有限会社 柴山通商
開発製品カタログ
お気軽にお問い合わせください

058-372-2600
support@shibayama-truckers.co.jp
動作環境 「Troud」、「ETC Reborn」 共通
OS

Microsoft Windows 7 以上

ハードディスク

CPU

OSが快適に動作する環境であること

メモリ

4GB以上

ディスプレイ

10GB以上の空き容量
1024×768以上表示可能なもの

※インターネットへの接続環境が必須

開発・販売元

有限会社 柴山通商
http://shibayama-truckers.co.jp/

〒504-0923
岐阜県各務原市前渡西町１０丁目６番地
物
流
部 TEL 058-386-9880
システム開発部 TEL 058-372-2600
FAX 058-386-9979

※「Troud」および「ETC Reborn」は有限会社 柴山通商の登録商標です。
※本カタログに記載の内容および製品の仕様は、改良のために予告なく変更される場合があります。

有限会社

柴山通商

トラウド

クラウド
タイプの

Troudは 運送屋目線 で開発 した
Troudとは
長年運送業で培ってきたノウハウを詰め込んだ、運送屋目線にとことんこだわった
運行管理システムです。受注から入出金管理までほぼ全ての運送業を管理できます。
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運行管理システムです

画面紹介
← データ登録画面
基本操作はマウスによる選択方式のため、誰でも簡単に

入金
出金

使用することができます。１度登録すると記憶するため、
使えば使うほど手間がなくなります。
データ登録画面を入力するだけで、請求書、支払書、
受領書等あらゆるデータが連動します。

運送業務をトータルサポート
期待される効果・メリット

データ検索・配車表画面 →

作業時間を短縮

営業所間の連携

操作がとても簡単です。
運送業に携わっている方なら、初めてさわる人
でも直感的に使い始めることができます。
面倒な事務処理の負担を軽減し、
作業時間を劇的に短縮できます。

営業所（離れた拠点）間でもリアルタイムで
情報の共有が可能です。
受注データの共有や、経理を一元化する
ことができます。

ミス・モレを防止

業務にピッタリ

システムでの一元管理により
請求モレ・連絡ミスを削除できる他、
前オーダーから入力できるので、
手配ミスを未然に防ぐことが出来ます。

通常のクラウドサービスでは不可能な
にカスタマイズ（有料）が可能です。
必要な項目の追加や独自の帳票の作成など、
業務にピッタリのシステムになるように
カスタマイズを承ります。

また、「車番連絡済み」「誘導済」「積済」
「降済」の情報共有がリアルタイムでできます。

プログラム
自動更新

①配車表

②車番連絡表

⑧自車売上

ダブルクリックでチェックが付きます。
誰が何時にチェックを付けたか記録します。

③配車依頼書

⑨乗務員売上

⑯支払一覧

⑰粗利一覧

価格

④受領書

⑩営業所売上

⑫取引先別売上 ⑬月度別売上

⑥運賃伺い書

⑮請求一覧

⑲取引先別構成比

etc

※営業所(拠点)ごとに基本ライセンスが必要です

初期費用
価格

基本ライセンス
カスタマイズ費用

⑦支払書

⑪担当者売上

⑭入出金予定一覧

⑱見積書

⑤請求書

※PC1台につき、1ライセンス必要です

追加ライセンス

さらに！クラウドだから
バックアップ
作業不要

配車状況が一目で確認できます。

作成できる帳票一覧

システムの一元管理により、ムダを
減らし、業務全体を効率化できます
サーバー
不要

登録したデータがそのまま配車表になり、

\ 0円
月額 \ 9,800円(税抜き)
月額 \ 4,000円(税抜き)

