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テクノロジー企業



私は、自身がロボットプログラマーとして技術提供を行ってきた経験の中で感じた
非効率的な部分をそぎ落とした会社作りをしてまいりました。

テクノロジー企業として優先すべきは第一にお客様の満足、そして安心感だと考えます。
その結果として日本の技術力を世界に提供することが出来、
担当者様、取引先様はもちろん社員、技術者たち、
Bros.に関わる人達が幸せになれることを信念としております。　　　

Bros.という社名のように関係者みなさまに対し親身に接する技術提供の会社です。

代表取締役　今永　大介

会社名  　　World crew group   株式会社 Bros.

設立        平成23年7月

資本金  　　10,000,000 円

代表        今永 大介

従業員数　　16名

所在地  　　〒465-0053

                  愛知県名古屋市名東区極楽３丁目４９東進マンション1A/1B

TEL        052-734-6582

FAX        052-734-6583

事業内容　　1.産業用ロボットのティーチング・ロボットプログラミング・保守

                  2.オフライン検討、オフラインティーチング

                  3.自動制御装置設計・調整・製作・施工

会社概要

電気制御　設計　配線工事

様々な分野で活躍する省力化システムに関する専用機及び
付属装置設計、配線工事、製作、組付、現地据付、調整、
引渡しまで、提案から実現まで一貫して取り組んでおりま
す。

■対応ソフト︓三菱　オムロン　Keyence  TOYOPUC

オフラインティーチング

当社では、他社との連携でロボット用 3DCADを用いてコン
ピューター上でロボットをシュミレーションし、ロボットを
ティーチング、干渉チェックなどをします。

■対応ソフト︓FUNUC　ROBOGUIDE　安川　MotoSim
（オフラインティーチングはFUNUC、安川のみとなります。）

ロボットティーチング
産業用ロボットのティーチング、現状効率分析、効率アッ
プ改善提案、お客様の側に立ったシステム構築をトータル
でサポートいたします。

（システム提案～設計～製作～設置～調整～お引渡しまで）
■取り扱いロボットメーカー︓FANUC　川崎重工  不二越　
ABB　YASKAWA　DENSO Panasonic
■ロボット用途︓スポット溶接　塗装　シーリング　
カメラ　パレタイズ　アーク溶接　搬送　
レーザー  ウォータージェット

事業内容

最新のロボットプログラム、PLCプログラム により、
　　　工場作業の省人化・効率化を実現。

産業用ロボットの教示操作を行うには規則に基づいた特別
教育の受講が必須です。
弊社ではインストラクターの資格を取得したスタッフが特
別教育を行っており、特別教育修了証を弊社から発行する
 ことができます。
修了証の発行以外にも社内にあるロボットによりロボット
基礎知識などの教育を行うことも可能です。

産業用ロボット特別教育



ロボットティーチングの流れ

オフラインティーチングの流れ

電気回路設計

上記3つの技術提供を一括でも必要な技術提供の組合せでも対応可能です。
国内案件はもちろん海外案件も喜んでお受け致します。    
通常、各技術提供別に業者を選定する部分での不安材料を弊社では解消する
ことが可能です。    
ロボット・オフライン・電気回路設計　個別で必要なやり取りを弊社では一括
して展開することが可能です。    
ヒアリングから生産立会まで技術提供部門をBros.でサポートさせて頂きます。    

各ロボットメーカーに対応したソフトによりオフラインティーチングを行います。 Bros.は実機ティーチングが行えるため、オフラインティーチ
ング作成により現地実機ティーチングの工数を抑え、オフラインプログラム作成者が現地実機ティーチングに対応することが出来ます。
それにより、オフラインデータ納品後、実機での再現ティーチングに対し設備を理解した技術員の技術提供が可能になります。         

所有オフラインソフト          ROBOGUIDE   MotoSim
作業実績オフラインソフト    ROBOGUIDE   MotoSim   DELMIA IGRIP   DELMIA CAROTTⅢ

プログラム作成
・検証

ヒアリング　 日程・人員調整 アフターフォロー納品・運用

生産立会自動確認ヒアリング　  日程・
人員調整 検証・設計 現地調整

ヒアリング　 日程・人員調整 プログラム作成
・検証 生産立会自動確認

電気回路設計ではお客様の御要望に応じた設計ソフトで作成が可能となっております。
自動化設備に対して弊社の経験も踏まえ色々なアドバイス・提案をさせて頂きます。     

対応ＰＬＣ　   三菱  ＯＭＲＯＮ  ＫＥＹＥＮＣＥ　ＴＯＹＯＰＵＣ（トヨプック） Ｓｉｅｍｅｎｓ（シーメンス）※１
                    Ａｌｌｅｎ－Ｂｒａｄｌｅｙ（アレンブラッドリー）※１　※１︓対応者限定あり
対応タッチパネル　      三菱　ＯＭＲＯＮ　ＫＥＹＥＮＣＥ　Ｐｒｏ－Ｆａｃｅ

