
ZMP World 2021  プログラム

Day1: 7月13日（火）

【記者発表】　姫路ウォーカブル協議会発足
株式会社ZMP

幹事企業

代表取締役社長 谷口　恒

＊＊＊　　　　　　　＊＊＊
予約申込 □

【記者発表】　無人宅配ロボ「デリロ」によるロボットデリバリーインフラの実現

株式会社ZMP

ＥＮＥＯＳ

株式会社

ロボライフ事業部  龍　健太郎
予約申込 □

【記者発表】　ロボットオペレーション人材の育成アカデミー構想の発表

モトヤユナイテッド

株式会社

株式会社ZMP

代表取締役社長 小野　新太郎　氏

常務取締役

エデュケーション事業本部長 青山　知之 氏

代表取締役社長 谷口　恒

予約申込 □

【記者発表】　歩行速モビリティ 「ラクロ」の新しいファッション

　　　　　　　　　宅配ロボ 「デリロ」新シリーズの発表
株式会社ZMP 代表取締役社長 谷口　恒 予約申込 □

【記者発表】　無人お掃除ロボがビル内清掃を変える！ 株式会社ZMP ロボライフ事業部  龍　健太郎 予約申込 □

【特別講演】　日本列島ロボタウン実践編 株式会社ZMP 代表取締役社長 谷口 恒 予約申込 □

【招待講演】　損害保険会社と始める低速自動運転ロボットの実証研究

東京大学　  先端科

学技術研究センター

東京大学　　先端科

学技術研究センター

先端物流科学寄付研

究部門

株式会社infonerv

三井住友海上火災保

険株式会社

教授　　　　西成　活裕 氏

特任講師

取締役 President　江崎　貴裕 氏

経営企画部(シリコンバレー駐在)、デジタル戦略部

兼務 プリンシパルデータサイエンティスト　大塚　一路 氏

予約申込 □

【パートナー講演】　LogiPullが考えるバース管理の未来 株式会社シーイーシー 予約申込 □

【パートナー講演】　空港における自動運転技術の導入について
AiRO株式会社

丸紅株式会社

代表取締役　航空・船舶本部

航空宇宙・防衛事業部　部長

浅野　通元　氏
予約申込 □

【パートナー講演】　地上と地下の街づくりにおけるライフロボットの活用
株式会社

日建設計シビル

エンジニアリング部門　ＣＭ・防災部長

大森 高樹 氏
予約申込 □

【パートナー講演】　プラスオートメーション株式会社様による

　　　　　　　　　　　　 CarriRoのRaaSソリューションの発表
(調整中) 予約申込 □

【ZMP発表】　　ZMPメンバー大募集！会社紹介と採用情報まとめ 株式会社ZMP
コーポレートコミュニケーション部

新井野 翔子
予約申込 □

【ZMP発表】　ZMPのロボットが世界を持続可能に！SDGsへの取り組み 株式会社ZMP 広報　高藤 真幸 予約申込 □

【ZMP発表】　自動運転におけるセンシング技術のご紹介 株式会社ZMP
取締役　ロボリューション事業部長

西村　明浩
予約申込 □

【ユーザー講演】　株式会社サンゲツ様による

　　　　　　　　　　　CarriRo AD+パレットタイプ活用事例のご紹介
(調整中) 予約申込 □

Day2: 7月14日（水）

【記者発表】　脱炭素社会に向けたEVバスの取り組み 株式会社ZMP
取締役　ロボリューション事業部長

西村　明浩　他
予約申込 □

【記者発表】　新RoboCarシリーズの新しい取り組みの発表 株式会社ZMP
取締役　ロボリューション事業部長

西村　明浩
予約申込 □

【記者発表】　ADAS/自動運転向け官能評価支援サービスの発表 株式会社ZMP
取締役　ロボリューション事業部長

西村　明浩
予約申込 □

【ZMP発表】　ZMPの事業紹介 株式会社ZMP
取締役　ロボリューション事業部長

西村　明浩
予約申込 □

【ZMP発表】　ZMP ロボリューション事業紹介 株式会社ZMP
取締役　ロボリューション事業部長

西村　明浩
予約申込 □

【招待講演】　自動配送ロボットの実用化に向けた取組の状況 経済産業省
商務・サービスグループ　物流企画室　室長補佐

神田　浩輝　氏
予約申込 □

【ユーザー講演】　ヤマエ久野株式会社によるCarriRoの物流センターでの活用事例 予約申込 □

