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家庭学習用ロボット教材
教育用レゴ® マインドストーム® ＮＸＴ「ホーム・スクーリング・セット」
ＣｏＤｅｎモールで販売開始
株式会社アフレル（以下、アフレル、本社：福井県福井市）は、エヌ・テ
ィ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下、NTT コミュニケーションズ
本社：東京都千代田区）が運営するオンラインショップ「ＣｏＤｅｎモール」
にて、家庭学習用ロボット教材・教育用レゴ マインドストーム「ホーム・ス
クーリング・セット」の発売を開始します。
「ＣｏＤｅｎモール」では初めてのロボット教材の取扱いとなります。
「ホーム・スクーリング・セット」は、アフレルが、レゴジャパン株式会社 レゴ エデュ
ケーション（東京都台東区）より発売中のロボット教材キット「教育用レゴ マインドスト
ーム NXT」を素材として、主に小中高校生および親子での家庭学習用に開発されたセットで、
ＣｏＤｅｎモールにおける販売はＮＴＴコミュニケーションズにて、購入後の技術的なユー
ザサポートはアフレルにて対応します。また、同セット購入者は自動的にアフレルが運営す
る「ロボット・エンジョイ・くらぶ」の会員に自動登録され、メールマガジン等により、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。
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教育用レゴ マイノストームＮＸＴ「ホームスクーリングセット」は４セットの種類。
ホッケーロボ等が制作できる基本キット、二足歩行ロボット等が制作できる拡張キットのそれぞれに、
プログラムソフトウェアが２種類（初心者用：教育用 NXT ソフトウェア 1.0、上級者用：ROBOLAB2.9）
があります。
＜製品内容＞ （４セット種類）
●基本キット−初心者用ソフト
NXT‑
SW ホーム・スクーリング基本セット

セット価格 46,600 円

（教育用 NXT ソフトウェア 1.0 利用版、ホッケーロボ等製作用）

(税込み 48,930 円)

教育用レゴ マインドストーム NXT 基本セット
AC アダプタ
教育用 NXT ソフトウェア 1.0 シングルライセンス（CD‑
ROM）
教育用 NXT ソフトウェア 1.0 入門ガイド（特別無償提供）
●拡張キット−初心者用ソフト
NXT‑
SW ホーム・スクーリング二足歩行セット

セット価格 54,800 円

（教育用 NXT ソフトウェア 1.0 利用版、二足歩行ロボ等製作用）

(税込み 57,540 円)

教育用レゴ マインドストーム NXT 基本セット
AC アダプタ
教育用 NXT ソフトウェア 1.0 シングルライセンス（CD‑
ROM）
教育用 NXT ソフトウェア 1.0 入門ガイド
教育用レゴ マインドストーム NXT 拡張キセット
2 足歩行型ロボット組立図（特別提供）
2 足歩行型ロボット・プログラムガイドブック（特別無償提供）
●基本キット−上級者用ソフト
NXT/ROBOLAB ホームスクーリング基本セット

セット価格 47,600 円

（ROBOLAB ソフトウェア利用版、ホッケーロボ等製作用）

(税込み 49,980 円)

教育用レゴ マインドストーム NXT 基本セット
AC アダプタ
ROBOLAB(ロボラボ)2.9 シングルライセンス（CD‑
ROM）
ROBOLAB 2.9 入門ガイド（特別無償提供）
●拡張キット−上級者用ソフト
NXT/ROBOLAB ホームスクーリング二足歩行セット

セット価格 55,800 円

（ROBOLAB ソフトウェア利用版、二足歩行ロボ等製作用）

(税込み 58,590 円)

教育用レゴ マインドストーム NXT 基本セット
AC アダプタ
ROBOLAB(ロボラボ)2.9 シングルライセンス（CD‑
ROM）
ROBOLAB 2.9 入門ガイド
教育用レゴ マインドストーム NXT 拡張セット
2 足歩行型ロボット組立図（特別提供）
2 足歩行型ロボット・プログラムガイドブック（特別無償提供）

ＣｏＤｅｎモール

http://www.coden-mall.ntt.com/

■ＣｏＤｅｎモールのご紹介
NTT コミュニケーションズが運営する安心・安全をコンセプトにしたオンライン・ショッピングモー
ルです。NTT コミュニケーションズが厳選した商品を取り揃えた直営店と、本物を追求する専門店で
構成されています。
クレジットカードのほか、NTT コミュニケーションズが提供する「CoDen ペイメント」や電子マネー
「ちょコム」など、多彩な決済手段をご利用いただけます。
■教育用レゴ マインドストーム NXT 「ホーム・スクーリング・セット」 ご紹介
「教育用レゴ マインドストーム NXT」は、ＭＩＴ（マサチューセッツ工科大学）とレゴ社の協力
により開発された、ブロックやギアで自在にロボットを組み立てられるキットであり、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キットです。
「ホーム・スクーリング・セット」は、教育用レゴ® マインドストーム NXT を動かすための、アフ
レル開発のオリジナル教材「ROBOLAB2.9 入門ガイド」
「教育用 NXT ソフトウェア 1.0 入門ガイド」お
よび同キットで制作した二足歩行ロボットを動かすプログラミング学習用の、
「二足歩行ロボ・プロ
グラムガイド」が添付されています。
特 典
１．プログラミング教材入門ガイド、二足歩行プログラムガイドを期間限定で特別無償提供。
（各ガイド標準価格 2,000 円）
２．LEGO 社 Web からダウンロードが必要な二足歩行ロボ組立図を冊子で特別提供。
３．購入者はもれなく「ロボット・エンジョイ・くらぶ」への会員登録。

ロボットエンジョイくらぶ
家庭学習用ホーム・スクーリング・セット購入者向けに、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。

◆販売開始にあたって
ＩＴを中心とした科学技術教育を推進するアフレルは、昨今の子ども達の理科離れ、工学系学科の志
願者減少等を深刻な問題と捉えています。理科、科学技術への興味向上を図るには、楽しみながら学
ぶ家庭内での学習機会も必要と考え、NTT コミュニケーションズと協力して「ホーム・スクーリング・
セット」を販売し、家庭学習を継続してサポートしていくこととしました。ものづくりの楽しさ、体
験による達成感といった、子ども達の科学技術への興味拡大に貢献していきたいと考えております。

■発売開始：２００７年３月７日（水）より
■発売場所： ＣｏＤｅｎモール http://www.coden‑
mall.ntt.com/
運営企業 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 http://www.ntt.com/
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■開発元 ：
・教育用レゴ マインドストーム NXT
The LEGO Group.（デンマーク）
・プログラム作成用ソフトウェア ROBOLAB２．９.
タフツ大学（米国）
、The LEGO Group.共同開発
・プログラム作成用ソフトウェア NXT ソフトウェア１．０.
National Instruments 社（米国）
、The LEGO Group.共同開発
・ＲＯＢＯＬＡＢ２．９入門ガイド、教育用ＮＴＸソフトウェア１．０入門ガイド、
二足歩行ロボ・プログラムガイド
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