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「ロボットトータルケアシステム」を開発

配信⽇時: 2021-11-09

13:00:00

〜 《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。
 

 
 

[画像1: https://prtimes.jp/i/83431/3/resize/d83431-3-4f78ef16aeaaa106c09d-0.jpg
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【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) 
 

 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。
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 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。
 

[画像2: https://prtimes.jp/i/83431/3/resize/d83431-3-ebe49d5362c6145eb877-1.png
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【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。
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【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
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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。

顧客のリピート率は97.8%を達成しています。
 

[画像4: https://prtimes.jp/i/83431/3/resize/d83431-3-23bfd226c0c0d968cd43-4.jpg
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【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 (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
 

PR TIMESプレスリリース詳細へ

(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000083431.html)

スポンサードリンク
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「株式会社コスモ技研」 (/press/company/142818/)のプレスリリース

最新のプレスリリース

 ロボットSIer カード型アルコールスプレー「COSMO 66」を制作 (/releases/1474606/)11/09 13:00

 初代厚⽣労働省医務技監の鈴⽊康裕⽒が当社顧問に就任 (/releases/1340835/)06/29 11:00

 ローランドのビンテージ・シンセのデザインとサウンドを⼩型ボディに凝縮。本格的なサウンドと操作感で

多彩な演奏を楽しめる「Roland Boutiqueシリーズ」の新モデル2機種を発売

(/releases/1474551/)11/09 17:00

 10.1インチのタッチディスプレイを搭載、フラッグシップモデルの機能を継承し、直感的なブラウズと正確

なミックスを実現する2chオールインワンDJシステム「XDJ-RX3」が登場 (/releases/1474550/)11/09

17:00

 カフェやコンビニドリンクのテイクアウトに最適！持ち歩きできる『テイクアウトカップホルダー』を発売

(/releases/1474549/)11/09 17:00

 ⼤原美術館サテライトパビリオンに渡辺おさむの3mのドラゴン作品が常設展⽰決定

(/releases/1474553/)11/09 16:45

 ⼤福10個⼊りびっくりサイズの「いちご⼤⼤⼤⼤⼤⼤⼤⼤⼤⼤福」熱海の“ビル⼀棟まるごと”いちごスイー

ツ専⾨店から11⽉12⽇(⾦)より新登場！ (/releases/1474552/)11/09 16:45

 最新のプレスリリースをもっと⾒る (/press/)
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40歳でGAFAの部⻑に転職した僕が20代で学んだ仕事に対する考え⽅

(https://www.amazon.jp/40%E6%AD%B3%E3%81%A7GAFA%E3%81%AE%E9%83%A8%E9%95%

%E5%AF%BA%E6%BE%A4%E4%BC%B8%E6%B4%8B-ebook/dp/B085GHMS44?

SubscriptionId=AKIAI4COA7SJ7ETAKUTA&tag=zaikei0b-

22&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B085GHMS44)

マンガでわかる 必ず伝わる！ロジカル会話術 (アクションコミックス)

(https://www.amazon.jp/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%

%E5%BF%85%E3%81%9A%E4%BC%9D%E3%82%8F%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%83%AD%E

%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E

%E8%88%B9%E5%B7%9D%E6%B7%B3%E5%BF%97-ebook/dp/B07GKW8MLV?

SubscriptionId=AKIAI4COA7SJ7ETAKUTA&tag=zaikei0b-

22&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B07GKW8MLV)

イシューからはじめよ ― 知的⽣産の「シンプルな本質」

(https://www.amazon.jp/%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%81%8B%E3%

%E2%80%95-

%E7%9F%A5%E7%9A%84%E7%94%9F%E7%94%A3%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%82%B7%E

%E5%AE%89%E5%AE%85%E5%92%8C%E4%BA%BA-ebook/dp/B00MTL340G?

SubscriptionId=AKIAI4COA7SJ7ETAKUTA&tag=zaikei0b-

22&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00MTL340G)
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