
BellaBot
ネコ型配膳ロボット



会社紹介

• 会社名：株式会社DFA Robotics

• 代表者：代表取締役社長 波多野昌昭

• 事業内容：ロボット(配送ロボットや大型ドローン)の販売,ロボットによる新た

な無人配送サービスの提案、また海外複数メーカーと独占販売契約を締結

し,様々なタイプの機体を取り扱う

• 設立日：2017年9月

• 所在地：東京都渋谷区渋谷1-7-5 青山セブンハイツ2F
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製品概要：配膳ロボット

最新技術の配膳ロボット

最新の配膳ロボットであるBellaBotは、中国深圳のPUDU Robotics

で開発された配膳ロボットです。前世代の優れた特性を継承しながら、

人とロボット間の優れたコミュニケーション機能も備えています。親しみのあ

る会話、かわいいデザイン、AI⾳声機能、マルチモードインタラクション（

視覚・聴覚を含め、複数のコミュニケーションモード）、その他多くの新機

能を備えたBellaBotは、ユーザーに前例のない配膳ロボット体験を提供

します。Puduの機体は、発売以来、50以上の国と地域で販売され、

2,000以上のレストラン、ホテル、オフィススペースなどで地域のお客様

にサービスを提供しています。

BellaBot



新型LiDER（レーザーによる画像検出・測距）

精緻な検出が可能なLiDER

ABS⼯業⽤プラスチック/航空機でも

使われている軽量で強度のあるアルミニウム合⾦ ⾚外線センサー付きトレー

トレーの負荷を感知し、効率性を計算した新しいトレー

最新の独⽴サスペンション

⾃動で効率的に凹凸の緩衝を吸収することができま
す。

3D障害物回避センサー

BellaBotの上部のRGBDカメラと、筐体

上の2組のカメラで構成され、BellaBotは

全次元を認知することができます

ビジュアルカメラポジショニング

BellaBot上部にある⾚外線カメラは 、 リアルタイム

の位置調整を実⾏して、⾃己位置調整

ソリューションを実現します

製品概要：BellaBot

堅牢性があり、酸化しにくく、さらに錆び
にくい材質で組み立てられています。



製品概要：BellaBot

カテゴリ 仕様 説明

外観とパフォーマンス

本体寸法 565×537×1290(mm)

トレーサイズ トレイサイズ：410mm×500mm(385mm×480mm)

