正規代理店

NEWS RELEASE
2010 年 11 月 16 日

株式会社アフレル

教育用レゴ® マインドストーム®NXT
家庭学習用セット｢デスクロボ｣シリーズ

新教材 カラーセンサ編 発売開始のご紹介
発売記念キャンペーンのご案内

&

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「デスクロボ」シリーズに、新教材カラーセンサ
カラーセンサ編
カラーセンサ編を新たに
開発し発売を開始します。新発売を記念してキャンペーンを実施します。
＜＜ 新発売 ＞＞
2010 年 10 月に教育用レゴ マインドストーム NXT 専用カラーセンサが新発売されました。
このカラーセンサを使ったロボットづくりや、ロボコンに向けたプログラム制御を
詳しく解説
しく解説した
解説した教材
した教材テキスト
教材テキスト「
テキスト「カラーセンサ編
カラーセンサ編」新発売。
発売日：2010 年 11 月 22 日（月）
カラーセンサ編は、スタート編とあわせて、基本ステップとして位置づけられます。
■「デスクロボ」シリーズは、2 つのステップ。
１）基本を学ぶスタート編（テキスト 5 冊）＋ カラーセンサ編（テキスト 1 冊）
２）さらにいろいろなロボットにチャレンジするミッション編（テキスト３冊）

＜＜キャンペーン
＜＜キャンペーン＞＞
キャンペーン＞＞
その１：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２大特典。
1）期間限定特別価格でご提供
2010 年 11 月 22 日（月）～2011 年 1 月 31 日（月）特別価格で販売します。
2）「初めてのロボコン」～WROJapan 公式ガイドブック～をご
ご購入者全員にプレゼント
購入者全員にプレゼント
その２：「デスクロボ」を販売するアフレルのオンラインストア開設 4 周年記念同時キャンペーン
・冬の味覚の王者「
「越前ガニ
越前ガニ」
ガニ」が当たる！
たる！
2010 年 11 月 22 日（月）～12 月 14 日（火）に「デスクロボ」を
アフレル・オンラインストアで新規ご購入の方の中から抽選で２名様に
産地直送の「越前ガニ」をプレゼントします。
写真はイメージです

― － ― ― － ― ― － ― ― － ― ― － ― ― － ― ― － ― ―
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 マーケティング部 担当：山崎 TEL 0776-25-0303 FAX 0776-25-0309
E メール contact ＠ afrel.co.jp
アフレル ホームページ http://www.afrel.co.jp/
商品の拡大画像等はこちら http://www.afrel.co.jp/press/

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）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。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、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。
■ホームスクーリング「デスクロボ」シリーズ 商品ご紹介
「デスクロボ」

標準価格
記念特価
セット価格 54,800 円
セット価格 52,600 円
(税込み 57,540 円)
(税込み 55,230 円)
※送料は別途必要
教育用レゴ マインドストーム NXT 基本セット
教育用 NXT ソフトウェア 2.1 シングルライセンス
AC アダプタ 、カラーセンサ（レゴ社製）
(教材)
■スタート編
テキスト(特別号・1 号・2 号・3 号・4 号)
ライントレース用楕円コース
■カラーセンサ編
テキスト（1 冊）、専用コース、カラーブリック
標準価格
記念特価
セット価格 66,000 円
セット価格 63,800 円
(税込み 69,300 円)
(税込み 66,990 円)
※送料は別途必要
教育用レゴ マインドストーム NXT 基本セット
教育用 NXT ソフトウェア 2.1 シングルライセンス
AC アダプタ、カラーセンサ（レゴ社製）
教育用レゴ マインドストーム NXT 拡張セット
(教材)
■スタート編
テキスト(特別号・1 号・2 号・3 号・4 号)
ライントレース用楕円コース
■カラーセンサ編
テキスト（1 冊）、 専用コース、カラーブリック
■ミッション編
テキスト(5 号・6 号・7 号)
ミッション用コース(3 枚)
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

→

スタートセット

「デスクロボ」
スタート＋ミッションセット

→

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、翌月にカラーセンサ編、翌々月よりミッション編を 3 回に分けて毎月発送
（計 5 回発送）
●一括受取タイプ
スタート編、ミッション編の全 9 冊を一括で発送。

カラーセンサ編
カラーセンサ編発売記念：
発売記念：「初めてのロボコン」～
めてのロボコン」～WROJapan
」～WROJapan 公式ガイドブック
公式ガイドブック～
ガイドブック～
を、ご購入者全員にプレゼント
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

カラーセンサ発売記念
カラーセンサ発売記念 ＆ アフレル・オンラインストア開設
アフレル・オンラインストア開設 4 周年記念
「越前ガニ
越前ガニ」
」
プレゼント
ガニ
12 月 14 日はアフレル・オンラインストア開設 4 周年。
2010 年 11 月 22 日（月）～12 月 14 日（火）に「デスクロボ」を
アフレル・オンラインストアで新規ご購入の中から抽選で２名様に、
産地直送の「越前ガニ」をプレゼントします。

「越前ガニ」内容予定：ゆでガニ（ズワイ（雄）１、セイコ（雌）2）
発送日ご相談の上、年内にお届け。

写真はイメージです

教育用レゴ
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://robojoyhttp://robojoy-club.com/（インターネット上の会員制コミュニティ）
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
東京支社

〒918-8231 福井県福井市問屋町 3-111
TEL 0776-25-0303 FAX 0776-25-0309
〒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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