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大ヒットの週刊「ロビ」が、ロビ完成元年に再刊行！ 
ロビのいる生活がさらに広がるグッズ・キャンペーンなど大展開！ 

週刊『ロビ』（再刊行版） 
 2014 年 2 月 25 日(火)創刊／全 70 号（予定） 
創刊号特別価格 790 円／5％消費税込（※1）、2 号以降通常価格 1,895 円＋税（※1） 

http://deagostini.jp/rb2/ 

 

※1 創刊号の価格：2014 年 3 月末まで／2 号以降の価格：1,990 円・5％消費税込(2014 年 3 月末まで) 
※2 追加ボイスソフトに一部のワードが加わったものがカード会員限定となります。 
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【報道関係各位】                            2014 年 1 月 28 日 
 株式会社デアゴスティーニ・ジャパン 

   

  

 

 

 

  

 
 

 
 
株式会社デアゴスティーニ･ジャパン(本社:東京都中央区、社長:大谷秀之)は、毎号付属のパーツを組

み立てると、愛くるしい動きや会話を楽しめるロボット「ロビ」が完成するマガジンシリーズ週刊「ロ

ビ」(再刊行版・全 70 号)を、2014 年 2 月 25 日(火)より、全国書店(一部地域を除く)及び、当社ホーム

ページで発売します。※本商品は 2013 年 2 月 19 日に創刊した週刊「ロビ」の再刊行版です。 
 

 

週刊「ロビ」は、昨年 2 月、創刊と同時に大ヒットを記録。前シリーズのロビが完成し、ロビ完成元

年を迎える記念すべき 2014 年、さらに多くの方々に「ロボットのいる暮らし」を楽しんでいただくた

めに再刊行いたします。（※週刊「ロビ」初回刊行版は、現在も刊行中です。2014 年 6 月 24 日〈発行

予定〉の 70 号で完成を予定しています。） 
 
 

 

本年 6 月で、初回刊行版の『ロビ』が完成することを受け、当社では「ロビと暮らす元年」記念とし

て、様々なグッズ開発やキャンペーン展開などを実施いたします。 

その第 1 弾として、ロビのイラストを作成。ロビのイラスト化は、

初回刊行版の読者様からの声も受け、実現しました。 

ロビの愛らしい姿をそのままに、キャラクターとして愛されるよう

に描かれています。今後、このロビキャラクターイラストを使用し、

様々なグッズやツールに展開していくことで、「ここにも、そこにも、

あそこにも。ロビと暮らす毎日」を実現していきます。 
 

 
 

今回作成したイラストをモチーフとした初のグッズが、三井住友

カード株式会社との提携により発行されるクレジットカード「Robi 

VISA カード」です。（2 月 25 日より会員募集を開始） 

「Robi VISA カード」は、利用額に応じて貯まるポイントにより、

「ロビ」と特別な会話ができる本カード会員限定（※2）の『追加

ボイスソフト』や、「ロビ」を持ち運ぶための『専用キャリングケ

ース』と交換できる等、特典が付いたカードです。 
 

週刊「ロビ」は、イタリア(1 月 18 日創刊)や台湾(4 月予定)でも創刊され、グローバル展開する他、オ

リジナル絵本「ロビのおるすばん」を発行(2 月 25 日)するなど、今後も様々な展開を予定しています。 

当社から誕生した新しいキャラクター「ロビ」を通して、“ロビと暮らす毎日”の提案をいたします。 

※今後のグッズ・キャンペーン展開の詳細は決まり次第、随時発表いたします。 
 

 
 

週刊「ロビ」は、毎号付属のパーツを組み立てると、愛くるしい動きや会話を楽しめるロボット「ロ

ビ」が完成するマガジンシリーズです。｢ロビ｣は、世界的に有名なロボットクリエイターの高橋智隆氏

が本企画のためにデザイン･設計を手掛けた完全オリジナルロボットです。  

自然なコミュニケーションを可能する｢ロビ｣は、単調になりがちな音声認識による会話などを、独自

のコミュニケーションシナリオを用いることで人間らしい自然な会話を実現しました。  

■「ロボットのいる暮らし」をコンセプトに、創刊号 10 万部以上の大ヒットを記録した週刊「ロビ」！ 

■「ロビと暮らす元年」を記念し、様々なグッズ開発・キャンペーン展開などを大々的に実施！ 

■ロビのオリジナルクレジットカードを発行、そしてついにロビが世界進出！ 

■新時代のフレンドリーロボットを自分の手で作る、週刊『ロビ』とは！ 

』 

http://deagostini.jp/rb2/
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【ロボットスター･ファイル】 