配車表

訪問デモ
実施中

要望をヒアリング後、お見積り致します

さらに！3ライセンス以上導入の場合は、3台目以降の台数×\1,000円OFF！

いつでも
どこでも使える

短期間で導入し、安定稼動いただけるよう
お客様に訪問し、使い方など丁寧にご説明致します

リボーン

ETC革命 ETC Reborn

画面紹介
←ETC利用データ読込画面

ETC Rebornとは

「読込開始」ボタンを押すだけ。
１クリックでETC利用データを表示します。
複数IDも一度に読込できます。

「ETC利用照会サービス」を使わなくてもETC利用データを簡単に収集します。
ETC利用履歴を見るのも、利用証明書を発行するのも簡単になります。まさにETC革命!!
クラウドだから

効率

ド
ウ
ラ
ク

利用証明書の発行が簡単になり、
自動で印字するため、手書きの
必要がなくなります。

化

効率化をアシスト

車番だけでなく、乗務員別に
集計が可能！

乗務員の乗り替わりにも、リストから選択するだけで
変更可能です。

営業所(拠点)間の共有が可能
サーバー不要、バックアップ
作業が不要になります。

誰でも簡単に便利に使えます

簡単 便利

ETC Rebornではここまでできる

ETC利用データを１クリックで表示
「読込開始」ボタンをクリックするだけで、「ETC利用照会サービス」
から自動で収集して表示します。

１クリックでETC利用データを収集
できます。
履歴の検索も簡単になります。

データ検索・利用証明書発行画面→
発行したい証明書データにチェックを付けるだけ
1件ごとに、「請求分」「会社負担分」「その他」
「支払」のステータスの振り分けができます。

IDとパスワードの
入力必要なし
複数IDも一度に読込可

←乗務員別集計
車番だけでなく、乗務員ごとに期間の集計が可能です。
割引率を表示しますので、どれだけ効率的に
使った分析に役立ちます。

所要時間から、いつもと違う運行をしていないかチェック

利用証明書に自動で印字
お客様名、区間、料金等の必要項目を
自動で印字します。

乗務員別に集計可能
車番、カード番号に紐ついて自動で乗務員を
登録します。

価格

※PC1台につき、1ライセンス必要です

※営業所(拠点)ごとに基本ライセンスが必要です

初期費用
基本ライセンス
追加ライセンス

手書きの必要なし

乗り替わりはリストから
変更するだけ

配車・経理の
負担が減ること
間違いなし

\ 0円
月額 \ 3,000円(税抜き)
月額 \ 1,000円(税抜き)

10日間お試し無料！！
詳しくは ETC Reborn

検索

ご利用頂いているお客様の声を紹介しています。

のアイコンは「Troud」

株式会社 フジコン

株式会社 御前崎急送

全ての面で助かってます

とにかく使いやすい！

愛知県一宮市浅井町尾関字堀田14番地

初期費用がゼロ、月々の費用が安いことに驚き
「Troud」を導入前は、お客様ごとにエクセルファイルを作成していました。過去の運賃を調べるのに時間がかかったり、
新規のお客様も増え、そろそろエクセルでは限界と感じていました。
ちょうどその頃、業界紙の記者さんから「Troud」のチラシを見せてもらい、初期費用がかからないこと、
月々のランニングコストも安いため、大変魅力的に感じました。
もし使えなくてもいつでも解約できるため、まずは試してみようと思い導入をしました。

配車から請求・支払まで一括管理してくれるからとても助かる
「Troud」は受注から入力できるため、受注を受けたらすぐに入力するようにしています。
日付や荷主等色々な条件で絞込できるため、受注状況が一目でわかり、配車を組むのも効率的になりました。
配車を入力し、決まった事柄を登録すると、それに応じて請求書や支払書全てが連動するので、
「Troud」を使うことで面倒な作業が大幅に軽減しました。全ての面で助かっています。

見たい数字がすぐに見られる
経営者として会社の売上や利益など、見たい数字がすぐに見られるのがとても助かります。
良く見るのが乗務員売上です。全ての乗務員が適切な売上を出せているのかをチェックしています。

