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報道関係各位                                   2020.2.12                                                  

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人国際物流総合研究所（所在地：東京都中央区日本橋人形町 1-6-10、会長：南 元一）は、

2020年 5月 28日（木）から 30日（土）までの 3日間、パシフィコ横浜の展示ホール全館を使用して、

日本最大のトラック関連総合展示会「ジャパントラックショー2020」を開催いたします。 

このたび、トラック車両、架装メーカーをはじめ、140社／501小間のトラック輸送に関する企業の出

展が決定いたしました。物流・輸送に関する業界関係者など多くの来場者を誘致し、物流関連製品の最

新技術や先端情報を一括で収集できる、実売につながるビジネストレードショーを目指しております。

また、最終日の土曜日は一般の方やお子様も積極的に誘致し、トラックや物流に親しんでいただく展示

会を企画いたします。 

 

■ジャパントラックショー2020の見どころ 

 

 

 

 

 

 

 

■いすゞ自動車、日野自動車、UDトラックス、三菱ふそう などをはじめ 140社 501小間が出展 

 2016年に初開催し、今回で 3回目の開催となるジャパント

ラックショー2020では、屋内・屋外合わせて約 24,000㎡の展

示面積に、140社 501小間のトラック関連メーカーの最新製品

を展示します。50,000人を超える来場者を迎えた前回の 2018

年展示会より、展示スペースを約 15％拡張し、前回より小間

面積を拡大し継続出展を希望される企業、新規出展企業などの

ニーズに対応いたしました。 

 

 いすゞ、日野、UD、三菱ふそう、スズキ、ダイハツ工業など

の国内トラックメーカーをはじめ、架装メーカー大手のトラン

テックス、日本トレクス、矢野特殊自動車など日本の輸送を支

える小型から大型の車両や架装が一堂に会します。また、日本

ミシュランタイヤ、トーヨータイヤなどのタイヤメーカーなど

トラックの運行を支える部品・用品メーカーも幅広いジャンル

で出展。また、近年ニーズの高まる整備・アフターサービス企

業、カメラ、センサー、デジタコ、運行管理ソフトウエアなど

最先端の周辺機器も多数出展します。 

 国内の最新製品はもちろん、アメリカ、イタリア、オランダ、

ドイツ、トルコ、中国、韓国、台湾、スウェーデンなどの海外製品も幅広くラインナップします。 

「ジャパントラックショー2020」 
5月 28日（木）～30日（土） パシフィコ横浜にて開催 

国内トラック、架装、部品・用品メーカーなど 

140社／501小間の出展社が決定 

① トラック関連メーカー140社／501小間が出展！うち、43社が新規出展。 

② いすゞ自動車、日野自動車、UDトラックス、三菱ふそう 国内 4大トラックメーカーが継続出展 

③ アメリカ、イタリア、ドイツ、オランダ、スウェーデン、中国、韓国、台湾などの海外製品も登場 

④ 100台を越えるトラック車両が一堂に会し、大型トラックなどの運転席も体験できる！ 

⑤「高品質輸送のその先へ」をテーマに、メーカー、国交省、有力物流企業など多彩な講演プログラム 

 

 

※前回ジャパントラックショー2018の様子 
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■主催者特別企画として「高品質輸送のその先へ」をテーマに、2つの会場で多彩な講師陣による 

 講演・パネルディスカッションを実施。 

 会期中の 28日（木）、29（金）には、主催者特別企画として

2会場で 16本の講演プログラムを予定しております。 

 自動運転、隊列走行、ダブル連結トラック、コネクティッド、

IoTなどをキーワードに、ハード面の技術革新が著しい物流業

界における最新情報の講演、また昨今の業界課題であるドライ

バー不足に対応し成功を収めた物流企業によるパネルディス

カッションや、トラック輸送の生産性向上・効率化を目指すホ

ワイト物流に関する講演など、物流企業にとって関心の高い話

題をテーマにプログラムを構成し、来場者誘致に努めます。 

 

 

■最終日の土曜日には「集まれ！トラックキッズ」と題して、一般の方やお子様にトラックや物流に 

 親しむイベントも実施。 

 最終日の 30日（土）には、会場内で一般の方やお子様向

けに、トラックや物流に親しむ機会をご提供する目的から、

会場内でスタンプラリーを実施いたします。 

 大型トラックの運転席を体験したり、珍しい働くクルマを

間近で見たりしながら、会場内でスタンプを集めます。また、

スタンプを集めたカードとの引き換えで、出展社からの協賛

を募った景品が当たる抽選会も行うなど、働くクルマが好き

なお子様にお楽しみいただける内容のイベントを行います。 

 

 

 

 

 

会 期 ： 2020年 5月 28日（木）、29日（金）、30日（土） 

   10:00～18:00（最終日のみ 17:00まで）  

会 場 ： パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい） 

      展示ホール A～D、屋外ピロティ、コンコース 

主 催 ： 一般社団法人 国際物流総合研究所 

後 援 ： 国土交通省、全日本トラック協会、東京都トラック協会、 

            神奈川県トラック協会、千葉県トラック協会、 

      埼玉県トラック協会、近畿トラック協会、横浜市、 

      FMヨコハマなど（予定） 

展示規模： 140社／501小間 

展示面積： 約 24,000㎡ 

来場者数： 60,000人（予定） 

 

 

 

※盛況だった前回の講演の様子 

※ジャパントラックショー2020 

ポスターイメージ 
ジャパントラックショー2020 のキービジュアルは、今回のテーマであ

る「高品質輸送のその先へ」を、トラック輸送を支える多彩なパーツを

まとって未来へ発信するトラックをイメージしてデザインしました。 

ジャパントラックショー2020 概要 
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■トラックメーカー 

