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ウェアラブル型音声認識ソリューション

iOS端末を利用したウェアラブル型ボイスピッキング
CPU能力が高いiOS端末を採用し、タッチ操作や柔軟な画面表示、周辺機器の接続を容易にし、

ユーザーフレンドリーな機能設計を実現

音声認識に加え、商品画像や帳票表示により視認性も向上
iOS端末を活かした柔軟な画面設計により、操作性、利便性を向上

ヘッドセットやスキャナをBluetoothで接続しコードレスを実現
専用アームバンドやグローブで腕に装着し、ウェアラブルでハンズフリー運用を実現

不特定話者の音声エンジンAmiVoiceを採用、容易に利用可能
特定話者のような事前学習が不要で、利用者を限定せず、導入までの時間を短縮

用途に応じて端末選定可（マルチユース、マルチファンクション）
一覧表示を求められる現場では視認性向上のためにiPadを選定し、

台車取り付けでのカート運用など、現場ニーズに応じた端末選定と運用が可能

システム構成例

仕様

バッジ型ウェアラブル
マイクデバイス WT01

ウェアラブル
バーコードスキャナ

iPod touch
+

専用アームバンド

ワイヤレス
ヘッドセット

モバイルプリンタ
 

Apple製 iPod touch 5th／iPod touch 6th

Imager製 KDC 200i/300i／本体カメラを利用することも可能

VXi製 Blueparrott B250-XT+／アドバンスト・メディア製 AmiVoice Front WT01

別途お問い合わせください

Petit lapin PW208

推奨本体を腕に取り付けることができます

iOS 9.1～ ※詳細は別途お問い合わせください

本体

無線バーコードリーダー

無線ヘッドセット

増設バッテリー

モバイルプリンタ

アームバンド

端末ライセンス標準価格　￥１４０, ０００（税抜）
※１端末当りのライセンス価格で、端末ハードウェア費用は含まれておりません
　システム構築費用は、仕様要件や構成内容により別途見積りいたします

開発元： 株式会社アドバンスト・メディア 総販売代理店：株式会社サトー
〒170-8630 東京都豊島区東池袋３-１-４サンシャインシティ文化会館６階
TEL. 03-5958-1522
e-mail: info@advanced-media.co.jp
http://www.advanced-media.co.jp

ヘッドセット

ウェアラブル
バーコードスキャナ

無線LAN
アクセスポイント

端末管理サーバー

ウェアラブル運用イメージウェアラブル運用イメージ

台車運用イメージ台車運用イメージ
モバイルプリンタ

システム内容に応じて別途構成機器をご用意

定置運用や
台車運用時の端末
iPad/ iPad mini

バッジ型
ウェアラブルマイクデバイス
AmiVoice® Front WT01

装着時の違和感がありません
イヤホンの装着も可能

iPod touch
+

専用アームバンド

iPod touch

運用にあわせて
ヘッドセット型、
バッジ型を選べます

※ 運用にあわせてヘッドセット型、バッジ型を選べます

対応OS

推奨ハードウェア

オプション

標準価格



コンセプトは「スマート・ロジスティクス」
音声認識の特長（ハンズフリー・アイズフリー・ながら作業）を活かしてスマート＆スピーディな現場作業を実現します。

入荷検品 ピッキング

返品・交換

仕分け（店別、配送ルート）

BEFORE
目視や手書き、手入力で時間と手間がかかる…
入力間違いやラベル貼付ミスの恐れがある…
● 2人1組で作業
● 入荷リストを目視照合
● 数量をリストに手書き、後でPCへ入力
● ラベルを事前に一括発行

AFTER
面倒な目視や手書き、手入力が不要、音声で簡単に入力！
ラベルを都度発行するので貼り間違えのリスク無し！
● 1人で作業
● 音声情報と発話で入荷リストを確認
● 音声発話で数量を入力
● ラベルを都度発行、貼付

BEFORE
目視や手作業によるチェックに時間がかかる…
手がふさがり商品をスムーズに集められない…

仕分け作業も、音声認識なら指示を聞きながら両手で効率的に作業できます！

配送ルート別仕分け

● ピッキングリストまたはハンディで運用
● 棚番号は目視で確認
● バーコードが無い品番・ロット・賞味期限は手入力
● リストやハンディと商品との持ち替えが必要

AFTER
音声指示で確認、バーコードが無い情報も発話で簡単入力！
両手が空くので大きな商品も両手でらくらく、効率アップ！
● 音声指示と発話で確認
● 棚番号は音声で指示
● 発話だけで確認・入力、操作が不要
● ワイヤレス構成でハンズフリー

BEFORE
目視照合や検査結果の手入力に時間がかかる…
再生加工や棚戻しが遅れて販売ロスに…
● 返品伝票またはハンディで照合確認
● 返品理由や検査結果を手書きまたは手入力
● 返品商品のタグ（JAN）が無い

AFTER
商品画像を確認しながら検査でき、両手が空くので作業もスムーズに！
都度ラベルを貼るので再商品化までの時間を短縮！
● 音声指示と発話で商品を確認
● 返品理由や検査結果を音声発話で入力
● 検査後に返品管理ラベルを都度発行、貼付

運用イメージ

①荷物の送り状番号をスキャンすると、音声で
　配送ルートが指示される
②配送ルートのカゴ車に荷物を置く
③カゴ車のコードかルート番号を発話して確定

店別配送仕分け
①商品名または品番を発話すると、店番
　と数量が音声で指示される
②店毎のカゴ車に数量分の商品を置く
③カゴ車のコードか店番を発話して確定

ルート02 ルート31 ルート18 ルート14

繰り返し

ロケ指示

ピッキング指示書No.の
音声入力

ピックロケの一覧表示
※「一覧」の発話でいつでも一覧表示がなされる

ピックロケ・品番・画像表示 商品検索・ピッキングロケ確認番号の音声入力
（またはバーコードスキャン）

画像と実商品を
目視確認

保管エリア

1547 一覧

確認 確認
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その他
リスト確認
商品ピック

リスト記入

運搬・移動

●初めて作業する人でも簡単に使えます
●リスト⇔商品の目視照合が不要です
●ピッキングリストへの記入が不要です
●ハンズフリーで作業のしやすさがアップ
  します

●目視照合の廃止でピッキング精度が
　向上するため、後工程の検品作業の
　削減が可能です

生産性向上 業務品質向上

●初めて作業する人でも簡単に使えます
●２名の作業量を１人でこなせます
●リスト⇔商品、ラベル⇔商品の目視
　照合が不要です

●ラベルを都度発行して貼るので
　貼り間違えのリスクがありません

生産性向上 業務品質向上

30

30

30
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20
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その他
（箱詰め・事前準備等）

手待ち
商品確認

（コード・サイズ・色・枚数）

入荷リストチェック
（読上・確認）

タブレットでもOK

バッジ型でもOK
ラベル発行、すぐに貼付

品番は？

カラーは？

サイズは？

枚数は？

1230

ピンク

M

2

音声認識 ＋ モバイルプリンタ 音声認識 ＋ 画像

音声認識

音声認識 ＋ 画像 ＋ モバイルプリンタ

工数削減
50%

工数削減
25%

バッジ型でもOK




