2019年5月16日更新

ZMP World 2019 プログラム
Day1: 7月23日（火）
時間帯
AM

PM

10:00~12:00

13:00~17:00

分類

公演タイトル

コード

Z1-1 【ZMP発表】開会ご挨拶・ZMPビジョン

講演者情報

P

記者発表

株式会社ＺＭＰ

代表取締役社長 谷口 恒

Z

ZMP発表

U

ユーザー講演

L

基調講演・特別講演・招待講演

D

カクテルパーティ&製品体験

S

懇親会

株式会社ＺＭＰ
パートナー会社

代表取締役社長 谷口 恒
パートナー会社 講演者様

P1-2 【記者発表】2020年自動運転タクシーサービス実現に向けた取り組みの発表

日の丸交通株式会社
株式会社ＺＭＰ

代表取締役社長 富田 和孝
代表取締役社長 谷口 恒

P1-3 【記者発表】中国車両メーカーとの戦略的提携の発表

株式会社ＺＭＰ
中国車両メーカー

代表取締役社長 谷口 恒
中国車両メーカー 講演者様

Z1-2 【ZMP発表】ZMPの事業戦略の紹介と今後の展望について

株式会社ＺＭＰ

取締役事業統括 市橋 徹
CarriRo事業部長 笠置 泰孝

Z1-3 【ZMP発表】物流支援ロボットCarriRo 事業紹介

株式会社ＺＭＰ

U1-1 【ユーザー講演】大手運送会社での物流ロボットCarriRo導入事例紹介

(調整中)

U1-2 【ユーザー講演】自動車産業への自動運転技術開発の取り組み事例紹介

(調整中)

Z1-4 【ZMP発表】自動運転コンピュータIZACを活用した技術適用支援サービスについて

株式会社ＺＭＰ

ロボリューション事業部長 龍 健太郎

U1-3 【ユーザー講演】三菱UFJリース株式会社による自動運転実証実験への取り組み紹介

三菱UFJリース株式会社

常務執行役員 ロジスティクス事業部門 副事業部門長 モビリティサービス部長
水谷 真基

Z1-5 【ZMP発表】自動運転車両プラットフォームRoboCar®と関連サービスの紹介

株式会社ＺＭＰ

ロボリューション事業部長 龍 健太郎

Z1-6 【ZMP発表】宅配ロボットCarriRo Deliについて

株式会社ＺＭＰ

ロボリューション事業部 マネージャー 岩野 紘昌

株式会社ZMP

現代アーティスト 小松 美羽
代表取締役社長 谷口 恒

17:00~18:00

PM

18:30~20:00

【基調講演1】
世界的現代アーティスト 小松 美羽 X ZMP 谷口 特別対談

【懇親会】(※事前予約制、別途参加費用:4000円)
S1-1 立食形式での食事と
アーティストによるパフォーマンスを予定しております。

【アーティスト紹介】 SAKURA
1993年生まれ
ダンサーからキャリアをスタートし、三年前に上京。
現在は様々なブランドのモデルやアーティスト活動など表現の幅を広げている。
東京のカルチャーにおいて、ネクストアイコンになる唯一無二の存在である。

