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AGVタイプ

TYPE G
（高重量搭載型）
－ 有軌道タイプ －

外形図

外形寸法(D×Ｗ×Ｈ) 970mm×480mm×190mm 970mm×480mm×293mm 1,310mm×600mm×190mm
積載許容荷重 200kg 200kg 200kg
潜り込み牽引重量 200kg 200kg 600kg

2,300mm×1,550mm×370mm
1,000kg
ー

走行方向 前進＋後進＋スピンターン 前進＋後進＋左右横行（4WS）
最高走行速度 60m/min※1 ※1

想定稼動時間※2 2時間
（自動充電による連続稼動） 8時間

100m/min
1時間

（自動充電による連続稼働）
2時間

（自動充電による連続稼働）
2時間

（自動充電による連続稼働）

※140m/min ※160m/min

■参考仕様

AGVタイプ
TYPE B

（長時間駆動型）
－ 有軌道タイプ －

TYPE C600
（低床重量搬送型）
－ 有軌道タイプ －

外形図

外形寸法(D×Ｗ×Ｈ) 954mm×480mm×293mm 1,310mm×600mm×190mm
200kg 200kg
200kg 600kg

TYPE C200
（低床型）

－ 有軌道タイプ －

1,280mm×480mm×170mm
200kg
200kg

TYPE S
（スリム型）

－ 有軌道タイプ －

1,250mm×400mm×185mm
200kg
200kg

走行方向 前進＋後進＋スピンターン前進＋スピンターン 前進＋スピンターン
最高走行速度 40m/min※160m/min※1 60m/min※1 ※140m/min

想定稼動時間※2 8時間 2時間
（自動充電による連続稼動）

・写真はイメージで、実際の商品とは異なります。　※1 床面の状態や搬送物によっては、速度を保証できない場合があります。　※2 バッテリーの劣化により、稼動時間がかわります。

潜り込み牽引重量
積載許容荷重

このカタログの内容は、2022年3月現在のものです。
O.5 AGV2203ビ(セ)-1346

本  社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
https://corporate.jp.sharp/

0mm

TYPE A
（標準型）

－ 有軌道タイプ －

200kg
200kg

前進＋スピンターン

■オプション一覧
搬搬送ユニット お客様の搬送物に合わせた各種ユニットを準備。特注対応も承ります。

カートユニット（搭載型） コンベアユニット（搭載型） カゴ車搬送ユニット（潜伏型）※4 ６輪台車搬送ユニット（牽引型） ハンドリフトユニット（牽引型）

周辺設備 AGV周辺に関連するアイテムも販売致しております。
磁気テープ 保護テープ 制御カード 予備バッテリー

手動充電器 自動充電器 タブレット端末 ハンディーターミナル サーバーPC各種

システム関係 AGVを集中制御するシステムや生産性を上げるソフトツールです。カスタマイズも承ります。
AGV Operating System 操作タブレット用ソフト Transport Design Tool

・写真はイメージで、実際の商品とは異なります。　※3 AGVのタイプによっては、取付けができないユニットがあります。　※4 搬送物の高さによっては、潜伏牽引できない場合があります。

333

ンベア ト（搭載型）

TYPE GL-A
（標準型）

－ ガイドレスタイプ －
XF-100シリーズ

TYPE GL-B
（長時間駆動型）

－ ガイドレスタイプ －
XF-100シリーズ

TYPE GL-C
（重量搬送型）

－ ガイドレスタイプ －
XF-100シリーズ

825mm×480mm×190mm

（製品に関するご相談）



自動搬送ソリューションでさまざまな現場の課題を解決

イメージ図※AOSの図は制御盤を別途製作した場合のイメージ図です。
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自動搬送装置（AGV）の集中制御システム「AOS」テクノロジー
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お客様システムと連携可能
MES、WMS、設備、PLC、カメラシステムなどのお客様システムとの連携※が
できるので、作業者が指示することなく、AGVを配車させることが可能。
※I/O、シリアル通信、イーサーネットなど
・連携の為には、別途カスタマイズが必要になります。
また、システム会社と別途協議が必要な場合があります。

ビッグデータの見える化で業務改善が可能
蓄積されたデータを整理して各種見える化表示や、解析ツールを構築すること
ができ、業務改善に貢献します。

集中制御システムAOS（AGV Operating System）は、最大20台の
AGV同時制御、お客様システムとの連携、ビッグデータの見える化
による業務改善など、豊富な機能を搭載しています。

システマチックで効率的な配車が可能
全てのAGVの走行コースをAOSから指示。最大20台（カスタマイズにより最大
100台）の同時制御、走行状態のモニタリングが可能。

