正規代理店

NEWS RELEASE

平成 21 年 11 月 17 日

株式会社アフレル

国内唯一の教育用レゴ マインドストーム NXT 家庭学習用セット
ホームスクーリング ｢ デスクロボ ｣ シリーズ第２弾

LEVEL2 新発売・発売記念２大特典
株式会社アフレル（以下、アフレル、本社：福井県福井市 代表取締役社長 小林靖英）は、家庭学習用
セットとして販売中のホ―ムスクーリング「デスクロボ」シリーズにミッション編を追加した LEVEL2 を新発
売します。 クリスマス、お正月、冬休みにご家庭で楽しくロボットづくりを応援するため記念 2 大特典とし
て、期間限定特別価格でご提供、「初めてのロボコン」～WROJapan 公式ガイドブック～（日経 BP 社発
行）をご購入者全員にプレゼントいたします。
ホームスクーリングは、教育用レゴ マインドストームＮＸＴを使った家庭学習用セットとして平成１８年１２月に第１
弾を発売開始し、平成１９年１２月には新セット「デスクロボ」シリーズを発売し、ご好評を得てきました。

特徴

ロボットの組立、モータ制御、センサを使った制御、そして自律型ロボットのいろいろな動かし方を
段階に学べる充実した教材テキストがついています。

学校向けを家庭にも このテキストは、アフレルが大学教育学部と共同研究開発した学校向け教育カリキュラ
ムのノウハウを元に、主に小学高学年～中学生対象とした理科、技術、情報といった
学校での学習を、家庭でロボットを動かす体験によってより深く学べるものとなっています。

新発売

１）これまでの「デスクロボ」は４回シリーズの教材
テキストでした。（これをスタート編と言います）

２）スタート編で基礎をマスターし、さらにいろいろなロボットに
チャレンジしたいというユーザ様のご要望にお応えし、今回３
回シリーズの追加教材テキストを開発しました。（これをミッシ
ョン編と言います）
■スタート編までをＬＥＶＥＬ１、スタート編＋ミッション編をＬＥＶ
ＥＬ２として新たにシリーズ化としました。
「デスクロボ」シリーズ ＬＥＶＥＬ２

学習をサポート・ロボジョイくらぶ

学習における疑問点解決や、いろいろなロボットの情報、プログラム情報を

掲載した「ロボジョイくらぶ」（インターネット上の会員制コミュニティ）も拡充し、家庭での学習環境をサポートします。
ロボジョイくらぶは現在 350 名を超える会員があり、年内に会員 500 名となる見込みです。 http://robojoy-club.com/
ＬＥＶＥＬＥ２ 発売日
： 平成 21 年 12 月 1 日（火）
特別価格・本プレゼント期間 ： 平成 21 年 12 月 1 日（火）～平成 22 年 1 月 31 日（日）
発売場所 ： アフレル・オンラインストア http://afrel-shop.com/
ロボット専門店・テクノロジア 店舗およびオンラインショップ http://www.technologia.co.jp/
商品お問い合せ先 ： アフレル・カスタマーセンター ｉｎｆｏ＠ａｆｒｅｌ．ｃｏ．ｊｐ TEL 0776-25-0303 FAX 0776-25-0309
■ このリリースへのお問い合せ ■
株式会社アフレル 東京支社・渉外部 担当：菅野 TEL 03-6661-9251 FAX 03-6214-269
E メール contact＠afrel.co.jp
アフレル ホームページ http://www.afrel.co.jp/

■ホームスクーリング「デスクロボ」シリーズ 商品ご紹介

※送料は別途必要

新規ご購入者向け
記念特価
ホームスクーリング 「デスクロボ」 標準価格
→ セット価格 58,800 円
セット価格 63,000 円
LEVEL２：スタータキット+ミッションキット
(税込み 66,150 円)
(税込み 61,740 円)
教育用レゴ マインドストーム NXT 基本セット
（インテリジェントブロック NXT1、充電式バッテリー1、サーボモータ 3、光センサ 1、タッチセン
サ 2、サウンドセンサ1、超音波センサ1 他）
・ジョイボット拡張パーツ（8 歯ギア 2 個）
・AC アダプタ
・教育用 NXT ソフトウェア 1.1 シングルライセンス
・ライントレース用楕円コース
・教材テキスト（特別号・1 号・2 号・3 号・4 号）
・教育用レゴ マインドストーム NXT 拡張セット
（基本セットと組み合わせて二足歩行型ロボットの組立やミッション編ロボット組立が可能で
す。全パーツ数 650）
・二足歩行ロボット組立図
・二足歩行ロボットプログラムガイドブック
教材テキスト（5 号・6 号・7 号）
【オプション・ソフトウェア】