トレーの高さ 高さ230/200/200/180mm（上からの順）の4段トレイ

ロボットの重量 57kg

積載量 最大40kg、10kg/段

電源アダプターとバッテリー

バッテリー容量 25.2V/25.6Ah

簡易着脱バッテリー
電力交換技術により、バッテリーの取り外しと交換が容易に⾏え、

BellaBotを確実に継続稼働させることができます。※1

稼働時間 12時間（交換可能なバッテリーのため、24時間365日稼働可能）

充電時間 4.5時間

動作機能

場所の位置決め 高さの要件は特にありませんが、標準化された環境が必要です。

知覚
障害物回避が可能な最小の物体サイズ：35mm50mm100mm

（最小隙間：0.7m）

配置 同じバージョンのロボットを最大20台、同時に配置できます。

安全性 速度0.5～1.2m/s（調節可能）、登坂角度：≤5°



ホテル 政府庁舎 オフィスビル

病院レストラン

ショッピングモール

バー カフェ

製品概要：活⽤シナリオ

想定される使⽤場⾯

Puduは、独⾃システムに基づいてロボット位置決め/ナビゲーション技術を開発しました。

BellaBotには、位置決めとナビゲーションを⾏う2つのソリューション、Visual SLAMとLaser SLAMが備わっています。

BellaBotは、レストラン、ホテル、バー、カフェ、オフィスビルディングなどのビジネスソリューションで利⽤できます。



「BellaBot」が世界中で採⽤されている理由

製品特徴：BellaBot

● エンタメ性：複雑なことを理解でき、会話したり、かわいらしく振舞ったり、時に
はすねたりもします。

● 使いやすさ：操作がシンプルで簡単。２分以内のクイックスタート。

● 安全性：衝突や⾶沫のないスムーズ配膳。0.5秒の即時応答で障害物を回
避します。

● 信頼性：4.5時間の充電で1日使⽤できます。独⾃のバッテリー技術を搭載。

● 耐久性：各ロボットは73,000kmの耐久性テストに合格しています。

● 費⽤対効果：効率的な配送と簡単なメンテナンス。



Withコロナ時代の今、

飲⻝業界では「⾮接触配膳」がますます重要になっています

新型コロナウイルスにより、⽣産活動やライフスタイルの多くの側⾯が変化しました。

その結果、「⾮接触配膳」の役割がますます重要になっています。

レストランでは、料理がBellaBotによって顧客に配膳されます。

これにより、⻝品の衛⽣と安全性を確保しながら、人と人の直接的な接触を減らすことができます。

製品特徴：⾮接触配膳



ロボットが運んで、スタッフはお客様に全集中！

配膳や下げ膳などの運ぶ作業以外のほとんどは、お客様とのやり取りがホール
スタッフのタスクです。

ロボットが配膳や下げ膳の運ぶ作業を担うことで、ホールスタッフはお客様に全
集中出来ます。
つまり、お客様が何を望んでいるか察知したり、オススメするサービスの時間が
圧倒的に増えます。その結果、売上UPが期待出来ます。

また、運ぶ作業が効率的になる結果、スタッフ数の最適化が出来るため、コス
ト削減が見込まれます。

そのようにお客様が飲食店に⾏って、素晴らしいサービスが受けることができ、か
つロボットというエンタメ性をもった機体を体験できることで、コロナ禍で大変な状
況にある飲食店にも今まで以上の価値をもたらせることができると信じています。

