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webもご覧ください >>> 検索矢崎　デジタコ

運行管理システム
ESTRAパッケージ版
ESTRA-Web

カード運用タイプ

通信運用タイプ

SDカード

無線 LAN

LTE 通信

事業者パソコン

ご利用の運用形態に合わせて、カード式や通信式の複数車載器を一括管理。

点呼チェック機能 作業状態表示

動態管理 労務管理 走行分析（速度チャート）・位置把握

運転管理一覧 省エネ分析 運転日報

乗務員を出勤・退勤状態で分けて表示。
一人ひとりの出退勤日時がすぐにわかります。

今、車両がどこで何をしているかがパソコンで確認できます。
必要に応じて、より詳細な車両情報を表示できます。

日々の乗務員ごとの運転評価をランキングとして得点で昇降順に
表示が行えます。

速度に対してのエンジン回転域や、無駄な浪費、空ぶかし等の
ギアシフトの使用状況がわかります。

点呼に必要なチェック項目を乗務員ごとに表示。乗務前・乗務後の
点呼を徹底できます。

乗務中の車両の過剰なアイドリングやコンテナの温度異常などを
リアルタイムで本社や営業所のパソコンにお知らせします。

乗務員に休憩時間の開始・終了をお知らせし、労働基準法順守を支援。
パソコンで違反部分が確認でき対応が容易になります。

車両の速度とエンジン回転数の記録から詳しい走行分析ができます。
位置情報や軌跡でどんな場所で起きたかが確認できます。

充実した解析機能で安全・省エネ運転、働き方改革をサポート。

データ

データ

出退勤管理機能

健康チェックは項目を自由に追加・削除できます。

一般的な点呼の流れで免許証所持、
アルコールチェックなどを順に確認。
乗務員に応じた安全運転のワンポイ
ントアドバイスなども表示可能。

車両状態に応じて
ソートされて表示

車両状態のアイコン表示
実車状態
一般道状態（走行中）
高速道状態（走行中）
専用道状態（走行中）
停止中 車載器より送信された緊急情報を表示し、

音声による読み上げをします。

確認する車両を選択すると
イベント情報の位置や軌跡
などの詳細が表示されます。

出庫中の車両に対して
メッセージ送信が可能。

赤塗部分は、基準に対して違反を
しています。この分析を基に配車
等の見直しを図り、赤塗部分を無
くしていく改善が必要となります。

デジタコ本体のサポート
現在の走行時間
現在の停止時間

休憩カウントダウン表示（60 分）

上記間隔で表示切替できます。
【24・12・6・2 時間、6 分間】

デジタコを入庫するだけで、自動で日報が出力されます。
（自動出力設定による）

速度・作業チャート

勤怠情報

給油量・通行料
グラフ表示

評価点

配送明細

CO2 排出量
（燃料法）

YAZAKI ENERGY SYSTEM

通信型デジタルタコグラフ

DTG7
ハイブリッド型デジタルタコグラフ

デジタルタコグラフ 総合カタログ

GPS内蔵カード式デジタルタコグラフ
アルファ

パッケージ版標準価格 450,000円
Web版 価格 2,300円　  ～/月

ネット解析システム利用価格 500円　  ～/月

運行管理システム

ESTRAパッケージ版
ESTRA-Web

減点箇所、問題箇所を
的確にコメント表示。

出退勤画面

休憩時間が
終了しました。

休憩時間
5 分前です。

矢崎ESTRAサーバー

Entry Model

Network Model

High-end Model

（税別）

（税別）

（税別）



既存の矢崎デジタコをお使いの環境でも
矢崎サーバーにデータを集約することで、
データの一元管理が可能。

矢崎ESTRAサーバー

GPS内蔵カード式デジタルタコグラフ
アルファ

通信型デジタルタコグラフ

DTG7
ハイブリッド型デジタルタコグラフ

既存の矢崎デジタコをお使いのまま、
1台から導入可能 ※データ一元管理には運用形態により

　別途ネット解析契約が必要

デジタコデータを矢崎のサーバーへ
アップロードすることで、社内でデータ共有可能

※別途ネット解析契約が必要

多彩な周辺機器との接続で、
お客様の安全運転や、業務管理をサポート

連続走行運転や休憩、待機時間の管理で
お客様の法令遵守をサポート

作業入力用スイッチにより、荷積、荷卸、
休憩、待機の作業が簡単入力可能

