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企業理念

トップメッセージ

日々身近な存在になり活躍の場を広げているロボット。様々なテクノロジーと相まって

多様化していくロボット業界の中で、パイオニアメーカーのココロが目指すのは

創業から一貫して「心を動かすロボット」です。

今も世界中でココロのロボットたちが活躍しています。驚きと感動の

エンターテインメントの世界では、クオリティの高いパフォーマンスを繰り広げています。

研究により真実の姿が解明される恐竜は、太古から蘇り雄々しい姿を披露しています。

受付で働くロボットは、いつでもやさしい微笑みで歓迎しています。人知れず人のために

人に代わり、企業や大学の研究所で試験を務めているロボットもいます。

サンリオキャラクターのかわいい自動販売機がショッピングを楽しく演出し、

おいしい幸せで家族やみんなを笑顔にしています。

文化は進化しニーズは変わります。しかし変わらない価値観はあるはず。それは人の

本質に根差したもの。ココロが追及する「心を動かす体験」の素晴らしさは、

時と場所を貫き、世代も国も越えた、普遍的なものだと信じています。

これからもココロは、世界中にときめきを届けるため、ロボット作りに努めて参ります。
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創業以来、私たちのロボット作りの起点はいつも「心」であり、

それが社名の源となっています。

当社は長年に渡り、コミュニケーションロボットの技術を磨き、

高い品質と納期厳守で信頼と実績を積み上げてまいりました。

現在は第ニ創業期とも言える時期を迎えて、社会変化における

新たなニーズに応えるべく努力していくと共に、将来の成長に向け

更なる新機軸のビジネスを開拓し、時代の流れに取り残されないよう

事業を進めてまいります。

ソーシャル・コミュニケーションを大切に想うサンリオグループの

一員として、人が集い楽しい時を共有する、その中心となる魅力的な

ロボットを、これからも創っていきたと思います。



RT事業部/ロボット・テクノロジー SR事業部/ショップ・ロボット

多種多様なロボットの特注製作にお応えするRT（Robot Technology）と

キャラクター自動販売機を全国展開しているSR（Shop Robot）

ビジネス形態の異なる２部門で事業展開しています

「動刻🄬」の名で親しまれてきたリアルな恐竜を基軸に、さまざまな

ロボットや展示物の特注制作、また試験機などの特殊機器の開発を

製作から設置、アフターサポートまで承ります。既存ロボットの

レンタル業務やイベント企画提案も行っています。

エンターテインメントをプラスした、サンリオキャラクターの

ポップコーン自動販売機を全国展開しています。オリジナリティ

溢れるユニークな自動販売機やアミューズメント機の開発も

承ります。

SR
事業部

RT
事業部
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独創的な技術で

夢の実現をお手伝いします

ロボットレンタル・イベント企画 ハイクオリティのロボット
豊富なラインアップ

ヨコハマ恐竜展2014 ~新説・恐竜の成長~ ジャングル大冒険

恐竜ランド 巨大昆虫ワールドあつまれ昆虫大特集

試験・実験 機器開発 特殊な用途の試験機開発にも対応

人体頭部組立キット

歯科教育用患者ロボット
「SIMROID®」

「SIMROID」は、日本歯科大学附属病院、株式会社モリタ、株式会社モリタ製作所、
株式会社ココロによる共同開発製品です。「SIMROID」は
株式会社モリタ製作所の登録商標です。 HRP-4C

独立行政法人産業技術総合研究所

公共施設・常設展示品 学術監修のもと精緻な復元展示から
学習用ハンズオンまで製作

岡崎市東公園

ミュージアムパーク茨城県自然博物館

雲仙岳災害記念館

受付案内 インフォメーション、フロント業務など
人に代わってお手伝い

ハウステンボス 変なホテル プライムツリー赤池

アミューズメント・エンターテインメント テーマパークの展示物や
キャラクターロボットの製作

赤城乳業株式会社
本庄千本さくら『5S』工場

サンリオピューロランド Hefei Wanda Mao 
Indoor Film Park

2107



海外で認められたジャパン・クオリティ

アメリカ自然史博物館
（アメリカ／ニューヨーク）

エクスペリメンタリウム
（デンマーク／コペンハーゲン）

ディノポリス
（スペイン／テルエル）

麗水国際博覧会
タイ政府パビリオン
（韓国／麗水市）

広州科技館
（中国／広州市）

上海自然博物館
（中国／上海市）

Hefei Wanda Mao 
Indoor Film Park
（中国／安徽省合肥市）

1984年の創業以来、積極的に海外展開を続けています。
これまでに活躍した国は25ヶ国以上、世界有数の博物館、施設へ導入されています。

ウイーン自然史博物館
（オーストリア／ウイーン）

サンディエゴ自然史博物館
（アメリカ／カリフォルニア）

ゴンドワナ・ダス・プレーヒストリウム
（ドイツ／ノインキルヘン）

ロンドン自然史博物館
（イギリス/ロンドン）

© The Trustees of The Natural History Museum, London
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ロボットができるまで

完成まで一貫した自社管理で安全で安定した製品を製作

安定運営のためのケアから迅速なトラブル対応まで
状況に応じてサポートしています。

オンリーワンの製品のため、製品により制作手順はさまざまです。
ここでは恐竜ロボットを例に、完成までのプロセスをご紹介します。

サポート体制

企 画 提 案

お客様のご要望を伺い、
企画や仕様をご提案します

1. 設 計

外観デザインや演出仕様に
合わせて、機構を設計します

2.

