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「ロボットトータルケアシステム」を開発
（2021/11/9）

カテゴリ：商品サービス
リリース発⾏企業：株式会社コスモ技研

〜 《管理・通知・メンテナンスをトータルサポート》 〜 

株式会社コスモ技研（本社：愛知県⼩牧市、代表取締役社⻑：松
下貴志）は、既存ロボット納⼊先に対して 『ロボットトータルケ
アシステム』を開発致しました。《2021年10⽉1⽇より》 同業
務で2023年12⽉期に20年12⽉期⽐で2倍以上の売上⾼3億円を
⽬指します。

【サービス開始の経緯】
 厚⽣労働省は労働安全衛⽣法第28条第1項にて、 
危険防⽌の措置、作業⾏動から⽣ずる労働災害の防⽌の措置を講じるよう定めており、
事業者が産業⽤ロボットを運⽤するうえで、メンテナンスの必要性が記載されている法律です。 (労働安全衛
⽣法第20条第1項には「6ヶ⽉以下の懲役⼜は、50万円以下の罰⾦に処する」と明記されています)  

新聞購読を申し込む 電⼦版を申

総合ガイド アイコンについて

10⽉

閲覧ランキング 今⽇

1位:

ようこそ、ゲストさん

[会員登録／ログイン]

電⼦版有料購読の申し込み（⽉額：4,400円

電⼦版無料会員登録（⼀部機能をご利⽤いた

電⼦版からのお知らせ

⽇刊⼯業新聞社からのお知らせ

カレンダーから探す

2021年11⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦
 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30    

電⼦部品、需要弱含み警戒 
資 ⼀部で⾒直し

【重要】無料会員廃⽌と試読会員設置、利⽤規約改定のお知らせ 総合ガイド 会員登録／

2021年（令和3年） 11⽉ 30⽇ ⽕曜⽇（⼤安）

ニュース 動画 特集・連載 マイページ Journagram

https://online.nikkan.co.jp/
https://www.nikkan.co.jp/
http://pub.nikkan.co.jp/
https://corp.nikkan.co.jp/seminars/
https://corp.nikkan.co.jp/events/
https://newswitch.jp/
http://www.shinseihinjoho.jp/
https://estate.nikkan.co.jp/
https://www.cho-monodzukuri.jp/
https://corp.nikkan.co.jp/p/company/index
https://www.monoasu.jp/moushikomi
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062003
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062004
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062005
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062006
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062007
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062008
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062009
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062010
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062011
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062012
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062013
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062014
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062015
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062016
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062017
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062018
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062019
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062020
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062021
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062026
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062022
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062023
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062024
http://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0062025
https://www.nikkan.co.jp/spaces/view/0050270
https://www.nikkan.co.jp/releases/index/2021-11-09
https://www.nikkan.co.jp/jinjis/index/2021-11-09
https://www.nikkan.co.jp/keywords/news
https://www.nikkan.co.jp/myclips/index
https://mftokyo.nikkan.co.jp/
https://autumnfair.nikkan.co.jp/
https://kyujinnikkan.com/
https://www.nikkan.co.jp/
https://www.nikkan.co.jp/releases/index/2021-11-09
http://www.monoasu.jp/
https://www.nikkan.co.jp/users/regist
https://www.nikkan.co.jp/info/
https://www.nikkan.co.jp/info/features/#iconsec
https://www.nikkan.co.jp/spaces/calendar/202110
https://acceliaad.durasite.net/A-affiliate2/mobclick?campid=22605&creid=22605&keyword=nks_RectA&uaid=0&info=17052654816382327106610084&ruid=null&kuid=null&ksegments=
https://www.nikkan.co.jp/user_licenses/login
https://www.nikkan.co.jp/users/regist
https://www.nikkan.co.jp/users/regist_free
https://www.nikkan.co.jp/info/copyright/
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-01
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-02
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-03
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-04
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-05
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-08
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-09
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-10
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-11
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-12
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-16
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-17
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-18
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-19
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-22
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-23
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-24
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-25
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-26
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-29
https://www.nikkan.co.jp/top_layouts/index/2021-11-30
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00619871
https://acceliaad.durasite.net/A-affiliate2/mobclick?campid=22644&creid=22644&keyword=nks_Slider&uaid=0&info=17052654816382327106600083&ruid=null&kuid=null&ksegments=
https://www.nikkan.co.jp/info/information/202111/
https://www.nikkan.co.jp/
https://www.nikkan.co.jp/info/
https://www.nikkan.co.jp/user_licenses/login
http://www.nikkan.co.jp/
http://www.nikkan.co.jp/movies
http://www.nikkan.co.jp/feature_series
https://www.nikkan.co.jp/mypage


2021/11/30 9:39 「ロボットトータルケアシステム」を開発 企業リリース | ⽇刊⼯業新聞 電⼦版

https://www.nikkan.co.jp/releases/view/130197 2/5

 産業⽤ロボットも毎⽇⻑時間稼動するため、始業前や始業後の点検や法定点検を毎⽇実施する必要がありま
す。ロボットの整備不良はライン停⽌の原因にもなります。しかしながら、⼯作機械などに⽐べ定期点検を徹
底するユーザーが少ないのが現状です。⼀⽅、点検保守を⾃社でできずロボットメーカーに依頼するSIerが多
いことも事実です。
 そんな中でコスモ技研では社員30⼈中20⼈が兼務で保守点検の対応を可能としました。増員と教育で原則
⾃社での対応を可能にしました。顧客に納⼊した設備の累計稼働時間を計り、点検保守履歴も管理する新シス
テムも稼働し、次の点検保守時期を個々にお客様にご案内します。定期実施の意識付けに各項⽬と理想頻度が
分かる点検表もロボット納⼊先に配布し、改めてメンテナンスの重要性をお知らせします。

