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イントロダクション

代表取締役会長
辻　信太郎 山田　敦也

代表取締役社長
　今や日本の文化、技術の象徴ともなったロボット・テクノロジー。1984 年の創設以来、
一心に Made in Japan のロボットを創ってきたメーカーとして、その認知を誇りに思い、
またその期待に大きな責任を感じています。2005年愛知、2010 年上海と近年の万博には
続けて、また他国のテーマ館の展示にも迎えられ、グローバルな市場への展開にも確かな
手応えを感じて参りました。
　アクトロイドに代表される人型ロボット分野では “より人間に近く”を目指し、人を見つめ
続けた開発力を評価いただき、エンターテイメントのみならず、未来のための先進研究、
基礎技術として活用のステージを広げております。
　人にやさしい自動販売機「ＳＲ事業」は、キャラクターの魅力を引きだした美味しくて
楽しい “やさしい機械” を通して、皆様の生活に癒しと潤いを提供いたします。ポップ
コーンができるまでの間、キティちゃんの動きにあわせて夢中で楽しく踊る子どもたち、
それを微笑ましく見つめる
親御さんたちの姿。癒しの
時間をつくるやさしい機械
を通して、皆様の生活をより
良くするお手伝いを続けて
参ります。

　「ココロ」の社名は、ロボットに「心」を吹き込みたい、「心」を持ったロボットを作って
いきたいと願い、創業したことに由来します。ロボットが人を楽しませて、人とのコミュ
ニケーションで心を通わせる。このような人と共に暮らし、人と共存できるロボットを創る
ことがココロの使命です。
　そして これからも飛躍的な技術の革新で広がる無限の可能性に胸躍らせ、目的に向かって
一歩ずつ前進していきたいと思います。

ごあいさつ

企業理念



ココロ事業紹介

ココロ事業紹介

イベントプロデュース

ロボットレンタル

博物館・科学館

RT事業

アミューズメント
エンターテイメント

大学・研究機関

ポップコーン販売機

ゲーム型自動販売機

中身商品開発

SR事業

サポート
ネットワーク

アミューズメント機
の開発

ココロの事業はRT（Robot technology）事業と、
SR（Shop robot）事業の２本の柱で成り立っています。

RT事業は、創業当初から「動刻 」の名で親しまれてきた恐竜や動物
のロボット（アニマトロニクス）製作で培った技術を駆使して、現在
ではエンターテイメント分野から研究用機材まで幅広く様々な製品
開発を行っています。

SR事業が提供するショップロボットは、普通の自動販売機とは違い、
商品を受け取るまでの過程全てをエンターテイメントする、「お店型のロ
ボット」というコンセプトで開発されています。主力のポップコーン販売
機のみならず、様々な販売機の開発から、中身商品の提供までを行います。

恐竜から人体型まで様々なロボットを
ラインナップ。レンタル期間は短期から
長期まで、ご都合にあわせて対応致します。

試験用ロボットや実験装置、研究プラ
ットフォームなどの製作を行い、大学や
企業•機関の研究をサポート致します。

展示物の製作に加え、イベントの
演出や企画、会場内のレイアウト
まで幅広くプロデュース致します。

学術的見地に基づいた緻密な
展示物や、わかりやすい学習
展示を製作致します。

キャラクターほか、あらゆるもの
の立体化から、空間演出までお手
伝いします。

製品を販売するだけではなく、ゲーム
要素を盛り込み、楽しさをアップさせた
自販機の企画・開発を行います。

販売機開発やRT事業で培った技術を
活かした、様々なエンターテイメント
シーンで活躍するアミューズメント
機の開発もお手の物です。

20年以上の安定した販売実績を
持つロングセラー。SR事業の中
心商品です。

販売機で使用するポップコーン
や玩具など、中身商品もココロで
オリジナル製品を開発致します。

設置した販売機のメンテナンスは
全国をカバーする管理ネットワーク
でサポート致します。
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RTロボットテクノロジー

1.「大黒様の幸みくじ・福守り」播磨國総社 射楯兵主神社（兵庫県）    2.「マッシロー」江戸川競艇場（東京都）   
3.「サンリオキャラクターボートライド」サンリオピューロランド（東京都）

1.巨大昆虫動刻「カマキリ」   2.  「ピラミッド・サイエンス！」あすたむランド徳島（徳島県）
３.アクトロイド-DER2「Japan Day @ Central Park 2008」（アメリカ）

1.「ライブシアター・よみがえる恐竜たち」神流町恐竜センター（群馬県）  2.「ピエロちゃんのかがくゆうえんち」高崎市少年科学館（群馬県）   
3.「野口博士の研究室」野口英世記念館（福島県）

1.研究用人体型ロボット「ジェミノイドHI-1」（株式会社 国際電気通信基礎技術研究所（ATR）知能ロボティクス研究所 ）  
2.心理学研究用ぬいぐるみロボット「Keepon」（独立行政法人情報通信研究機構（NICT））  3. 二足歩行アンドロイド「HRP-４C」（独立行政法人産業技術総合研究所）