【ZMP発表】　ADAS/自動運転向けカメラソリューション　RoboVision3 ご紹介 株式会社ZMP
取締役　ロボリューション事業部長

西村　明浩
予約申込 □

【ZMP発表】　三兄弟を活用した生活者インターフェース開拓 (調整中) 予約申込 □

【ZMP発表】　CarriRo Fork、パレット保管棚と連動した

                 日本ファイリング株式会社との連携ソリューション
(調整中) 予約申込 □

【パートナー講演】　搭乗者の快適性向上を実現する

                 　　　マルチモーダルXRモビリティプラットフォーム

国立大学法人

奈良先端科学技術

大学大学院

先端科学技術研究科

情報科学領域　准教授

神原 誠之　氏

予約申込 □

【パートナー講演】　地域の安全とロボットの活用の未来
警視庁月島警察署

株式会社ZMP

交通課長　権田　洋平　氏

営業担当　池田　慈
予約申込 □

【パートナー講演】　CarriRo導入実践編（日精エー・エス・ビー機械株式会社） (調整中) 予約申込 □

Day3:7月15日（木）

【記者発表】　物流ロボCarriRo、完全無人搬送のための新機能一挙発表

               （自動牽引脱着、パレット自動整列、自動充電）
株式会社ZMP CarriRo事業部長　笠置　泰孝 予約申込 □

【記者発表】   物流ロボCarriRo、

                   あらゆる場所で自動搬送を可能にするHybrid SLAM量産版モデル発表
株式会社ZMP CarriRo事業部長　笠置　泰孝 予約申込 □

【記者発表】　無人フォークCarriRo Fork、コンパクトでリーズナブル、

                ウォーキータイプ新モデル発表
株式会社ZMP CarriRo事業部長　笠置　泰孝 予約申込 □

【記者発表】　無人フォークCarriRo Fork、

                トラックへの自動積み下ろしソリューション発表
株式会社ZMP CarriRo事業部長　笠置　泰孝 予約申込 □

【ZMP発表】　ZMPの事業紹介 株式会社ZMP 取締役 ロボリューション事業部長　西村　明浩 予約申込 □

【ZMP発表】　販売店・Connecting partners向け　CarriRoシリーズのご紹介 (調整中) 予約申込 □

【ZMP発表】　RoboDataPlatformの新サービス発表 株式会社ZMP ロボハイ事業部長　河村　龍 予約申込 □

【パートナー講演】　動物園における自動運転･歩行速モビリティの活用
千葉市動物公園

双日株式会社

園長  　　　　　　　　　　　　鏑木　一誠　氏

自動車第二部 担当部長　金子　雅昭　氏
予約申込 □

【ZMP発表】　大塚倉庫株式会社でのCarriRo Fork活用事例のご紹介 (調整中) 予約申込 □

【パートナー講演】　RoboTestCar 活用事例：

                 　　　自動運転システム開発における弊社の取り組み

インテグレーション

テクノロジー株式会社

技術部 自動車開発支援／DX推進室 室長

小林　将之　氏
予約申込 □

【ZMP発表】　無人宅配ロボ「デリロ」の事例紹介 日本郵便株式会社
オペレーション改革部 担当部長　上田　貴之　氏

オペレーション改革部 係長　　　　伊藤　康浩　氏
予約申込 □

【ユーザー講演】　フジテック株式会社による

　　　　　　　　　　　CarriRo AD+パレットタイプの活用事例のご紹介
(調整中) 予約申込 □

【ZMP発表】　RoboTestの新たな取り組み
株式会社ZMP

株式会社電通国際情

報サービス

取締役 ロボリューション事業部長　西村　明浩

製造ソリューション事業部　アシスタントマネージャー

塚原　崇也　氏

予約申込 □

【ZMP発表】　ROBO-HIでのビルやエリアマネジメント事例、

　　　　　　　　　および三兄弟の事例を一気にご紹介！
株式会社ZMP ロボライフ事業部長　龍　健太郎 予約申込 □
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