取り扱いロボットメーカー     FANUC   川崎重工   不二越   YASKAWA   ABB DENSO Panasonic

ロボットティーチングでは色々な用途の実績があります。SPOT溶接・アーク溶接・ハンドリングはもちろんシーリング・ウォータジェットなど         
作業内容に関しても新規プログラム作成・既存設備に追加・タクトアップ・検討など多彩な作業内容に対応することが出来ます。         

Bros.
の
強み

Bros.ではロボットティーチング・オフラインティーチング・

お客様の立場に立ったプログラムを提供致します。
電機回路設計のプロフェッショナルが

　　お客様の御要望を実現し
自動化設備のプログラミングをサポート致します。



フタバ産業株式会社

株式会社ケーイーシー

株式会社安川電機

株式会社ナ・デックス

株式会社シンコー

北斗株式会社

株式会社ウエノテクニカ

エフエー・ネット株式会社

株式会社日産クリエイティブサービス

株式会社豊通テック

株式会社 ROBOYA

株式会社 SEG

株式会社クリエイト中部

株式会社シンユー

株式会社古川製作所

株式会社愛幸電機

東洋機器工業株式会社

株式会社 ROSECC

株式会社 IMPACT

株式会社 NUT

株式会社アイペック

株式会社 RyuDo

MACHINEPRO 株式会社

 

 

 

トヨタ自動車株式会社

トヨタ車体株式会社

豊田自動織機株式会社

トヨタ自動車九州株式会社

トヨタ自動車東日本株式会社

アイシン・エィ・ダブリュ（株）

豊田合成株式会社

トヨタ紡織株式会社

豊田鉃工株式会社

豊臣機工株式会社

日本ガイシ株式会社

スズキ株式会社

株式会社ベルソニカ

平岡ボデー株式会社

本田技研工業株式会社

株式会社ジーテクト

株式会社エイチワン

株式会社アドヴィックス

川崎重工業株式会社

日産自動車株式会社

マツダ株式会社

ダイハツ九州株式会社

三菱自動車株式会社

株式会社クボタ

積水ハウス株式会社

花王株式会社

株式会社 LIXIL

株式会社川村金属製作所

Suzuki Motor Gujarat

Maruti Suzuki India Limited

PT. Bellsonica Indonesia

Pak Suzuki Motor Co., Ltd.

KTH Parts Industries, Inc.

KTH Leesburg Products, LLC.

KTH Shelburne Manufacturing, Inc.

G-ONE AUTO PARTS DE MEXICO, 
S.A. DE C.V.

Jefferson Industries Corporation

GH Auto Parts Industries Inc.

WH Auto Parts Industries Inc.

Ford Motor Company（AutoAlliance）

Auto Parts Alliance (China) Ltd.

H-ONE Parts （Thailand） Co., Ltd.

国内納入実績（技術提供） 海外納入実績（技術提供）取引先

主な取引先と納入実績



会社名

設 立

資本金

代表

所在地

TEL

FAX

事業内容

株式会社CSD

平成26年12月

3,000,000円

代表取締役　各務　和彦

〒504-0815
岐阜県各務原市蘇原東栄町2丁目103番地1

058-201-9115

058-201-9116

自動制御装置設計・調整・製作・施工

http://csd-2015.com/HP

〒511450
广东省广州市番禺区石基镇小龙村塱尾大街
13 巷 4 号之 1

協和（広州）工業机器人系統有限公司会社名

平成 23 年 7 月 1 日

30 万米ドル

法廷代表人　藤巻　和仁

+86-20-3768-3683

+86-20-3768-3686

1. 産業用ロボットのティーチング・
   ロボットプログラミング・保守
2. オフライン検討、オフラインティーチング
3. 自動制御装置設計・調整・製作・施工
4. 不二越ロボット・安川ロボット販売

設 立

資本金

代表

所在地

TEL

FAX

事業内容

株式会社ＣＳＤ
Continue  Stable Development中国広東省広州

弊社はグループ会社と連携をとることにより
幅広い技術提供を可能にし、お客様のご要望にお応え致します。　

World crew group