精密部位から大型機構まで
組立します

機 械 組 立3. 造 形

知識と職人技で恐竜を造形します

4.

品 質 管 理

製造の過程から品質管理を
徹底しています

6.制 御

リアルな動きをプログラミング
外部システムへの接続にも
対応しています

5. 8.

定期点検や修理など、導入後の
サポート体制も万全です

アフターサポート設 置

現場条件に合わせて安全に
設置します

7.
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キャラクターの魅力と五感で楽しめる演出を詰め込んだ体感型の
自動販売機を開発、運営しています。
かわいいPOPは商品の販売促進はもちろん、売り場のイメージアップ
にも貢献。世界的に認知の高いサンリオキャラクターで、グローバル
な集客をお手伝いします。

サンリオキャラクターのエンターテインメント型自動販機で

五感で楽しむ‟うれしい時“を提供しています

ｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚ

AM機

サンリオワールド ギンザ（東京都）

当りくじ売上1.4倍UP
の実力派「エア抽選機
」など、キャラクター
の魅力をプラスした
アミューズメント機器
を、オリジナル開発、
展開しています。

できたてまでの時間は、歌が流れてギミックで遊べるお子様タイム。
美味しい香りにつづいて、ポップコーンでお腹も満たされます。
そこにいるみんなが幸せを感じる‟うれしい時”を提供しています。

オリジナル自動販売機開発

イオンモール津田沼店
（千葉県）

世界初の「くじ自販機」
ほか、特殊な自販機を
開発、運営。
既存機のカスタマイズに
も応じます。

ポップコーン自動販売機「ポンポンパック」シリーズ

かわいいキャラクターギミック、音、光、鼻をくすぐる香り、
そして美味しいできたてで提供。
“五感で楽しむ”最高峰の自販機シリーズ。
30年以上のロングセラーで、
三世代のリピーターシェア
を掴んでいます。

ⓒ'76, '88, '89,  '96, '01, '05, '13, '19 SANRIO APPR. NO.S6004352107



ロングセラー商品の「ポンポンパック」は
30年以上の実績を誇る安定した事業です。
無償貸与のポップコーン自動販売機は、
日本全国で1300台以上が稼働しています。
運営もサポートもココロが一括管理
しています。

全国に広がる安定した管理ネットワーク

自販機は無償、サポートも無償
運営中のサポートはすべてココロで
承ります。
地域の巡回スタッフが、点検・清掃で
日々の運営をサポート。機械トラブル
には日本全国にテクニカルスタッフを
派遣し、無償で対応しています。

サポート体制

設置先様ご紹介

音や光でにぎやかに呼び込み。
エンドユーザー様へ楽しく
販売します。

錦糸町ギフトゲート（東京都）

サンリオワールド ギンザ
（東京都）

大崎ギフトゲート（東京都）

担当セールスへお申しつけ
ください。設置スケジュール
等も提案いたします。

指定場所へ搬入･設置します。
費用はかかりません。

全国に広がる安心安全の
管理ネットワーク

ココロ

「ポップコーン商品」を
ココロへご注文ください。
設置先様での手間は商品
補充だけ。あとは自動で
販売します。

運営の流れ
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名称
株式会社 ココロ
（Kokoro Company Ltd.）

代表者
代表取締役会長 信太郎
代表取締役社長 上田淳

設立年月日
1984 年２月１日

資本金
4 億 9500 万円（払い込み資本金）

株式会社ココロ 本社

株式会社ココロ 営業所

〒205-8556
東京都羽村市神明台
4丁目 9番 1号

TEL:042-530-3911
FAX:042-530-5310

＜最寄駅＞
福生駅（JR 青梅線）
東口から立川バス乗車
「箱根ケ崎行き」または
「瑞穂団地行き」約10分
「ひばりヶ丘」下車
進行方向へ徒歩1分右側

〒141-0032 
東京都品川区大崎 1-6-1
大崎ニューシティ TOCビル
1号館 12 階

TEL:03-3779-8506 
FAX:03-3779-8180

＜最寄駅＞
大崎駅
（JR山手線･埼京線･湘南新宿ライン
りんかい線）
北改札口東口方向徒歩 1 分

決算期
3 月 31 日（年 1 回）

親会社
株式会社 サンリオ（100％株式保有）

主要取引銀行
三菱UFJ銀行 五反田支店

社員数
55人（2021年6月現在）

業務内容

1.ロボットの開発、企画制作、製造、販売並びに賃貸
2.コンピュータ制御応用機械の開発、企画制作、製造、販売並びに賃貸
3.自動機械、自動機器の開発、企画制作、製造、販売並びに賃貸
4.動刻の設計、制作、販売並びに賃貸
5.建築、室内装飾、展示装飾の設計並びに施工
6.広告宣伝物の企画、立案、制作並びに販売
7.出版業務
8.玩具ゲーム用品の開発、企画制作、製造並びに販売
9.ミニチュアロボット等のホビークラフトの開発、企画制作、製造並びに販売

10. 映像機器の開発、企画制作、製造、販売並びに賃貸
11.看護ロボット等福祉・医療関連機器、遊具の開発、企画制作、製造、販売並びに賃貸
12.ポップコーン、キャンディ等の菓子類の企画、製造及び販売
13.古物の売買及び交換業務
14.前各号に付帯関連する一切の業務

※「動刻」、「アクトロイド」、「ペットロボット」はココロの登録商標です。

http://www.kokoro-dreams.co.jp/

（代）
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