製品特徴：サービス向上とコスト削減

ホールスタッフのタスク

お客様に対するサービス 運ぶ作業

来店時のご案内 お冷の配膳

メニューのご案内 料理の配膳

注文聞き取り（追加注文） 下げ膳

退店時のお見送り



レストランでは、BellaBotは料理と飲み物の配膳を毎

日約400[1]回⾏うことができます。これにより、 ウェイタ

ーは料理を配達するという⾯倒な反復作業から解放

され、顧客へのサービスに集中する時間を増やすことが

できます。

BellaBot—インテリジェントな配膳エキスパート

配膳回数が増える 積載量が増える 複数のロボット間の協調

BellaBotには、大きなトレイ（41×50mm）が付いて

います。1つのトレイには、⼿作業による配送の

約2倍の運送能力を提供できます。

BellaBotには、同時稼働している最大20台の

BellaBotロボットをサポートするマルチロボット配送モー

ドがあります。数百平⽅メートルの小さな 場所から1万

平⽅メートルを超えるスペースまで、 あらゆるシナリオを

簡単に対応できます。

[1] データ元は、30か国以上で展開されているPuduクラウドプラットフォームバックエンド型統合オペレーションです。

製品特徴：効率的な配膳



⼿間のかからない配膳

⚫ BellaBotは、料理、⻝器などのアイテムを効率よく

配膳することができます。

⚫ 到着通知：テーブルでの到着通知や、対象テーブル
への正確な配送

⚫ 効果的なLED表示：トレイ上の光を点滅させること

で、料理を受け取るように顧客に促すことができます。

⚫ 挨拶と案内：⼊⼝で顧客を出迎え、テーブルに案
内できます。

「BellaBot」を使うと何ができるのか？

製品特徴： ⼗分な拡張性

BellaBot配膳の利点

⚫ 操作がシンプル

⚫ バッテリー寿命が長い

⚫ 安定して効率的

⚫ 複数台のロボット連携対応



製品特徴 - スマート

キュートで、好感が持てる、スマート

• かわいい：かわいいネコをイメージしたBellaBotは、

時代を先取りしています。エンターテイメント性のある

BellaBotはみんなの人気者になります。

•好感が持てる会話機能：BellaBotにはAIボイス

システムが使⽤されており、さまざまな状況における

ロボットと人間の⾳声対話を実現します。カスタマ

イズされた声が魅力的です。

• スマート＆スウィート：BellaBotの⽿や額に触れ

ると、さまざまな表情や声で反応します。



正⾯検出⻆度は最大192.64度、

正⾯障害物検出範囲は10m超です

。

RGBD深度カメラ

3* RGBD深度カメラにより、
BellaBotは過去に類のない極めて強力な3次元センサーを搭載しています。

BellaBotは、障害物に近づくと0.5秒という短い対応時間でその障害物を

正確に検出し、停⽌できます。

物体検出の最小高さは20cm、障害物

のスキャン頻度は5400回/分です。

なぜBellaBotは優れた安全機能を持っているのか？

99%の障害物認識率により、「デッドスポット」がない正確な障害物回避を

実現します。

インテリジェントな経路プラニング。稼働環境に基づいて、作業を⾏う最適な

ルートが選択されます。

製品特徴：優れた安全機能

安全を確保するための3D障害物回避技術 柔軟な障害物回避とインテリジェントなルート計画



最小隙間は70cm：コンパクトな環境内を簡単に移動できる

SLAMアルゴリズムを使⽤した最高級センサーであるBellaBotの
最小隙間は70cmです。

通路内の必要スペースを含め、99%のシナリオに対応できます。

柔軟で効率的。コンパクトな環境で使⽤できます。

優れた⾃律走⾏性能を持つBellaBot

⾃動調節型独立リンケージ・サスペンション

安定した配膳のために

⾃動調節機能により、スピードは、床の状態や駆動要件に応じ
て変更できます。

機体の揺れも状況に合わせた最適な状態に保たれます。

高さが1cmの障害物を乗り越えることができます。

稼働の安定性が50%向上し、料理を安全に配膳します。

製品特徴：優れた⾃律走⾏性



製品特徴：24時間操作可能

電力交換技術

充電と使⽤のシステムは、バッテリー交換を迅速にするために開発されました。

24時間365日の稼働が実現できます。

⼿間のかからないバッテリー交換



製品特徴：デュアル・ポジションニング/ナビゲーション・ソリューション

Standard Advanced

Laser SLAMとVisual SLAM

あらゆるルート設定でも安全走行するためのデュアル・ソリューション

•BellaBotは、ユーザーの利⽤環境に応じて2つのSLAMナビゲーション・ソリューションを提供します。どちらも正確で使いやすい機能となっています。

•BellaBotが提供する2つのポジションニング・ソリューションは、どちらも同様の優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。

