




01.

製品シリーズ                                 02

ロボットとサポートコンポーネント                        02

ソフトウェアプラットフォーム                           03

適切な業界                                                04

ソリューション                                 05

インテリジェント倉庫ソリューション                        /

概要                                                                     /

特徴                                                                       /

お客様のメリット                                                             /

アプリケーション事例                                                         06

インテリジェントロボット               

スケジューリングソリューション                                                08

概要                                                                            /

お客様のメリット                                                             /

現場イメージ                                                                     09

アプリケーション事例                                                           10

商品ラインアップ                                    12

                                    PRODUCT SERIES

                                                                               ROBOT AND SUPPORT COMPONENT

                                                                      SOFTWARE PLATFORM

                   　　  APPLICABLE INDUSTRY

                                           SOLUTION

                                                                                 INTELLIGENT WAREHOUSING SOLUTION

        OVERVIEW

        FEATURES

                             CUSTOMER BENEFIT

                                   TYPICAL APPLICATION

                                                                 

                                                            INTELLIGENT ROBOT SCHEDULING SOLUTION

         OVERVIEW                                          

                               CUSTOMER BENEFIT                                  

               ONSET IMAGE                              

                                        TYPICAL APPLICATION  

              

                                                 PRODUCT LINEUP   

CONTENTS



02.

ロボットとサポートコンポーネント

製品シリーズ

ナビゲーション方式
- 視覚又はレーザー Slam + 慣性などの
ハイブリットナビゲーション。
- 強い環境適応性、少ない実装ワーク
ロード。
- 最高の位置決めの精度はミリメート
ルレベル。

スマート電源管理
- 安全で信頼できる、リン酸鉄リチウ
ムバッテリー。
- 万全なバッテリー管理、自動メンテ
ナンス。
- 全自動バッテリー充電技術、3 分で実現。

耐荷重範囲広い
-6-3000kg 負荷をサポート、様々な負荷
ニーズに応じる。

全シリーズ
- ディファレンシャル、全方向性、ス
テアリングホイールなどの複数のドラ
イブシャーシをサポート
- リフティング、ローラー、フォーク、
マニュピュレーター、フリッカプカバ
ーなどのさまざまなアクチュエーター
をサポート。

様々な安全保護
- レーザー、超音波センサー、保護バ
ンパー、非常停止スイッチなど。

無線ネットワーク通信
-Wi-Fi デュアルネットワーク通信とシ
ームレスローミングをサポート。
-LTE 産業用ネットワークをサポート。
- ネットワークカバレッジエリアで支
障なしで運用。

共同作業
- マルチロボット協調作業をサポート、
各シリーズのロボットの利点を最大限
に発揮し、運搬の自動化を実現。

ROBOT AND SUPPORT COMPONENT

PRODUCT SERIES
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ソフトウェアプラットフォーム

RWMS インテリジェント倉庫管理システム
- 出荷、入荷、棚メンテ、棚卸など様々な倉庫管理業務機能をサポート。
- ホットおよびコールドエリアの調整、搬送最適位置にある通函の通知、棚の配置、 キューの最適化
など、様々な倉庫管理機能を提供。
-ERP / MES / OMS などの上位システムと連携するための標準インターフェースを提供して、倉庫業務
とロボット制御を迅速に分離。

TPS タスク処理システム
- 従来の WMS のシステム作業をロジスティックスケジューリングシステムにより処理可能かつ認識可
能な情報に変換し、ロボットベースの倉庫管理システムへの高速修正を実現。
- 既存の WMS を発展させ、倉庫業と設備のスケジューリングを機能的に分離。
- 従来の WMS からのわずかな変更だけで TPS と連携し、ロボットベースでの倉庫管理を実現。
- 棚位置リアルタイム管理、仕分けエリアのキュー管理、タスク優先度管理。

RCS-2000 ロボットディスパッチコントロールシステム
- 共同作業用の様々なタイプの AGV を割り当て、倉庫と生産ラインのニーズに適応させる。
- フロア間および工程間搬送業務シナリオをサポート、万全なインターフェースを提供して MES 或い
は上位システムと連携。
- 様々な工場内物流運搬のニーズを満たすため、Web サービスインターフェース、ポケットベル、モ
バイル APP などを含む複数の呼び出し方法をサポート。

