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製品概要

KettyBot
ディスプレイ付き配膳&案内ロボット

KettyBotは、Pudu Technology社が開発した最新の配膳・案内ロボットで
す。広告表示、お客様案内、AI音声対話、配膳、食器返却などの機能を備え
ています。低コストかつ効率的なソリューションとして、KettyBotはレストランでも
最先端の体験を味わえます。

優れたモビリティ カスタマイズされた広告

AI音声
インタラクション 複数回の配膳モード

お客様を惹きつける 呼びかけ・案内

自動充電



製品特徴

3つの強み

コンパクトでスタイリッシュなデザインにより、複雑な店
内環境でもスマートにお客様を案内します。

優れたモビリティ

大型広告ディスプレイを搭載したロボット。より多くの
人に、頻度高く広告を見せることができます。

店頭でのマーケティング

適応性、安全性、正確性の向上により、長時間持
続バッテリーで、幅広いニーズに対応します。

汎用性のあるオールラウンダー



優れたモビリティ

PUDU Slamアルゴリズムを搭載。レーザーSlamとビ
ジュアルSlamのデュアルソリューションを同時にサポー
トすることで 、より多くの環境に対応します。

KettyBotは、2* RGBD深度カメラで最上級の3D
感知を備えます。作業環境に応じて、タスクを実行す
るのに最適な経路を選択します。

最小通過幅が55cmのKettyBotは、複雑な店内環境にも
対応可能な設計がされています。



テスト映像：クリアランス・3D知覚テスト

優れたモビリティ



店頭でのマーケティング

18.5インチ大型広告ディスプレー

◼ 18.5インチの大型広告スクリーンは、設置場所も自由にカス
タマイズすることができ、より人目を引くマーケティングアプローチ
となります。

◼ 中央に配置された広告表示は、ロボットのデザイン性を維持し
つつ、お客様の目に留まりやすい角度に合わせられます。

◼ ハイパワーのスピーカーを搭載したKettyBotは、大人だけでな
く子供にも魅力的で、家族全員で楽しむことができます。



店頭でのマーケティング

カスタマイズされた広告

◼ PUDUビジネスマネジメントプラットフォームでは、広告表
示内容を簡単にカスタマイズすることができます。

◼ 素材を追加して広告を作成した後は、それらを表示する
頻度・回数・順番など、広告再生のプレイリストを作成し、
ロボットのディスプレイで公開することができます。



汎用性の高いオールラウンダー

汎用性の高いオールラウンダー

汎用性の高さが魅力
集客・呼びかけ・案内・複数回の配膳・食器
の返却など、さまざまなサービスを提供します。
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適応性が重要
KettyBotは順応性を高めた革新的なデザインです。

長時間持続バッテリー
自動充電機能で一日中稼働が可能な
優れたオートチャージ機能



汎用性の高いオールラウンダー

シーン別に使い分けられる、
便利なトランスフォーマー

KettyBotは、取り外し可能なトレイとリアカバー*により、シーンに合
わせて2通りのフォルムに変身できます。これにより、ロボットを使用す
る際の柔軟性が高まり、あらゆる作業を最適なフォルムに変えて稼働
することができます。

*リアカバーは別途購入が必要です。



汎用性の高いオールラウンダー

顧客を惹きつける魅力

AIボイスインタラクション
◼ 新しい音声インタラクションモジュールは、360°方
位で出音されます。
◼ 最先端のエコーキャンセル、ノイズ抑制、反響除
去技術を兼ね備えることで、状況に応じたAIコミュニ
ケーションを実現します。

挨拶と案内

◼ KettyBotのリアカバーは、よりコンパクトなデザイン
になっています。
◼ 自律的経路選択により、お客様を最適な経路で
テーブルに案内することができ、お客様満足度の向上
とスタッフの負担軽減に大きく貢献します。



汎用性の高いオールラウンダー

複数テーブル配膳モード

複数テーブルへの配膳

一度に複数のテーブルへ料理
を提供できます。正確な位置
決めと 最適な通過経路選択
が可能。より少ないコストでよ
り多くのことを実現します。

クルーズモード

KettyBotは、特定のエリアを
巡回してお客様にお客様にお
菓子や飲み物、お客様アン
ケートなどを提供することがで

きます。

食器返却モード

KettyBotが使用済み
のお皿を回収して食器
洗い場に運ぶことができ
ます。こうして効率的な
作業が可能になります。

バースデーモード

KettyBotは、バースデー
ケーキを曲に合わせてお届
けします。顧客を幸せな気
分にさせてくれます。



汎用性の高いオールラウンダー

一日中稼働できる長時間持続バッテリー

◼ バッテリー容量：25.6Ah

◼ バッテリー持続時間：8時間

◼ 自動充電：KettyBotのバッテリー残量が少なくなると、
自動的に音声とAIが通知し、ドッキングステーション*に戻りま
す。

*ドッキングステーションは別途購入が必要です。



製品仕様

本体寸法 460×440×1120mm

本体重量 35kg

トレイサイズ 350×350mm 2段

積載重量 30kg

バッテリー寿命 7×24h

クルーズスピード 最大1.2m/s

充電時間 4.5h（自動充電）

バッテリー容量 25.6Ah

最低認知高度 最大7mm

傾斜角度 5度以下



システム概要

◼ 1つの環境で100台のロボットを簡単に派遣
◼ 強力なアドホック・ネットワーク
◼ 交差点を含む複雑なシナリオに適応
◼ 地下鉄や高速道路に匹敵する強力な発信能力

PUDU スケジューラ― PUDU MIR

◼ Pudu loTは、ビジネスデータをリアルタ
イムに集計し、ロボットの動作を監視したり、
ロボットのソフトウェアをリモートでアップグ
レードすることができます。



システム概要

◼ 24時間365日、配膳データをアップロード。
店内稼働のデジタル管理がより簡単に

◼ すべてのロボットをloTとPUDU Platformで接続。リアルタイ
ムのデータ収集、ロボットの動作監視、ソフトウェアのアップグレー
ドで95％以上の障害が解決

PUDU プラットフォーム



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：03-8892-6501
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



顧客事例



体験デモ会について

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。

KettyBot実機をご覧いただけます



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