ポジンションニング・ソリューションは異なりますが、お客様を中⼼に据えたBellaBotのサービスレベルは保証いたします。



状況に応じてそれぞれに対応する光インタラクションを引き起こします。

BellaBotの⽿と尻尾は、その動作ステータスをリアルタイムで

表示できます。

取り外しがしやすく、スマート⾚外線センサーに適したモジュｰﾙ構造。

より効率的な配膳のためのスマートなトレイです。

LEDライトを活⽤したインタラクション

BellaBotのその他特徴

インテリジェント誘導トレイ

製品特徴



サポートサービス - カスタマイズされたサービス

BellaBotのデザインをカスタマイズする

カスタマイズできる外観 多⾊マーカー

デザインカスタマイズ

•レストランの雰囲気と調和させる
•ブランドとサービスをデザインで表現

短期製造

•デザインカスタマイズには最速で5日で納品可能です

（確認-設計-開始が必要のため）

注意：⾊は実際のマーカーによって異なります



導⼊事例

BellaBot導⼊店舗スタッフの声

・可愛らしい見た目の上にコミュニケーション能力も高いので、

ロボットがテーブルに来るのをお客様は楽しまれています。

・スムーズな移動で配膳をするので、すっかりお店の雰囲気に

溶け込んでくれています。お店のムードメーカー的存在です。

・速度を調節することができるので、グラスいっぱいに⼊ったドリ

ンクでも安⼼して配膳を任せられるのが助かります

店内走⾏動画は以下のリンクからご覧いただけます。
https://youtu.be/VsbagvSdMSE

走⾏性能の紹介動画
https://youtu.be/u6Q5LdXGA_s

Gaston＆Gaspar御茶ノ水ソラノシティ店
にBellaBotを試験導⼊（2021年）

https://youtu.be/VsbagvSdMSE
https://youtu.be/u6Q5LdXGA_s


ご導⼊希望時の注意点

・ロボットの希望動線の通路幅が80cm以上ある事

・ロボットの希望動線の床がフラットで有る事
＊最大傾斜角は5度角となります(段差不可) 

・ロボットを複数台可動するには、すれ違い場所で 2m以上の通路幅が必要となります

・インターネット環境(店舗PC含む)が必要となります。

商品ご導⼊時、以下の点をご確認ください



導⼊までの流れ

お問い合わせ

本資料を参照い

ただきご検討くだ

さい

お申込みの

ご案内

販売準備が整い次

第ご連絡します

リースの場合、リース会社

の審査の必要があります

お申込み

申込書に必要事

項をご記⼊・ご捺

印の上、ご提出く

ださい

納品

各導⼊店舗まで

機体を発送します

初期設定

導⼊店舗で初期

設定を⾏います

走行レイアウト作成

店舗内の段差や走⾏不可

能な場所の有無を確認させ

ていただきます

マッピング作成

店内のレイアウトを読み込ませ、

停⽌ポジションを設定します

トレーニング

店舗スタッフ様に向けて簡単な操

作や機能説明を⾏います



価格について

BellaBot 月額56,110円

＊月額56,110円 5年リース(1.81%) 本体＋設置費 （概算310万円の場合）
＊保守費：18万/1台(年間) 
＊保守費は複数台運⽤の際は1台につき15万円/年となります
＊定期点検希望の際は別途費⽤となります
＊別途設置費等が必要となります（道府県、離島、施設形状、作業時間/日数により異なります）

ご導⼊までの流れ

・導⼊希望店舗の図⾯/写真(床、天井含む)のご提示願います。
・申込(内示含む)を頂いた後に現調/運⽤確認及び、懸念事項等の打合せ
・契約の締結 ・機材準備ができましたら施工(店休もしくは、平日の日中で2日間施工を想定) 



ご提案メリット

・文句も⾔わず、休暇も取らない優秀な補助員の採⽤

・１日の日当換算￥1,870 時給換算￥187円(10時間) 
＊5年リース(1.81%)、本体＋設置費 の概算

・ロボでのバッシング作業効率化で働き⽅改⾰

・エンターテイメント要素、 SNS拡散による集客効果

・最新AIロボット導⼊によるマスコミ反響

働き⽅の最先端へ



ネットワーク環境について

ロボットを複数台導⼊の際は店舗内にWi-Fiが必須となります。
＊ロボット動線に届く無線インターネット環境が必要です。

店舗内の新規LAN通線は、導⼊店様のご⼿配となります。
無線環境設定のために無線ルーターの設置をお願いします。

不明点やご質問がありましたら、お問い合わせください。

Wi-Fi環境の注意点



保守サポート

オンサイト保守（訪問対応）

ハード製品が故障して現地での修理交換が
必要な場合、 技術員を派遣し修理の復旧
をします。 交換作業・交通費は保守費⽤に

含まれます。
※故障内容により現場対応期間は異なります。
※通常利⽤時の故障以外は別途請求となります。
※バッテリー等の消耗品は含まれません。
※シャープマーケティングジャパン（全国143か所の
拠点）に委託しています