WCS 倉庫設備コントロールシステム
- リフト、エレベーター、自動ドア、エアシャワードア、ローラー機器、ロボットアーム、ポケットベル、
PTL、産業用カメラ、その他の自動装置など、さまざまな外部機器へのアクセスをサポート。
-TCP/IP 通信、シリアル通信などのさまざまなアクセスモードをサポート。
- 統一された外部インターフェースサービスを提供し、メーカーによるインターフェースの違いを吸収。

RCS-3000 選別管理システム
- 何百もの仕分けロボットを共同作業に割り当てることが可能。
- 仕分けルールの設定、経路計画、情報管理などの機能をサポート。
- 完全制御スケジューリングと情報フローのためのバーコード認識システムとのシームレスな連携。

SOFTWARE PLATFORM



04.

適切な業界

3 C 製 造

第三方物流行业注塑行业

光伏行业

自動車業界

快递行业电商行业

服装行业

APPLICABLE INDUSTRY

　製造業界 　自動車業界

　EC 業界 　配達業界

　射出成形業界   物流業界

 　再生エネルギー業界 　アパレル業界
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インテリジェント倉庫ソリューション

概要
このソリューションには、HIKROBOT 社の自動搬送ロボット、ロボット制御システム（RCS）、そして倉庫管

理システム（RWMS）の 3 つのコアモジュールが含まれています。調達、発注、搬送、搬出およびその他の

倉庫作業が、ワーキングステーションでの作業のみで完了でき、e コマースソートセンター、3C 製造、従来

の製造業、医療、食品、自動車業界などの倉庫管理ビジネスの効率化と管理レベルが大幅に向上しています。

特徴

運用・保守が簡単、低コスト
- 簡単な実装、短いサイクルと低コスト

でカスタマイズをサポート。

- フロア間 / エリア間の移動をサポート、

人件費を効果的に削減。

最適化された管理でより便利
-KPI 評価による搬送能力の定量化、人

員管理を提供。

- 倉庫エリアのホットとコールドを自動

的に計算し、棚の配置をリアルタイムで

調整することで、出入荷の効率が向上。

豊富な機能により、更に万全
- 複数の在庫要件をサポートし、ユーザ

ーフレンドリーな視覚的在庫棚卸が可能。

- 材料の搬出入頻度の自動計算により、

リアルタイムで棚の位置を調整し、入

出庫業務の効率 化を実現。

- 多様な入出庫要求に対応する柔軟な入

出庫業務をサポート。

柔軟なスケジューリング、高い効率
- 数百台ロボットの共同作業をスケジュ

ーリング、ロボットに合理的にタスク

を割り当てる。

直感的なビジュアル管理
- 自動搬送ロボットの稼働状況と現在位

置をリアルタイムで監視、インテリジ

ェントな運用・保守を実現。

災害時のデータ復旧に対応
- オペレーションシステム、IP 等仮想化

技術を採用して重要なプロセスのデー

タバックアップ、ホットスタンバイを

実現、データ損失のリスクを回避する。

カスタマイズ可能な独自研究開発
- ハードウェアとソフトウェアの独自開

発、お客様のニーズに応じてカスタマ

イズ開発をサポート。

お客様のメリット

効率を向上
手動操作に比べて効率

が 70％向上

人件費を削減
60％以上削減

高い ROI
2 ～ 3 年で回収

短い
プロジェクトサイクル

約 3 ヶ月の実施

INTELLIGENT WAREHOUSING SOLUTION

OVERVIEW

FEATURES

CUSTOMER BENEFIT

ソリューション
SOLUTIONS
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アプリケーション事例