あらかじめ設定した複数のルートから目的地までの
最適な経路を選択して走行
AGVの自己位置情報だけで、ぶつからないよう制御
バッテリー残量に応じて、充電場所へ配車し自動充電

交差点制御機能
バッテリーマネジメント機能

最適経路の自動生成機能

ピッキング作業における作業進捗、作業効率見える化例

https://jp.sharp/business/agv/aos/

AGVが目的の商品棚まで先導し、新人さんも即対応。

自動搬送で、運搬の労力を軽減。

マルチピッキング対応で、効率アップ。

新人が商品棚を覚えるまで時間がかかる。

重い台車を運ぶのは負担。

ピッキング作業の効率が上がらない。

荷受け時、AGVが目的の商品
棚へ最短ルートで先導

ピッキング履歴など常時確
認可能（カスタマイズ）

通路に他のAGVがいる場合
AOSが走行経路をリルート

商品の前で自動停止。ピッキ
ング後、次の商品棚へ先導

目的の商品を全てピッキング
後、AGVは自動で出荷処理へ

空のAGVが迎えにきて、次の
ピッキングがスタート
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＊運用イメージ図になります。お客様ごとに運用は異なります。

Before After

物流倉庫ソリューション
ピッキングアシストやカゴ車の自動搬送などで、
倉庫の生産性向上に貢献します。

https://jp.sharp/business/agv/scene/warehouse.html

  株式会社ムトウ物流さま 東京SPDセンター導入事例 

AGV導入により商品の入出庫時の搬送からピッキング作業のアシストまで
を自動化。よりコンベアレスな物流倉庫の実現と業務効率化が可能に。

TYPE GL-A
TYPE GL-B

TYPE C200

磁気誘導方式の走行モード時

磁気テープも走行できる
ハイブリッド機能搭載

1度に広範囲の形状を認識できることにより、
自己位置認識精度が高く、ベースマップ作成※
の時間短縮を実現。また広範囲での障害物検
知が可能。

狭路走行や、設備連携に求められる高精度
停止（±5ｍｍ）が可能。

対角に設置したセンサにより、
周囲の形状を認識

使いやすく設計されたユーザーインター
フェースにより、ベースマップ作成※から走行
ルート作成、走行プラン作成まで簡単に作成
可能。

※ベースマップはそのエリアでリモコンを使って
AGVを走行させることで作成

※ガイドレスタイプで使用可能

操作性の良いマップ編集ソフト
（Transport Design Tool）

ガイドレス（無軌道）タイプ 2つのセンサと当社独自のアルゴリズムで高精度な自己位置認識と障害物
検知を実現。磁気テープ不要で、あらかじめ設定されたルートを走行

搬送物に合わせて、オプションの搬送ユニット
を自由自在に組み合わせ可能。

ソフトウェアにより慣性影響をミニマイズした
安定走行を実現。
小回りが必要な場面で活躍。

安定した走行性能 用途に合わせて、
搬送ユニットをセレクト可能

姿勢コントロール制御技術
を搭載

有軌道タイプ 磁気誘導方式で、安定走行を実現

運搬用途に合わせて選べる、AGVのバリエーション展開
～コンパクト・低床設計～

カスタマイズ お客様のご要望に応じて、カスタマイズが可能

液晶・表示デバイス工場向け 倉庫向け SMTライン・飲食店向け
狭路走行用CUBE型AGV高重量搬送AGV ピッキング用AGV

植物工場/食品加工工場向け
簡易防水AGV

により慣性影響をミニマイズした
実現。
要な場面で活躍。

カウンター制御によって
姿勢を保ちます

進行方向

搭載貨物の慣性影響搭載貨物

搬送ユニット例

・カゴ車搬送ユニット※
・ハンドリフト牽引ユニット
・6輪台車牽引ユニット
・コンベアユニット※
・カートユニット※

に広範囲の形状を認識できることにより
位置認識精度が高く、ベースマップ作成
間短縮を実現。また広範囲での障害物
可能。

ースマップはそのエリアでリモコンを使っ
Vを走行させることで作成

磁気テープに沿って走行するので、速く、正確
に走行することが可能。
荷物の牽引時もスムーズにコーナリング。



製造工場ソリューション製造工場ソリューション

エリア間の運搬をAGVにまかせて人は作業に専念。

台車に合わせて搭載機構をカスタマイズ可能。

「AOS」が、お客様設備とAGVを連携。

エリア間の運搬が重労働で時間もかかる。

台車を自動搬送したい。

現状設備と複数のAGVを連携したい。

AOSが状況に合わせて自動
でかしこく配車

エレベーターで他のフロアへも自
動搬送※（カスタマイズ）

現場の状況を確認可能
（カスタマイズ）

AOSでスムーズな交
差が可能

別のエリアなど長距離の自動
搬送が可能

ロボットアーム搭載も
可能

独自の集中制御システム「AOS」と汎用性の高い
小型機体でフレキシブルな運搬作業を実現します。
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※エレベーターとの連携は、別途エレベーター会社との協議が必要です。
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＊運用イメージ図になります。お客様ごとに運用は異なります。