静岡県牧之原市新庄2749-1

別拠点の状況をリアルタイムで把握
本社と関東営業所の２拠点で使用しています。以前のシステムは本社のみで使用していたため、入力作業は全て
本社が行っていました。「Troud」は営業所間の連携ができるため、入力作業を本社と関東営業所のそれぞれで
出来るようになりました。これがすごく効率的になりました。
また、営業所の配車状況もリアルタイムで分かるので、電話で確認しなくても「Troud」を見るだけでよくなり、
どんどん効率的になります。

とにかく使いやすい
今までクラウドシステムはカスタマイズができないと思っていましたが、「Troud」はカスタマイズできるため、
色々とお願いしています。以前のシステムに慣れていることから、なるべく操作方法が変わらないようにと以前の
システムに近づけてくれたり、要望すればすぐに対応してくれるため、どんどん使いやすくなります。

一度使ったらもう離れられない
朝、事務所に来てまずは「ETC Reborn」でチェックするのが日課になりました。
これまでは都度IDとパスワードを入力していましたが、「ETC Reborn」はボタンひとつで
履歴が見られるため、このソフトひとつで車両の動きの全体像が把握できるので大変重宝しています。

株式会社 盛産業グループ運輸

UNI-cast株式会社

とても楽になった！

お願いしてよかった！

愛知県江南市後飛保町平野１５３番地

全ての運送屋さんにおすすめしたい
これまでシステムを導入しようと、無料のソフトや、シェアNo.1のトライアル版を試してみましたが、正直解りずらく、
使う気になりませんでした。その点「Troud」は運送屋さんが作っている事もあり、入力がしやすいし、データも見やすく、
とても解りやすいです。初期費用もかからないため、全ての運送屋さんにおすすめしたいです。

手間が4分の１に
「Troud」導入前は、エクセルで管理していました。配車、請求、受領書、入出金の全部で４つのファイルがあり、
それぞれのファイルに入力するため、入力するのにとても時間がかかっていました。
「Troud」導入後は、日々の配車を入力するだけで、請求書の発行や受領書管理、入出金一覧など全て連動してくれるため、
入力は1回になり、実質手間が4分の1になりました。本当に楽になりました。

利用証明書の発行が便利
利用証明書を発行する機会が多く、「ETC Reborn」を使う前は、配車マンが全部出しており、その作業が負担でした。
「ETC Reborn」を使い始めてから、誰でも利用証明書を出せるため、作業分担が出来るようになりました。
利用証明書を出すと区間や合計金額など必要な情報も載るので、手書きの必要が無くなり、とても楽になりました。
また、利用証明書を発行したかの記録が残るため、荷主からの問い合わせにもすぐに対応できるので大変活用しています。

のアイコンは「ETC Reborn」の感想です。

愛知県常滑市セントレア１丁目２番地 貨物事務棟２０１

きちんと対応してくれる
以前使用していたシステムはソフト会社に作ってもらいましたが、システムは中途半端な状態、修正を依頼すると
都度費用が発生する等、契約前と言っていることが違い不満だらけでした。柴山通商さんは、運送屋さんということで、
当初不安がありましたが、お願いしてみると対応もよく、きっちりやってくれます。費用も問題がなく稼働してからと、
誠実に対応してくれるため、今では何も不安はありません。

連携がスムーズに
以前は受領書の管理を紙媒体で行っていました。その紙を持っている人しかわからないため、お客様から問い合わせが
あってもすぐに対応できなかったり、担当者に都度確認する必要がありました。今では「Troud」見れば状況がすぐに
解るため、誰でも問い合わせに対応できます。「Troud」を使うことで情報の共有ができ、連携がスムーズになりました。

入力がとても簡単になった
日々大量のデータを入力するため、「前コピー」や「定型業務」等の入力を補助する機能を使うことで、入力にかかる
時間が減りました。以前のシステムでは都度手計算したり、調べていた事が、「Troud」では自動で計算してくれるため、
入力するのがとても楽になりました。