【ケアシステムによるユーザーメリット】
１）ユーザーにかわりロボットの適正管理ができる
・適正なタイミングで点検項⽬が通知（アドバイス）
２）設備の安定稼働に役⽴つ
・適正なメンテを実施することで、正常稼働を維持
・納⼊設備の「⾒える化」に役⽴つ
３）トラブルも未然に防げる
・クレームが出にくい体制がつくれる
・ユーザーのブランド維持
４）ユーザーからの閲覧が可能
・安⼼安全に役⽴つ
お客様にかわり、コスモ技研がより安⼼安全に
ロボットの稼働ができるようにサポート致します。

【ロボット点検表】 ※下記の表は⼀部抜粋したものです。 

【コスモ技研とは】
コスモ技研は、ロボットによる無⼈化システムを中⼼とするFAエンジニアリング会社です。 
AI（⼈⼯知能）やIoT（モノのインターネット）を活⽤した、難易度の⾼い無⼈化システムを化学、重⼯業、 
⼯作機械、航空、医療、医薬、⾷品など各分野の顧客の基幹システムと連携した形で提案しています。
30⼈の従業員は全員が技術者。 
機械設計から電気制御、ソフトウェア開発、組⽴て、据付調整まで全てカバーし、『顧客満⾜度No. 1』を 
⽬指す技術者集団です。 直近の売上⾼は約30億円。顧客ニーズに的確に対応したオリジナルシステムで差別
化。
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３Ｄプリンターで医療が変
わる！⾦属技研が挑む⾰新
的インプラント

”ニューノーマル”化で進む
DXニーズを取り込む、⽇
⽴システムズの戦略とは？
【社⻑インタビュー公開
中！】

⽇刊⼯業新聞×富⼠電機 こ
れから重電メーカーはどう
なるの？

既存事業にとらわれないビ
ジネスを⽣み出す発想⼒と
は？

顧客のリピート率は97.8%を達成しています。 

【会社概要】
会社名：株式会社コスモ技研
所在地：愛知県⼩牧市⼊⿅出新⽥285 
代表者：代表取締役社⻑ 松下 貴志 
設⽴：1999年11⽉9⽇ 
URL：https://www.cosmo-gi.com 
事業内容：「ロボットによる無⼈化ＦＡシステム」
化学・重⼯業・⼯作機械・航空・医療・医薬・⾷品業界等のスマート⼯場エンジニアリング
【お客様並びに本リリースに関する報道のお問い合わせ先】
《問い合わせ先》
TEL：0568-71-6571（受付時間：平⽇ 9:00 〜 17:00） 
e-mail：info@cosmo-gi.com 
部署：営業技術部 ／ 担当：柴⽥・⼆村 

情報提供元：PRTIMES 
本リリースの掲載元：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000083431.html

※ ニュースリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表⽇現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますの
で、あらかじめご了承下さい。
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製造コストの⾒える化で現
場の働き⽅が変わる？

【開催中】MF-TOKYO
2021 Online

⽇刊⼯業新聞社 ハイブリ
ット展⼊場登録はこちらか
ら

イベントスケジュール
2021 全国主要⾒本市・展
⽰会⼀覧 Web版

【申込開始】MagHEM・
ESICMM合同成果報告会

国内外の⼯業団地情報をワ
ンストップ検索！⼯業団地
のポータルサイト

5G、IT特需などで、世界
的に半導体が不⾜してい
る。各社の対応は？

「⽌まらない設備」で産
業・社会インフラを⽀える
富⼠電機のソリューション

今⽇からモノ知りシリーズ トコ
トンやさしい消臭・脱臭の本

⾃動⾞エレクトロニクス「伝熱
設計」の基礎知識 ⼩型・⾼性能
化する⾃動⾞⽤電⼦制御ユニッ
ト（ECU）の熱対策技術

今⽇からモノ知りシリーズ トコ
トンやさしい環境発電の本

はじめての現場改善

後継者不在、M&Aもうまくい
かないときに －必ず出⼝が⾒つ
かる「縮⼩型事業承継と幸せな
廃業」－

今⽇からモノ知りシリーズ トコ
トンやさしい乾燥技術の本

おすすめコンテンツ

ＳａａＳの新潮流、
とは？

トレンドの変化も⼀因
から⾒たコロナ禍にお
容業

ＴＤＫは投資計画を⾒
⼦部品メーカーが警戒
変化
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【SwitchBot】さらに豊かなスマー
へ！SwitchBotが「スマート電球」
「LEDテープライト」を発売
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新アクセサリーブランド「Loopie」
げのお知らせ

2021/11/29

[CYRILL] Amazonストアで今年最後
グ割引イベント「サイバーマンデー

総合ガイド 新規会員登録／ログイン

利⽤規約 登録情報の確認・変更
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特定個⼈情報に関する基本⽅針 電⼦版広告掲載ガイド
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