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でつくりたい世界
小売業界の変革の第一歩として、root C cityを作っていきたいと思っております

root C city イメージ







厳選された多品種のスペシャ

ルティコーヒーの中から AI

( MATCH®) があなた

にぴったりのコーヒーを提案

スペシャルティコーヒーを無人で提供可能な AI カフェロボットです

時代に即した非接触でのカフェ体験を提供します

とはなにか

Point.

02

淹れたて、かつ厳選さ

れたスペシャルティ

コーヒーを提供

最高品質の選りすぐりな豆を

使用

Point.

01

スマートな

店舗体験の実現

Point.

03

待たずにスマートに受け取っ

て次の目的地へ

MATCH®

お客様からみた価値



設置場所特有のルールがある場合に

が対応できること

詳細は担当営業までお問い合わせください

導入プロセス

設置場所要件
クリア

大きさ、重量、電源

仕様の条件をクリア

50 日前

契約締結

40 日前

サービス開始日時は

原則、翌々営業日以降

30 日前

営業許可申請

14 日前

搬入・設置作業

当日

現地調査

実際に現地で以下のことをクリアしていることが確認出来ること

搬入日時

電源

搬入立ち会い

お客様への事前確認

搬入経路が確保されていること

設置日・サービ
ス開始日時決定

営業許可がおりること

設置場所要件をクリアしている

日常のオペレーションが可能であること < オプション > 販促物設置

< オプション > 耐震対策の必要有無



※1：相談可能事項 消費電力、ネットワーク条件、台車の使用、駐車場の使用、搬入経路 ※2：保健所により申請要件は異なります

管轄の保健所への申請要件を満たす

こと

管轄の保健所検査を通過すること

営業許可※2 搬入

搬入時最大寸法

幅 136cm x 奥行き 71cm x 高さ 205cm

重量物が通れる搬入経路※1

1平方メートル当たり300kg以上の耐荷重※1

搭載可能なエレベーターがあること

が物理的に通れる空間であること毎日1回水の給排水、材料や資材の

補給、洗浄部品の付け替えが行える

こと

台車の使用あり※1

駐車場の使用あり※1

日常のオペレーション

詳細は担当営業までお問い合わせください

の設置要件

電源 / 消費電力

docomo 3G/4G LTE 回線でインター

ネット接続が可能な場所であること※1

docomo での接続が難しい場合は

別途ご相談ください

屋内専用での利用前提

設置条件 ネットワーク接続条件

1 口 AC100V 50Hz/60Hz 確保でき

ること

電源

定格 400W※1

消費電力

大きな段差がないこと



バリアフリーモデル

ベースモデル

多様な設置環境に対応したラインナップ

プロダクトラインナップ

どこにでも設置可能なモデル 限定的な設置環境モデル

水平投影本体面積：2.313 ㎡ /0.70 坪 水平投影本体面積：2.137 ㎡ /0.65 坪

駅構内向けモデル

水平投影本体面積：2.235 ㎡ /0.68 坪

ミルク対応モデル

for LATTE

※設置には特殊な条件がございます



の運営体制

導入後初期メンテナンス /

フィールドサポート
リース※1

毎日のメンテナンスオペレーションと発生したトラブルを解決する万全な仕組みがあります

※1：記載のないリース会社でもご相談、ご対応が可能です

詳細は担当営業までご相談ください

01 02 03

清掃・補充・

メンテナンス



紅茶やビールなど コーヒー以外の飲料は出せますか？

現時点では、 が提供するこだわりのスペシャルティコーヒー豆のみで

営業可能です。

よくある質問

機器の仕様について データ活用について

他飲料提供について

Q

A

自動販売機との違いはどんなところですか？

自動販売機では淹れたてのスペシャルティコーヒーを楽しむことは出来ません。

Q

A

提供するコーヒーは売れるのですか？

一般的に 1 杯 1,000 円以上する価値のコーヒーを 450 円で提供します。

過去の販売実績でもよく売れています。

自社の仕入れたコーヒー豆で営業出来ますか？Q

A

購入データを提供してもらえますか？

担当営業まで別途ご相談ください。

Q

A

リアルタイムで販売数はわかりますか？

担当営業まで別途ご相談ください。

Q

A

担当営業まで別途ご相談ください。

Q

A



POINTを貯めたり、 BADGEを集めたりすることが出来ます。
貯まったポイントはコーヒーを購入するときに使用することができ

顧客ロイヤルティを高める施策があります。

飲む機会が限定されるスペシャルティコーヒーを非接触でお得感を感じていた

だける のサービスは全くの別の顧客体験となります。

よくある質問

他のアプリと連携出来ますか？

コンビニコーヒーとどんなふうに差別化しているのですか？

拡大戦略について

病院にも設置できますか？

オフィスにも設置できますか？

マンションにも設置できますか？

日本全国どこでも設置可能ですか？

海外へ輸出出来ますか？

設置場所について

設置から稼働までのリードタイム

Q クレジットカードが無いと購入できないのですか？

Q

A

たくさん使うとメリットがあるのでしょうか？

コーヒーを飲まれるお客様に関するご質問

A

Q

A

Q

A 担当営業まで別途ご相談ください。

設置場所の要件確認があるため担当営業まで別途ご相談ください。

Q

A

納期にどれくらい時間がかかりますか？

100台以上でも即納可能ですか？

弊社の製造状況にもよるため担当営業まで別途ご相談ください。

Q

A

クレジットカード以外には現在 Apple Pay が対応しています。

その他決済手段にも対応を順次進めております。