いすゞ自動車株式会社 日野自動車株式会社 UD トラックス株式会社 

三菱ふそうトラック・バス株式会社 スズキ株式会社 ダイハツ工業株式会社 

山東五征集団有限公司 
（株式会社サンシャイン貿易） 

ストリートスクーター・ジャパン
株式会社 

 

■架装・レッカー 

ICP TRAILER 株式会社あかつき 株式会社いそのボデー 

奥野工業株式会社 小平産業株式会社 株式会社信濃車体製作所 

株式会社城南ボディサービス セノプロトラックス株式会社 株式会社ダイニチカンパニー 

ダイワ運輸株式会社 トップアローズ株式会社 株式会社トランスウェブ 

株式会社トランテックス 
CHO THAVEE PUBLIC COMPANY 

LIMITED 
ナカオ工業株式会社 

日本トレクス株式会社 株式会社花見台自動車 株式会社浜名ワークス 

株式会社ヒサマツホールディングス フォレストテクニック株式会社 株式会社ヤシカ車体 

株式会社ヤマグチレッカー 
株式会社矢野特殊自動車／福岡運
輸株式会社 

横浜車輌工業株式会社 

株式会社ヨシノ自動車 株式会社洛南 株式会社リトラス 

株式会社ロードサービス ROLFO Spa Van Eck Trailers BV 

Kässbohrer   

■部品 

株式会社 AVEST 株式会社小糸製作所 有限会社小林商会 

ゼット・エフ・ジャパン株式会社 信越電装株式会社 有限会社ハナマル 

株式会社 TTS ホールディングス 株式会社ながおテクノ 中野スプリング株式会社 

日野リトラックス株式会社 ブリッド株式会社 フィガロ技研株式会社 

有限会社山田ボデー工業所 株式会社ヤマテ工業 ユアサ工機株式会社 

リフレックスアレン・ジャパン株式会社   

■用品 

イサム塗料株式会社 株式会社石井 
エバスペヒャーミクニクライメット  

コントロールシステムズ株式会社 

株式会社エフ・アール・シー 花魁 JAPAN（オートフレンド） 株式会社オートプロズ 

オラフォルジャパン株式会社 オレンジ・ジャパン株式会社 金森株式会社 

関西ペイント販売株式会社 クールスマイル 株式会社ケービーエル 

公洋商事株式会社 株式会社サンユー印刷 シーユーピー株式会社 

株式会社 SPREAD ダックス株式会社 
帝人フロンティア株式会社／大和紡
績株式会社 

テソロジャパン株式会社 株式会社日建 株式会社パーマンコーポレーション 

ビッグリグカスタム フィガロ技研株式会社 三鈴工機株式会社 

株式会社ヨシオ 株式会社ラスター  

ジャパントラックショー2020 出展企業 一覧 
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■整備・アフターサービス 

株式会社アイ・アール・エス 
ルース／アルチザン／ダイワプロ
テック／有限会社アスナル 

株式会社アルティア 

安全自動車株式会社 株式会社イチネンケミカルズ 
株式会社イヤサカ／エムケー精工株
式会社 

有限会社川原代自動車電機工業所 株式会社サンオータス サンコー 

株式会社ダイフクプラスモア 株式会社タフコートジャパン 
日本油化工業株式会社／マキ自動車
工業株式会社 

株式会社バンザイ ビューテー株式会社 ロックペイント株式会社 

■タイヤ･ホイール 

アーコニック・ジャパン株式会社 株式会社川﨑 株式会社共豊コーポレーション 

株式会社タッチョー TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY トピー実業株式会社 

TOYO TIRE 株式会社 日本ミシュランタイヤ株式会社 日本製鉄株式会社 

■カメラ・センサー・デジタコ 

株式会社あきば商会 株式会社アルファ・デポ 株式会社 INBYTE 

MBIZONE Co.,Ltd. 株式会社 NP システム開発 Orlaco Products BV 

ジャパン・トゥエンティワン株式会社 株式会社テレコム 株式会社 PITTASOFT JAPAN 

矢崎エナジーシステム株式会社   

■ソフトウエア 

有限会社アネストシステム 更生タイヤ全国協議会 株式会社コモンコム 

GN オーディオジャパン株式会社 株式会社ソフトプランナー 株式会社タイガー 

株式会社タジマ ディーアイシージャパン株式会社 テレニシ株式会社 

株式会社テンツオフィス トライポッドワークス株式会社  

■サービス 

一般社団法人 AZ-COM 丸和・支援ネット
ワーク 

株式会社照栄 台車屋さん.com 

株式会社タカネットサービス 株式会社ドラ EVER 
一般社団法人日本トラックリファインパ

ーツ協会 

株式会社ベストライン 株式会社ゆう  

■教育・メディア・その他 

有限会社ケンクラフト 株式会社ハンナ フィリップ・モリス・ジャパン合同会社 

本田技研工業株式会社 運輸新聞株式会社 トラックマガジンフルロード 

株式会社物流産業新聞社 株式会社輸送経済新聞社  

 
 ＜報道関係者様のお問い合わせ先＞  

 ジャパントラックショーPR事務局 

 株式会社アスプ 石井 TEL:03-5614-3010  pr@truck-show.jp 

 

 ＜展示会のお問い合わせ先＞ ジャパントラックショー運営事務局 

一般社団法人国際物流総合研究所 東京都中央区日本橋人形町 1-6-10 7F    

TEL：03-3667-1572  http://truck-show.jp  info@truck-show.jp 