Day2: 7月24日（水）
時間帯
AM

10:00~12:00

分類

公演タイトル

コード

講演者

株式会社ＺＭＰ
パートナー会社
AIRO株式会社 兼
丸紅株式会社

代表取締役社長 谷口 恒
パートナー会社 講演者様
代表取締役 兼
航空・船舶本部 副本部長 岡﨑 徹

P2-3 【記者発表】ZMPの新事業取り組み紹介

株式会社ＺＭＰ

取締役ロボハイ事業部長 西村 明浩

Z2-1 【ZMP発表】ZMPにおける技術開発

株式会社ＺＭＰ

取締役ロボテク開発部長 景山 浩二

Z2-2 【ZMP発表】物流支援ロボットCarriRo 事業紹介

株式会社ＺＭＰ

CarriRo事業部長 笠置 泰孝

U2-1 【ユーザー講演】大手運送会社での物流ロボットCarriRo導入事例紹介

（調整中）

P2-2 【記者発表】空港内自動化に向けた新たな取り組み

PM

13:00~16:30

U2-2

16:30~17:30

講演者情報
講演企業

P2-1 【記者発表】可搬重量2倍！ 新モデルCarriRo AD+製品発表

【ユーザー講演】物流支援ロボットCarriRo
～在庫情報、システムとつながるCarriRo Connect～

（調整中）

Z2-3 【関連会社発表】AeroSense社 最新の取り組みについて

エアロセンス株式会社

取締役 嶋田 悟

Z2-4 【ZMP発表】宅配ロボットCarriRo Deliについて

株式会社ZMP

ロボリューション事業部 マネージャー 岩野 紘昌

U2-3 【ユーザー講演】空港制限区域内での自動運転サービスの事業化への取り組み

AIRO株式会社 兼
丸紅株式会社

取締役 兼
航空・船舶本部 航空宇宙・防衛事業部 部長代理 片岡 康弘

医療法人社団 KNI

理事長 北原 茂実

講演企業

講演者

P3-1 【記者発表】宅配ロボットCarriRo Deli新たな取り組み発表

株式会社ＺＭＰ
パートナー会社

代表取締役社長 谷口 恒
パートナー会社 講演者様

P3-2 【記者発表】海外戦略パートナーシップ提携発表

T-ROBOTICS CO., LTD.
株式会社ＺＭＰ

CEO Seung-Wook Ahn
代表取締役社長 谷口 恒

SS3-1 【スポンサー講演】（調整中）

L2-1

【基調講演2】
「医療進化論～変化の向こうに幸せが見える～」

D2-1

【カクテルパーティ＆製品体験】 ※軽食＆ドリンク提供
最新技術を5感で体験する！ZMP Land(ゼットエムピーランド）

17:30-18:30

Day3: 7月25日（木）
時間帯
AM

10:00~11:40

11:40～12:00
PM

13:00~16:30

16:30~17:30

分類

公演タイトル

コード

講演者情報

(調整中)

（調整中）

【特別講演】藝大博士論文ロボットテクノロジーの応用による”夢”の実現
L3-1
「アートで考え、テクノロジーを実装」

株式会社ZMP

代表取締役社長 谷口 恒

U3-1 【ユーザー講演】東京大学との人とロボットの共存へ向けた取り組みの発表

東京大学

工学系研究科 精密工学専攻 教授 淺間 一

U3-2 【ユーザー講演】韓国でのCarriRo Deliを用いたフードデリバリー実証実験と今後の展望

Woowa Brothers Corp.

Robotics Cell Director Joseph Kim

Z3-1 【ZMP発表】宅配ロボットCarriRo Deliについて

株式会社ZMP

ロボリューション事業部 マネージャー 岩野 紘昌

Z3-2 【ZMP発表】物流支援ロボットCarriRo 事業紹介

株式会社ZMP

CarriRo事業部長 笠置 泰孝

U3-3 【ユーザー講演】大手物流会社における物流ロボットCarriRo導入事例紹介

(調整中)

【基調講演3】
L3-2
「超・長寿」とポジティブ医学

慶應義塾大学

医学部腎臓内分泌代謝内科 教授 伊藤 裕

講演企業

講演者

17:30-18:30
D3-1

【カクテルパーティ＆製品体験】 ※軽食＆ドリンク提供
最新技術を5感で体験する！ZMP Land(ゼットエムピーランド）

Day4: 7月26日（金）
時間帯
AM

PM

10:00~12:00

13:00~17:00

分類
コード

公演タイトル

カテゴリ分類

講演者

P1-1 【記者発表】人の移動を変革する自動運転車両 RoboCar®シリーズの新モデルの発表

L1-1

分類

講演企業

講演者情報

Z4-1 【ZMP発表】ZMPの事業戦略の紹介と今後の展望について

株式会社ＺＭＰ

取締役事業統括 市橋 徹

P4-1 【記者発表】物の移動をより便利にする物流支援ロボットCarriRo新ラインナップの発表

株式会社ZMP

代表取締役社長 谷口 恒

P4-2 【記者発表】データ解析・分析プラットフォームRoboDataPlatformの新しいサービスの発表

株式会社ZMP

ロボリューション事業部長 龍 健太郎

P4-3 【記者発表】ZMPとZEGとの新たな開発支援サービス事業の発表

株式会社ZMP

代表取締役社長 谷口 恒

U4-1 【ユーザー講演】大手物流会社における物流ロボットCarriRo導入事例紹介

(調整中)

Z4-2 【ZMP発表】ステレオカメラRoboVisionシリーズ＆センサーの紹介

株式会社ZMP

U4-2 【ユーザー講演】建機メーカーによる自動運転技術適用事例紹介

（調整中）

Z4-3 【ZMP発表】ロボリューション事業の紹介と今後の展望について

株式会社ZMP

ロボリューション事業部長 龍 健太郎

Z4-4 【ZMP発表】データ取得ソリューション『RoboTest』の紹介

株式会社ZMP

ロボリューション事業部 マネージャー 岩野 紘昌

Z4-5 【ZMP発表】宅配ロボットCarriRo Deliについて

株式会社ZMP

ロボリューション事業部 マネージャー 岩野 紘昌

L4-1 【招待講演1】 「官公庁講演（調整中）」

（調整中）

（調整中）

L4-2 【招待講演2】 (仮）Society 5.0の構築に向けてー規制のサンドボックスの運用を通じて―

内閣官房 日本経済再生総合事務局
参事官 中原 裕彦
（未来投資会議）

ロボテク開発部 渡邉 龍人

SS スポンサー講演