オプション標準価格 1,800 円(税込み 1,890 円)

教育用 NXT ソフトウェア 2.0

（教育用 NXT ソフトウェア 1.1 から 2.0 への変更の場合は、差額 1,800 円にて変更できます）
教育用 NXT ソフトウェア 2.0 シングルライセンス
※データロギング機能がついた 2.0。ご希望の方は商品構成を 1.1⇒2.0 に変更可能です。

デスクロボ会員向け （既にデスクロボシリーズご購入、会員登録済の方）
→ 記念特価
ホームスクーリング 「デスクロボ」 標準価格
セット価格 1,800 円
セット価格 900 円
ミッション編テキスト
(税込み 1,890 円)
(税込み 945 円)
・教材テキスト（5 号・6 号・7 号）
※この商品は、二足歩行セット（旧名）をお持ちの方で、ユーザー登録がお済の方が購入可
能です。

詳細はアフレル・「デスクロボ」シリーズのページ

http://www.afrel.co.jp/mindstorms/nxt/home.html

■販売方式 ： 「デスクロボ」シリーズは、発送方法を 2 通り選択することができます。
●分割受取タイプ（分割配送料無料）
初回にスタート編 5 冊、翌月よりミッション編を 3 回に分けて毎月発送（計 4 回発送）
●一括受取タイプ
スタート編、ミッション編の全 8 冊を一括で発送。

LEVEL2 発 売 記 念 ： 初 め て の ロ ボ コ ン 」 ～ WROJapan 公 式 ガ イ ド ブ ッ ク ～
（日経 BP 社発行）を、ご購入者全員にプレゼント
世界規模で開催されている小中高校生による自立型ロボットコンテスト（ＷＲＯ）の日本初・公式ガイドブ
ック。WRO に参加することの楽しさを子どもたちに伝えると同時に、競技へ参加や課題の解決方法、サ
ポータとなる保護者などの役割についても解説します。
■発行日：2009 年 8 月 3 日 ■定価：1,000 円（税込） ■日経コンピュータ 編
■A4 変型判 ■116 ページ ■発行：日経 BP 社
■ISBN：978-4-8222-6237-2

ホームスクーリング「デスクロボ」シリーズは、アフレルが、レゴ エデュケーション（本社：デンマーク 教育事業
部門）より発売中のロボットキット「教育用レゴ マインドストーム NXT」を素材として、小学校高学年、中学生、高校
生を対象に家庭学習用に開発したものです。より多くの方へロボット製作、制御を身近にかつ楽しく感じていただけ
ることを目指して開発しました。理科離れ、工学部志望者減少といった状況に、アフレルは、「体験による学び、動か
して見える学習成果」をテーマに、科学技術教育、工学教育の一助として、家庭での体験理解を推進していきます。
購入後のさまざまなユーザサポートは「ロボジョイくらぶ」にて対応します。ロボジョイくらぶでは、家庭での継続
的な学習をサポートする各種情報が提供されます。

教育用レゴ マインドストーム NXT
「教育用レゴ マインドストーム」は、MIT（マサチューセッツ工科大学）とレゴ社の協力により開発されました。「教育
用レゴ マインドストーム NXT」は 32bitCPU を内蔵したインテリジェントブロックとセンサやモータ、ギアで自在にロボ
ットを組み立てられるセットです。パソコンで作成するプログラムによって自律制御が可能で、科学技術、ロボティク
ス、コンピュータ教育を強力にサポートするロボットセットです。2006 年 11 月に日本国内発売開始されました。

ロボジョイくらぶ

http://robojoy-club.com/

家庭における継続学習を目指した情報を発信します。楽しいロボットの作り方やプログラムのコツ、家庭でできるロ
ボコン競技内容、さらにロボコン開催情報や、体験教室情報など、メールマガジン（会報）にて情報をお届けします。
また、技術的な Q＆A、FAQ にも対応します。

株式会社アフレル （レゴ エデュケーション正規代理店） http://www.afrel.co.jp/
本社
〒918-8231 福井市問屋町 3-111
カスタマーセンター TEL 0776-25-0303 FAX 0776-25-0309
東京支社
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1-3-6 共同ビル(人形町)2F
TEL.03-6661-9251 FAX.03-3249-3741
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