題を解決します。

＊各サービスにより、機能や価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

高精度な走行ログデータをもとに、訪問先
名称や休憩時間、業務の内容や実績などを
自動で記録。管理者が同一組織のドライ
バー全員分を一括印刷できるなど、ドライ
バーの業務負荷を大幅に削減できます。

［ 日報 ］ ［ 月報 ］
対応端末の高精度GPSを活用して、リアル
タイムに車両の位置や状況を地図に分かり
やすいアイコンで表示します。社員の状況を
見守れるとともに、自然災害や事故などの
緊急事態発生時にも安心です。

［ 動態管理 ］
走行距離、稼働時間や車両利用状況、地点
訪問頻度などを自動集計し、レポート化。
業務のムラ・ムダを洗い出し、様々な対策に
活用できます。
※CSV出力にも対応しています。

［ 集計レポート ］

簡単な操作で自動的に移動時間の短い最適
なコースを作成可能。地点は訪問先ごとの
連絡事項と合わせて対応端末に送信できます。
コース指示の手間や訪問先の事前確認
など、非効率を改善します。

［ コース作成 ］ ［ カーナビ誘導 ］
管理者が作成したルートをそのままカー
ナビに送信。決められたルートの走行が求め
られる車両の管理のほか、新人ドライバー
への参考ルートの指示などにも活用でき
ます。

［ 指定ルートコース ］
車両位置や業務進捗状況をリアルタイムに
表示。遅延状況も把握できます。また、管理
者があらかじめ設定したエリアに対する
車両の出入りを検知し、管理者やドライバー
に通知します。

［ コース進捗管理 ］［ 通知エリア（ジオフェンス）］

走行状況レポート

集計レポート例
●走行状況レポート  ●運転評価レポート  ●訪問先レポート
●安全運転支援レポート  ●車両稼働率レポート

ビークル
アシストログプラス ビークル

アシストログ

ビークル
アシストビュー

業務を効率化し、
組織で運用できる体制に。

運行業務
効率化

※画像はイメージです

S

クリック&ドラッグで
簡単に指定ルートを作成

作成したルートを
そのまま
カーナビへ送信

ルート作成最適化する前の訪問順 最適化後の訪問順

自動算出

パッ!

集計や管理の手間を削減。
データ活用で適正化を図る。

管理業務
省力化

業務分析に効く、
様々なレポートを自動作成

日報・月報を自動作成 リアルタイムに
車両位置を把握

問い合わせや緊急時にも
スムーズに対応

経験の浅いドライバーを
即戦力化

効率の良いコースを
自動作成
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運行管理のプロやベテランドライバーに頼らなくても、
効率的かつ均質な配送・回収・送迎を実現 します。

車両の位置や業務状況の把握、緊急時の対応、業務分析など、ひとたび
会社を離れると見えなくなってしまう車両にまつわる業務。 自動で手間なく「見える化」 します。

ビークル
アシストビュー

車両運行業務に関わる 様々な課題を解決します。



Web
API連携

通信 パートナー様の
サービスサーバー
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※同一のご契約単位内での上記「ビュー」「ログプラス」「ログ」の併用運用はできません。  ※パッケージごとの各機能は、端末の種類とパッケージサービスの組合わせにより、一部制限があります。  ※各機能の詳細はホームページをご確認ください。

サービス ラインアップ

パッケージサービス

ビークルアシストを手軽に導入。
お手持ちのスマートフォン/タブレットにより「運行業務効率化」や「管理業務省力化」を実現する専用アプリ。

スマートフォン/
タブレット

＊使用条件によっては、正常に動作しない場合があります。また、GPSを使用するため、バッテリーを早く消費します。長時間利用される場合は、別途、お客様にて
充電器などをご用意ください。＊必ず安全な場所に停止してから操作してください。＊本アプリは縦表示にのみ対応しています。市販されているクレイドルなどを
お客様にてご用意の上、前方視界・直前側方視界の確保などに配慮した上で、固定して使用することをおすすめします。

iPhone/スマートフォン用「コース業務管理」
提供元：パイオニア株式会社

対応OS:iOS10.0以上/Android OS 5.0以上
※お客様でご用意いただくスマートフォン/タブレットに
専用アプリをインストールしてご利用いただきます。無 料