Before After

https://jp.sharp/business/agv/scene/factory.html

トラスコ中山株式会社さま プラネット埼玉導入事例

AGV導入により運搬の省人化と効率化を実現。
カスタム設計で既存のカゴ車やハンドリフト牽引が可能に。

飲食店ソリューション飲食店ソリューション

配送をAGVにまかせ、常にお客様の近くで対応。

「AOS」がスムーズな追い抜きやすれ違いを制御。

回収したお皿の運搬にもAGVを利用。

お客様の呼び出しに迅速に対応できない。

狭い通路での運用は難しいのではないか。

お客様のテーブルに回収しにいけない。

料理をワゴンに乗せたらタブ
レットで行先指示するだけ

お皿回収の用途でもAGV
を利用可能

狭い通路でもスムーズなすれ
違いが可能

下げ膳の準備が出来たらタブ
レットでAGVを呼び出し

配送はAGVにまかせて、接客
に注力

配膳・下げ膳の自動配送で、接客サービスの質と
お客様満足度の向上につなげます。
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＊運用イメージ図になります。お客様ごとに運用は異なります。

Before After

https://jp.sharp/business/agv/scene/restaurant.html

がんこフードサービス株式会社さま導入事例

AGV導入で料理の配膳作業を省人化、人員配置の最適化が可能に。
接客時間が増え、サービス向上･顧客満足度アップを実現。

イズ可能。

携。

で他のフロアへ
スタマイズ）

確認可能
ズ）

ター会社との協議が必会社と 協議が必

1

6
ごとに運用は異なります。

質と

ene/restaurant.html

ホテル・旅館ソリューション

専念。

y.html

へも自

必要です。必要 す

ホテル・旅館ソリューション

AGVがリネンルームと客室間を自動搬送。
客室前への案内及び荷物搬送が可能。
用途に応じて、AGV上の台車をカスタマイズ。
（配膳用台車、リネン用台車、荷物用台車など）

リネン類の交換作業を効率よく行いたい。
荷物・アメニティを自動搬送したい。
厨房から宴会場まで距離が長い

ポーター、レストランでの配膳、リネン搬送など
さまざまなシーンで、AGVが課題に応えます。
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34

客室前までAGVが案内。荷物も自動搬送※ チェックアウト時もお荷物をフロントまで自動
搬送※

リネンルームと客室間はAGVが自動搬送※
（カスタマイズ）

お客様のシステムと連携したAGVの制御が
可能（カスタマイズ）
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※エレベーターとの連携は、別途エレベーター会社との協議が必要です。

＊運用イメージ図になります。お客様ごとに運用は異なります。

Before After

https://jp.sharp/business/agv/scene/hotel.html

株式会社湯元舘さま 湯の宿 木もれび導入事例

厨房から宴会場までAGVが料理を配送。
スタッフの作業負担を軽減して接客サービスを強化。

客様の近くで対応。

やすれ違いを制御。

を利用。

お皿回収の用途でもAGV
を利用可能3

4

す。お客様ごとに運用は異なります。

植物工場・工場畜産ソリューション植物工場 工場畜産ソリ シ

AGVに搬送をまかせて、農作業に専念。

タブレットからAGVを呼び出すことが可能。

「AOS」と連携することで、先導やログ取得が可能。

広い農場内で台車での運搬が大変。

必要な時にAGVを呼び出したい。

収穫場所に先導したり、ログを取りたい。

収穫後、手元のタブレットでAGVを呼び出し

発泡ボードの入れ替えもAGVでスマートに

保管庫までAGVが自動搬送

市販のカゴ車であれば、そのまま牽引可能

フレキシブルな自動搬送システムで、広い工場や
ハウス内での運搬作業の効率アップを図ります。

1

4

2

3
※寸法はお問い合わせください。
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＊運用イメージ図になります。お客様ごとに運用は異なります。

Before After

https://jp.sharp/business/agv/scene/farm.html

株式会社日本農園さま導入事例

レタス工場の発泡ボード搬送にAGVを導入。
人手不足が進む中、単純作業を機械化して生産性向上。