原材料到着

業務工程

生産要素

原材料入庫

生産ライン

原材料倉庫

リフト

生産ライン供給のための
フロア間搬送

I Q C 検品

パレットインジケーター、

ビジュアル操作

自動積載

ロボットアーム搭載の自動搬
送ロボットによるラック搬送

製品スキャン

重量、サイズ、バーコード

（ビジュアルシステム利用）

保管棚へ入庫

完成品を自動的に倉庫に保管

完成品倉庫

完成品仕分け出荷

梱包・出荷

倉庫から原材料をピッキング

自動搬送ロボット ロボット制御システム 倉庫管理システム PTL

TYPICAL APPLICATION
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原材料到着

業務工程

生産要素

原材料入庫

生産ライン

原材料倉庫

リフト

生産ライン供給のための
フロア間搬送

I Q C 検品

パレットインジケーター、

ビジュアル操作

自動積載

ロボットアーム搭載の自動搬
送ロボットによるラック搬送

製品スキャン

重量、サイズ、バーコード

（ビジュアルシステム利用）

保管棚へ入庫

完成品を自動的に倉庫に保管

完成品倉庫

完成品仕分け出荷

梱包・出荷

倉庫から原材料をピッキング

ワーキングステーション ワーキングステーション
端末

充電ステーション
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インテリジェントロボットスケジューリングソリューション

概要
自動搬送ロボットとロボット制御システム (RCS) という 2つのコアモジュー ルにより実現しています。原

材料や仕掛品を倉庫から最初の工程に、または工程から完成品倉庫に効率的に運搬することができます。こ

のシステムにより、フロア間・工場間の迅速な搬送及び移動が実現可能となり、、生産効率は格段に向上し、

人件費を大幅に削減できます。

運用・保守が簡単、低コスト
- 効率のよい最適な運用方法を確実にするため、生産ラインの要件に応じてロボット経路を計画・調整。

干渉のない協調操作
- ロボットは生産ラインのニーズに応じて、合理的に注文タスクを割り当て、互いに干渉することなく

最適な経路で動作を調整するようにスケジュール。

直感的なビジュアル管理
- 自動搬送ロボットの稼働状況と現在位置をリアルタイムで監視、インテリジェントな運用・保守を実現。

自動搬出の高速化
- 企業の材料情報システムとシームレスに接続することができる Web サービスインターフェース

を提供。

- 自動的にロボットにタスクを送信し、工場の正確な搬出を実現。

カスタマイズ可能な独自研究開発
- ハードウェアとソフトウェアの独自開発。

- コンベア、ベルト、チェンなどの様々な執行機関をサポートし、お客様のニーズに応じてカスタマイ

ズ開発、工場の生産ラインの既存のコンベヤ機器とシームレスに接続。

お客様のメリット

効率化 : システムによる原材料、仕掛品、完成品の最適な物流管理により、柔軟で正確な搬送を実現、30％  

の効率アップ。

人件費の削減 : 物流輸送システムの急速な発展により、従来の製造会社による 手動介入なしでの効率的、

経 済的かつ柔軟な生産を促進。それにより 50% 以上の労働力の削減を実現。

汎用性と利便性：自動搬送ロボットは、生産自動化に必要な機能を提供、プロセスに応じて経路を柔軟に調

整、柔軟な生産ラインを実現、製造稼働率を向上。

INTELLIGENT ROBOT SCHEDULING SOLUTION

OVERVIEW

CUSTOMER BENEFIT
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現場イメージ

立库接驳

线边库缓存

小件半成品搬运

半成品下线转运

产线自动上下料

成品下线

自動倉庫とのドッキング 半完成品のオフライン輸送

エッジライブラリキャッシュ 生産ラインの自動ロードおよびアンロード

小物半完成品の取り扱い 完成品のオフライン輸送
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アプリケーション事例

LMRと自動倉庫とのドッキング ARMと生産ラインとのドッキング ARMと生産ラインとのドッキング

FRMと自動倉庫とのドッキング CMRと生産ラインとのドッキング

自動搬送ロボット ロボット制御システム 倉庫管理システム PTL 充電ステーション

* 該当システム・モジュールはサードパーティによって提供

TYPICAL APPLICATION
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LMRと自動倉庫とのドッキング ARMと生産ラインとのドッキング ARMと生産ラインとのドッキング

FRMと自動倉庫とのドッキング CMRと生産ラインとのドッキング
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MR-Q3-600CE-C(HI) MR-Q7-1000CE-C(HI)

商品ラインアップ
PRODUCT LINEUP
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株式会社 MIRAIt Service Design 
〒 101-0021
東京都千代田区外神田 2-4-4 第一電波ビル新館 3F

TEL：03-6869-4510 

FAX：03-6869-4511 

WEB：https://www.msdcorp.co.jp

販売社：

杭州海康機器人技術有限公司 

杭州市濱江區丹楓路 399 號

TEL：0571-88967998 

WEB：https://www.hikrobotics.com

製造社：