イベントや展示で注目を集めるアイテム、恐竜
や動物、キャラクターの立体化までジャンル
を問わず製作致します。

アミューズメント・
エンターテイメント

レンタル
豊富なラインナップのロボット達は、長期から短期まで
フレキシブルにご利用可能。様々な企画展の提案や
イベントプロデュースもお受けします。

博物館・科学館
学説に基づいたリアルな恐竜や動物の製作、また実在
の人物の外見のみならず人柄までも再現することが
可能です。生命感溢れる学術展示を実現します。

大学・研究機関
試験用ロボットや実験装置、研究用プラットフォームなど、
これまでの｢動刻｣の枠を超えた様々なご要望にお応えします。

RT ロボットテクノロジー

「初の実物そっくりなロボット」
としてギネスブックに登録
「初の実物そっくりなロボット」
としてギネスブックに登録
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RT 製品サポート

北米
日本

アジア

ヨーロッパ

1. 企画提案
担当営業がお客様のご希望を伺い
商品・企画をご提案致します。

特殊スポンジを使って、恐竜の肉と
なる部分を職人技で造形します。

恐竜の骨格となる機械設計は、恐竜の
デザインに合わせて綿密に検討します。

繊細な精密機構から大型の重量物まで、
あらゆる機構を組み上げます。

リアルで繊細な動きをプログラミング、
恐竜に命を吹き込みます。

完成した恐竜は徹底した品質チェック
に合格した上で出荷されます。

恐竜を分割して運搬し現場へ搬入、組み
立てと仕上げを行えば設置完了です。

２.設計 ３.機械組み立て ４. 造形

５. 制御 ６. 品質管理 ７. 設置
設置後も定期点検や修理など、
専門の技術者が常時対応致します。

８.メンテナンス

Assembling

Installation and MaintenancePrograming

動刻は製造工程のすべてを自社内で行う
総合プロデュースによって、ひとつひと
つ手づくりで生み出されます。ここでは動
刻「ティラノサウルス」を例にとって完成
までのプロセスをご紹介します。

RT 製品サポート
ロボットができるまで

海外実績
メンテナンス
アフターケアの体勢も万全です、外装・機械、
両面から確実なメンテナンスを行います。

定期メンテナンス… ロボットを熟知した専門のスタッフが、あらゆる面から
                            製品をチェック。不意の故障やトラブルを未然に防ぎます。
オンコールメンテナンス… 急なトラブルにも２４時間体勢で対応。
                                     国内外問わず迅速に駆けつけます。

ココロは1984年の創業以来、国内外あわせて約400件以上の
物件実績があります。施設の常設展示やイベントの目玉として
ココロの動刻が活躍しています。



SR  ショップロボット

できたての

ポップコー
ンはいかが

？

ジュエルペットの
ポンポンパック2

ハローキティの
ポンポンパック2
（レンガ ver.）

ハローキティの
ポンポンパック2
（ピンク ver.）

ハローキティの
ポンポンパック3

ハローキティの
ポンポンパック

商品販売のみならず、楽しさとふれあいを
提供するショップロボット（Shop robot -
略してSR）は、商品を受け取るまでの過程
すべてをエンターテイメントする自動販売
機を全国展開しています。

ハローキティが歌を唄ってくれたり、
本体のハンドルを回すと中のポップ
コーンがはじけるなど楽しくて多彩
なギミックが満載。ポップコーンが
出てくるまでの時間もエンターテイ
メントに変えてしまう、これがショ
ップロボットの魅力です。

かわいいハローキティの姿が店頭
で目立つので、お子様たち注目的と
なります。販売機としてだけでなく
店頭 POPとしての効果も発揮し、集
客力アップに貢献するのです。

ハローキティのポンポンパック２

SRショップロボット

店頭でのPOP効果

楽しいギミックが満載



SR製品サポート
SR  製品サポート

２０年以上の安定した販売実績を持つポップコーン販売機は、1300台以上を
展開中。親子２世代に愛されるロングセラー商品です。全国をカバーする管理
ネットワークによって安心安全、効率的に運営されています。

中身商品

有償販売

ポップコーン販売機

無償貸与

お客様お客様

全国に広がる安心安全の
     管理ネットワーク

テクニカルスタッフ

無償サポート
テクニカルスタッフ

無償サポート
ココロココロ
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JR青梅線　福生駅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

　米軍横田基地

ローソン

ココロ本社

羽村市
動物公園
羽村市
動物公園 双葉町三双葉町三

福生六小
   入口
福生六小
   入口

トッパン・フォームズ
福生工場
トッパン・フォームズ
福生工場

ひばりケ丘

石畑北

トヨタ

原工業所

福生
保健所

瑞穂宿西瑞穂宿西

福生駅東口福生駅東口

JR福生駅

JR東福生駅

国道 16号線

新青
梅街
道

セブンイレブン

産業道路

動物公園通り

西友

西友

石畑北石畑北
東福生駅
  入口
東福生駅
  入口

立川→

新宿
→

拝島→拝島→

←青梅←青梅

JR青梅線

JR八高線

N

〒205-8556 東京都羽村市神明台
4丁目 9番 1号   
TEL:042-530-3911（代）　
FAX:042-530-5310

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

〒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

株式会社ココロ 本社

株式会社ココロ 営業所

ココロ営業所12F

名称
　 株式会社ココロ

）.dtL ,ynapmoC orokoK（ 　
代表者
　 代表取締役会長　辻信太郎
　 代表取締役社長　山田 敦也
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）
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
　 三菱東京UFJ銀行 五反田支店
社員数
　 50人（2011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

20131022

※「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。


