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[株式会社コスモ技研]

「ロボットトータルケアシステム」を開発
2021/11/09

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)

ランキング

1時間 週間 いいね！

1

貯⾦は⼗分にあったけれど…

｢こんなに⽣きるとは｣⾼級

⽼⼈ホームを追われ⽣活保

護を受けた90歳⼥性の"後

悔"

2

｢⼤丈夫です｣では答えにならない

銀座ママが｢LINEを交換し

よう｣と聞かれたときに必ず

使う"スマートな断り⽂句"

3

五輪で｢君が代｣を放送すると猛攻撃

韓国メディアの｢反⽇報道｣

は､⽇本の｢嫌韓｣と⽐較に

らないほど過激化している

4

⽶国株に｢⻑期･分散･積⽴｣するだけ

｢家族全員が⼀⽣暮らせる

⾦を投資で稼いだ｣そんな厚

切りジェイソンが選んだ投

資先

5

ネガティブな解釈は⼈⽣に有害無益

だから私はダメなんだ…｢職

場で⼼を病む⼈｣が無意識

唱えている"呪いの⾔葉"

6

⼈⽣の時間の使い⽅を考えてほしい

｢⼈⽣は有限である｣中2で起業､⾼1

した慶應ガールの⼈⽣観【2020年B

7

仕事の変化が原因で適応障害に…

｢仕事も家族も失い4LDKにひきこも

諦めた中年男性が繰り返しつぶやい

8
宮内庁は苦しむ患者を追い詰めた

精神科医･和⽥秀樹｢複雑性PTSDな

眞⼦さまの本当の病名は

9
年⾦を⾃⼒で増やす4つの⽅法

｢年収750万円vs1500万円｣稼ぎ2倍

000円差という残念な事実

10
圧着ハガキを捨ててしまう⼈も

｢忘れると4万8000円の損｣年末調整

増えている"第3の添付書類"

もっと⾒る

検ランキング ビジネス マネー 政治・経済 キャリア ライフ 社会 経営者カレッジ
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 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

INFORMATION

【賞与2回/年】倉庫管理・作業

週休2⽇

年収例450万円

【退職⾦制度あり】地⽅公務員

⼟⽇休み

年収例300万円

何をしたらいいのか分からない！

「新規事業の⾼い壁」に直⾯し

ていた担当者は、なぜ3カ⽉で

成果を残せたのか

圧倒的な銘柄数が魅⼒の⼀つ

「⽶国株式の取引ならここ！」

とサクソバンク証券が選ばれる

理由

分散投資を充実させるのにも有効

500万円から都⼼のオフィスビ

ルに投資できる不動産⼩⼝化商

品「Vシェア」の魅⼒とは

納得できる不動産投資のために

頼れるパートナーかどうかを⾒

極めるヒントは、情報の「中⽴

性」にある

最新リニューアルで何が変わったか

なぜ「淡麗プラチナダブル」は

ゼロゼロとおいしさを⾼⽔準で

両⽴できるのか
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・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。

顧客のリピート率は97.8%を達成しています。

PRESIDENT 2021年12⽉1

投資⼊⾨

雑誌の予約購読はこち

https://www.youtube.com/channel/UCjC_j2F4ftvkaN3oXGcXzTA
https://presidentstore.jp/item/012124.html
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/%E2%80%8EB09L3VWYMP/presidentjp-22
https://presidentstore.jp/ext/subscription_president.html
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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

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

企業プレスリリース詳細へ 

PR TIMESトップへ

・PR TIMESプレスリリース詳細へ

バックナンバー プレスリリース

堀川未来夢 三ヶ島かな ブリヂストンゴルフのギアで男⼥ツアー制覇！

⼥性クリエイター集団A&Mが仕掛ける次の⼀⼿。アートを鑑賞・購⼊できるアートギャラリー

ミュージアムストア「A・Mue エ・ミュー」を千葉県市川市にて12⽉3⽇オープン。対話型アー

https://www.cosmo-gi.com/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000083431.html
http://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000083431.html
https://president.jp/ud/pressrelease/61a56d7477656119b7000000
https://president.jp/ud/pressrelease/61a56d7577656119b7010000
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ト鑑賞をもっと⾝近に。

⾰の質感を存分に味わえる、シボ⾰のレザーバックパックが登場

今年⼤流⾏中。世界８ヵ国で愛されている“朝⾷スイーツ”の名店、台湾の「GRAND CASTELLA

（グランドカステラ）」が横浜⾼島屋に期間限定ショップをオープン！幻のアールグレイカステ

ラも復活。

つづきを⾒る
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