多彩なオプション機器と接続することで
業務の管理、効率化が可能。

多彩なオプション機器と接続することで
業務の管理、効率化が可能。

多彩なオプション機器と接続することで業務の管理、効率化が可能。

温度センサ
業務支援用
ETC2.0

アルコール検知器

積載重量表示計 作業入力用
スイッチユニット

オプション機器

事務所パソコン

事務所パソコンを経由してデータをアップロード、
または矢崎サーバーへ直接データ送信。

データアップロード※別途ネット解析契約

温度センサ

アルコール検知器

温度センサ
業務支援用
ETC2.0

積載重量表示計 作業入力用
スイッチユニット

作業入力用
スイッチユニット

簡単操作

画像認識機能 画像送信機能

診断機能

デジタコ一体型車載器だからできる解析機能

選べる 3つのデータ転送方式

前方車両認識
車速に応じて危険な車間距離で警告を行います。

60 秒動画送信機能
事務所より、常時記録における 60 秒動画を要求し、再生を行います。

車線認識

デジタコ解析画面

ドラレコ解析画面

白線を認識し、車線逸脱・ふらつき運転の際に警告を行います。

路面標示横断歩道認識
信号機のない横断歩道で加速した際に警告を行います。

路面標示制限速度認識
道路表示の制限速度を読み取り速度超過の際に警告を行います。

A 社様に集荷に
行ってください。

ハンディテンキー

オプション機器

オプション機器

カード不要のネットワークソリューションモデル。リアルタイムですべての車両を見守ります！

デジタコの必要機能を厳選したカード式のエントリーモデル。車両 1台からお手軽に導入できます！ デジタルタコグラフ機能とドライブレコーダー機能を一つにしたハイブリッドで究極の予防安全を実現！

カードレスで日報の自動出力が可能

速度・距離・時間に加え、速度変化・
エンジン回転数変化・G値を表示。
さまざまな数値で運転を分析して、
ドライバーへの指導に役立てます。

デジタコ解析画面より即座に移動し、
ドラレコ解析画面を確認出来ます。
最大カメラ6台まで同時に再生可能。

ワンクリックで
ドラレコ解析画面に移動

※別途契約が必要

LIVE 動画送信機能
車両が有事の際、リアルタイムにドラレコ映像の再生を行います。

運行診断レポート

※別途契約が必要

車載器に保存されているデータから60 秒動画を要求し、
事務所で確認することができます。

LIVE 要求するカメラを選び、
動画ビュアーで確認することができます。

ハンディテンキー

マイクユニットカラー赤外線カメラオプションカメラデジタルカメラ

業務支援用
ETC2.0

本体標準価格 56,900円 本体標準価格170,000円

本体標準価格 98,000円

SDカードR/W

休憩カウントダウン表示例
現在の休憩カウント値
（表示は休憩カウントダウン値 60 分）

法令遵守
支援

多彩な
周辺機器

社内データ
共有

簡単導入

カードレス
運用

どのパソコン・モバイルからも
車両が走行している位置の把握が可能動態管理

連続走行時間や庫内温度を
リアルタイムに通知

リアルタイム
通知

ボタン操作の必要がなく、イグニッションの
ON/OFFにより自動で記録開始と終了が可能

ノンオペレーション
モード

事務所から車両へのメッセージ送信が可能メッセージ
送信

A 社様に集荷に
行ってください。

 NFC ユニット
　（免許証リーダー）

アルコール
検知器

積載重量表示計

静止画や 4秒動画も
確認できます。

右左折診断、路面認識診断、
ヒヤリハットイベントなどの
データ解析することで、日報
点数では表示できない運転の
クセや傾向を確認することが
できます。

SDカードSDカード 無線LAN LTE通信

LTE通信

特長

特長

事業者パソコン

データ

SDカード

無線 LAN

LTE 通信

矢崎ESTRAサーバー

デジタコを入庫するだけで、
自動で日報が出力されます。
（自動出力設定による）

本社でも営業所のパソコンでも、
外出先のモバイルからでも、
同じデータを確認できます。

リアルタイムに通信を行い現在地の情報や
連続走行時間などの運行状況、庫内温度を
把握することが可能です。

車両の運用に応じ、データ転送方式を選択可能

（税別）

（税別）

（税別）

Entry Model

Network Model

High-end Model