動画を活用した安全運転管理から、
リアルタイムな車両位置の把握や
コースを活用した巡回効率化まで、
高度な運行管理を行える
フルパッケージ

APIサービス

対応端末と連携する仕組みや機能を提供するWeb APIサービス

ビークルアシスト ビュー

ビークルアシスト API

ビークルアシスト ログに、
危険挙動時の動画送信をプラス。
動画を活用した安全運転管理を行える
通信ドライブレコーダー向けパッケージ

ビークルアシスト ログプラス

高精度な走行ログデータを活用した
業務の管理や分析と、
安全運転管理が行える
ベーシックパッケージ

ビークルアシスト ログ

運行管理やSFA、CRMなどのサービス・システム提供・開発 を行うお客様におすすめ。

メッセージ 地点管理

軌跡管理 日報・月報集計レポート

車両予約

危険挙動メール

スマホ位置閲覧 デジタコ

燃費/ETC

＊別途オプションが必要です。

運転評価メール

動態管理 通知エリアコース

危険挙動動画

＊

＊

メッセージ 地点管理

軌跡管理 日報・月報集計レポート

車両予約

危険挙動メール

燃費/ETC

＊別途オプションが必要です。

運転評価メール

危険挙動動画

＊

メッセージ 地点管理

軌跡管理 日報・月報集計レポート

車両予約

危険挙動メール

燃費/ETC

＊別途オプションが必要です。

運転評価メール

＊
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対応端末

データ通信専用通信モジュール
（UIMカード付属）
ND-DC3-B　オープン価格＊

※1：HKS社製「2HK-VAOB1」と連携します。
※2：システック社製「DTU-1」と連携します。

※24V車対応 全日本トラック協会
エコドライブ管理システム（EMS）用車載器準拠

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。■ご利用の際には別途サービス利用料金が必要になります。■サービスを仕様通りにご利用いただくために指定の取付方法に従ってください。
■OSのリフレッシュなどにより走行データなどの欠落がまれに発生することがあります。

2カメラタイプ（前方＋車室内録画） 2カメラタイプ（前方＋車室内もしくは車両後方録画）

通信ドライブレコーダー
TMX-DM03A-VA
オープン価格＊

通信ドライブレコーダー
TMX-DM04-VA-FC/RC
オープン価格＊

1カメラタイプ（前方録画）

通信ドライブレコーダー
TMX-DM02-VA　オープン価格＊

2カメラタイプ（前方＋車両後方録画）

通信ドライブレコーダー
TVRC-DH500-RC　オープン価格＊

2カメラタイプ（前方＋車室内録画）

通信ドライブレコーダー
TVRC-DH500-FC　オープン価格＊

オンダッシュタイプ

B.PROカーナビ
AVIC-BX500Ⅳ-VA　オープン価格＊

メインユニットタイプ

B.PROカーナビ
AVIC-BZ501-VA　オープン価格＊

危険運転警告

グロナスGPS内蔵

ヒヤリハット地点案内

24V車対応車速信号入力

3軸Gセンサー

32GB micro
SDカード同梱

危険運転警告 2カメラ録画 運転免許証リンク

GPS内蔵 3軸Gセンサー 車速信号入力

24V車対応 32GB SDカード同梱 SDカードフォーマットフリー

全日本トラック協会 運行管理連携型準拠

ヒヤリハット
地点案内

みちびき/グロナス
/SBAS

危険運転警告

デジタコ連携※2バックカメラ対応

GPS内蔵

バックセンサー車速信号入力6軸3Dハイブリッド
センサー

※通信ドライブレコーダー「TVRC-DH500-FC/DH500-RC/TMX-DM04-VA」の1カメラタイプもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

「ビークルアシスト ビュー」「ビークルアシスト ログプラス」および「ビークル
アシスト ログ」でカーナビを利用する際に必要な通信モジュール。株式
会社NTTドコモのFOMAサービスを利用します。

ビークルアシスト関連オプション品

バックカメラユニット　ND-BC001
オープン価格＊

高画質化と低価格化を両立したRCAコネクタ対応のバックカメラ
ユニットです。
※「AVIC-BZ501-VA」「TMX-DM01-VA」に接続する場合は別売ケーブルが
必要です。