リモートメンテナンス

システムトラブルが発⽣した場合、
迅速に遠隔サポート致します。

電話サポート対応（遠隔対応）

お客様のサポート一次窓⼝、操作・運⽤
問い合わせの窓⼝。 万が一のハード障
害・ソフト障害・通信切り分け、ハードウェ
ア・ソフトウェア・通信の関係会社と連絡を

取り障害の解決を図ります。

※1 弊社指定の特定日は除きます

全てのサービスで受付対応時間：10時～20時/365日対応可能（※1）
お問い合わせ：050-8892-6501
電子メール：maintenance@dfarobotics.com 



保守サポートについて

■修理・交換が必要な際は、お伺いし、オンサイトでの作業となります。
■消耗品は本保守サポート料金には含まれません。別途、有償になります。
消耗品：バッテリー、タイヤ（駆動輪、補助輪）、トレイ⽤マット
上記以外のパーツに不具合があった際の修理・交換は料金に含まれます。 消耗品の交換作業はサポート内です。

保守サポートは以下の条件を満たしている必要があります。
1. ⾃己購⼊品は指定された保守サポート期間内に正常に使⽤され、⾮人為的な品質問題が発⽣した場合に限ります。
2. ⾮公式の指示、お客様による無許可の分解、修正または設置しないで下さい。
3. 製品のシリアル番号およびその他の表示を破ったり上を覆う事はしないでください。
4. 保守サポート期間内に交換された破損したスペアパーツは株式会社DFA Roboticsが所有しており、要求に応じて返却しなけ
ればなりません。

以下の条件は、保守サポートには含まれていません。
1. 衝突、⾮製品、異物の侵⼊(水、油、砂など)などの品質問題による燃え尽き。
2. 不正改造、分解、開封等による損傷。⾮公式の指示によるもの。
3. 以下の事項に従わずに、不適切な設置、使⽤、操作を⾏ったことによる損害。
4. 正式な指示がない場合のお客様の修理による損害、お客様の修理に起因する損害
5. 内示の⾮正規の指導を受けての回路改造、バッテリーパック、充電器の不適切な使⽤による損傷
6. 安全負荷重量を超えて使⽤したことによる損傷。
7. バッテリー残量が少なくなったときの充電不足や品質に問題のあるバッテリー。
8. お客様のご都合に合わせての二次的なオンサイト展開または設置・試運転などのサービス
9. 不可抗力(地震、天災等)による故障・破損。

保守サポートの条件



体験デモ会について

BellaBot実機をご覧いただけます

開催日時 随時相談により設定いたします

開催場所
DFA Robotics 新橋ショールーム
（東京都港区新橋2－16－1 ニュー新橋ビル702）

実施内容
• 商品紹介
• 導⼊に適した環境のご紹介
• タッチ＆トライ

参加費 無料

参加対象 法人のお客様

お申込みについて
下記URLからお申し込みください
https://my52p.com/p/r/6sKaLJoI

注意事項
本会場では、店内消毒、アクリル板によるソーシャルディスタンス確保、店員のマス
ク着⽤など新型コロナウイルス感染症対策を⾏っております。
ご参加の際はマスクの着⽤をお願い致します。



製品の導⼊をご検討の⽅は下記URLを⼊力、
またはスマホでQRコードを読み取ってフォームからお申込みください

その他、製品についてのお問い合わせも下記メールアドレス宛にお気軽にご連絡ください。

メール ：info@dfarobotics.com

ロボットHP：https://dfarobotics.com/

会社HP：https://dronefutureaviation.com/

お問い合わせはこちら

https://my52p.com/p/r/6sKaLJoI

お問い合わせフォーム

mailto:info@dronefutureaviation.com
https://dfarobotics.com/
https://dfarobotics.com/
https://dronefutureaviation.com/
https://my52p.com/p/r/6sKaLJoI