カーナビ ミラー型
デジタルタコグラフ　DTU-1
オープン価格＊　システック社製

法定3要素（時間・距離・速度）の記録に特化したデジタルタコグラ
フです。カーナビ端末との連携によりデータを通信でアップロード
可能になります。

カーナビ

走行イベント検知＋自動通知 24V車対応 Camera ADAS Camera ADAS

LCD（タッチパネル）GPS/みちびき Gセンサー/ジャイロ

2カメラ録画危険運転警告 DMS

車速信号入力 走行イベント検知＋自動通知

LCD（タッチパネル）GPS/みちびき Gセンサー/ジャイロ

2カメラ録画危険運転警告 Camera ADAS

ルート誘導

燃費取得機器
連携※1

7V型タッチパネル
モニター

事故リスクを見える化する。通信ドライブレコーダー端末ドライブレコーダー

訪問コースや業務指示の徹底が図れる高性能カーナビ端末カーナビ

2V型モニター

全日本トラック協会 運行管理連携型準拠



トラック、営業車、送迎車など
高性能な専用車載端末

業務用カーソリューションコンタクトセンター

pioneer-carsolution.jp

ビークルアシスト　パイオニア 検　索お問い合わせ、
ご相談はこちらから

●Bluetooth®およびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG,Incの登録商標です。●製品名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。●車両への取付けの際、別売の配線キットや接続ケーブルなどが必要になる場合があります。●カタログに記載の仕様
および外観は改善のため本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。また、各ユニットの画面写真ならびに表示は、別売オプションを接続している場合があります。●商品の希望小売価格（税別）には取付費などは含まれません。●各画面はハメコミ合成で、
色および仕様などは実際と異なる場合があります。●このカタログの記載内容は2021年6月現在のものです。

 （品番 JC1407A）

ⓒPIONEER CORPORATION 2021

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8文京グリーンコート 発行 ： 2021年7月

取扱店

●このカタログに記載の商品はDC12Vマイナス　アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24Ｖ車での使用はしないでください。火災の原因となります。※一部、24V対応の商品を除く。
●このカタログに記載の商品は車載用です。車載以外（レジャーボートやアウトドアなど）での使用はしないでください。火災や故障の原因となります。
●このカタログに記載の商品は車室内での使用を前提としています。車室外（２輪車など）での使用はしないでください。火災や故障の原因となります。
●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に商品の取付けと配線をしないでください。エアバッグ動作を妨げる場所に取付け・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。
●ナビゲーションによるルート案内時も、実際の道路標識や現地の状況に従ってください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合や、自動車が通行不能な道・地元の
　住人しか利用できない道などを探索することがあり、交通事故の原因となります。
●走行中の運転者は、地点登録・メモリー設定などの複雑な操作をしないでください。前方不注意となり事故の原因となります。必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。また、音声での操作の際も安全には十分に注意してください。
●走行中の運転者は、モニターでの操作や画像（モニター画面等）を注視しないでください。前方不注意となり事故の原因となります。必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
●運転者がテレビやビデオを見るときは必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。テレビやビデオは安全のため走行中は表示されません。

●安全運転のため、ご使用の前に、「取扱説明書」､｢取付説明書｣と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品の取付け・配線には､専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店や取付業者に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
●モニターや各種マイク・リモコン・オプションユニット等は、運転の妨げにならない場所に設置してください。

ビークルアシストの仕組み

インターネット回線につながったパソコンまたはタブレットがあれば、 いつでもどこでもサービスをご利用いただけます。

お客様に準備いただくもの

パイオニアサーバー インターネット回線契約、
インターネット接続可能な
パソコンまたはタブレット。

インターネット回線

通信

通信

傭車、レンタカー、自転車など
スマートフォン/タブレット

対応車載端末レンタル料

ご利用案内

ニーズに応じて選べる3つの導入プラン

＊車両登録ID数または利用者登録ID数ごとに必要です。サービスラインアップについて詳しくはP.5、
　またはhttps://pioneer-carsolution.jp/cloud/lineup/をご確認ください。

※取付工賃などが別途必要になります。リース料に合算することも可能です。

端末購入費用

リースプラン

車載器・サービス料をリースに組み込み、
リース会社よりご請求。 初期費用を抑えて、
中長期のご利用を検討される事業者様に
おすすめ です。

例）3年リースの場合
37ヶ月目以降は月額サービス利用料＋再リース料。
月々のお支払いはぐっと下がります！

ご契約 36ヶ月 3年経過時
（再リース）

月額サービス利用料 月額サービス利用料

再リース料

対応車載端末費用
Down！

※「ビークルアシスト ログ」サービスの場合。 
また、端末代/初期登録料/取付工賃などが別途必要になります。

端末ご購入プラン

車載器をご購入いただき、サービス料を
月々お支払い。 毎月の月額費用を抑えて、
機器を減価償却したい事業者様におすすめ 
です。

端末レンタルプラン

車載器・サービス料をまとめて
月々でのお支払い。 初期費用を抑えたい、
機器を自社保有したくない事業者様におす
すめ です。

月額サービス利用料

980円（税別）※から!
通信料込

月々のお支払い

月額サービス
利用料

対応車載端末
リース料

初期導入費用

対応車載端末 購入費用

初期登録料

月々のお支払い

月額サービス利用料

＊

＊

＊車両登録ID数または利用者登録ID数ごとに必要です。

端末購入費用

月々のお支払い

NEW

円0

※お申込みに際し、当社規定の審査がございます。審査の結果によって
は、お客様のご希望にそえない場合もございますのであらかじめご了承
ください。※初期登録料/取付工賃などが別途必要になります。

円0

月額サービス利用料＊