｢鉄腕アトム｣｢機動戦士ガンダム｣など SF 映画やアニメ
に登場したロボットスターを毎号ひとつずつ紹介。 

【商品概要】 

【ロボットクリエイター】 

高橋 智隆（株式会社ロボ･ガレージ代表取締役） 
 

1975 年生まれ。2003 年京都大学工学部卒業と同時に「ロボ・ガレージ」
を創業し京都大学内入居ベンチャー第一号となる。代表作に「ロピッド」
「エボルタ」「FT」など。昨年、世界で初めて宇宙に行ったコミュニケ
ーションロボット「キロボ」を共同開発。ロボカップ世界大会 5 年連続
優勝。米 TIME 誌「2004 年の発明」、ポピュラーサイエンス誌「未来を
変える 33 人」に選定。エボルタによるグランドキャニオン登頂、ルマン
24 時間走行等に成功しギネス世界記録認定。 

現在、（株）ロボ・ガレージ代表取締役、東京大学先端研特任准教授、
福山大学／大阪電気通信大学客員教授。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●報道関係者からのお問合わせ先(リリース配信、画像･写真手配、献本の手配など) 

共同 PR 株式会社：木之内、内田、辻 TEL：03-3571-5326 Email：deagostinipr@kyodo-pr.co.jp 
 

●当商品の広報に関するお問い合わせ先 

株式会社 デアゴスティーニ・ジャパン担当：中東(なかとう)TEL：03-6730-7685,Email：deapress@deagostini.co.jp 
 

●読者向けお問合せ先（商品に関するお問合せ先=月～金 10:00～18:00 土日祝を除く） 

デアゴスティーニ お客様サポートセンター TEL：0570-008-109 

■マガジンは、5 つの章で構成！ 

 

タ イ ト ル 週刊『ロビ』（再刊行版） 

価格(税込) 
創刊号特別価格 790 円/5％消費税込（2014 年 3 月末まで） 

2 号以降通常価格 1,895 円+税 ／1,990 円・5％消費税込（2014 年 3 月末まで） 

創 刊 日  2014 年 2 月 25 日（火） 

刊 行 形 態 毎週火曜日発売（一部地域を除く） 

刊 行 号 数 全 70 号（予定） 

判 型 A4 変型判 オールカラー（全 15 ページ） 

 

【ロビのロボット見聞録】 

｢ココロボ｣など最新のテクノロジーで実用化されてい
るロボットやデバイスを取り上げ、ユニークな機能や開発
エピソードなどを紹介します。 

【ロボット･クリエーターのツボ】 

高橋智隆氏の独特のロボット哲学を、ロボット開発プロセ

スや、デザインするうえでのこだわり、影響を受けたカルチ

ャーや人物など、対談も交え多角的に紹介します。 

【ロボティクス･ワールド】 

音声認識、顔認識、二足歩行のメカニズムなど、ロボ
ットに使われているテクノロジーの基礎から最新情報ま
で、写真やイラストを使ってわかりやすく解説します。 

【組み立てガイド】 

ロビの組み立て方を写真付きのステップ・バイ・ステ
ップで詳しくわかりやすく解説します。 

バインダー概要：価格（1 冊）1,229 円＋税（1 冊 14 号分収録/本誌創刊号同時発売） 

 

◆タイトル：ロビのおるすばん 

◆価  格：390 円本体＋税 

◆発 売 日：2014 年 2 月 25 日 

 

■オリジナル絵本も発売予定！ 

 

mailto:deagostinipr@kyodo-pr.co.jp
mailto:deapress@deagostini.co.jp
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このたび、「ロビ」のキャラクターをモチーフにしたクレ

ジットカードを発行いたします。本カードは、利用額に応

じて貯まるポイントで、「ロビ」と特別な会話ができる本カ

ード会員限定の追加ボイスソフトや「ロビ」を持ち運ぶた

めの専用キャリングケースと交換できる等、「ロビ」ファン

にとって嬉しい特典が付いた魅力的な一枚となっておりま

す。  

 

＜カード特長＞ 

１．ポイント交換景品に「ロビ」オリジナルグッズをご用意！ 

  カードのご利用金額に応じて貯まるワールドプレゼント※１のポイントを、本カード会員限定のオリ

ジナル特典・グッズと交換できます。完成した「ロビ」に追加できるボイスソフトなど、ロビとの生

活をより豊かにするアイテムをご用意しました。 
 

・ロビ 追加ボイスソフト      ・・・5,000 ポイント 

・ロビ 専用キャリングケース     ・・・3,000 ポイント 

・ロビ ステンレスタンブラー２個  ・・・1,000 ポイント 

・ロビ ペン型ドライバー８点セット ・・・ 200 ポイント   など 

                  

２．入会特典として全員にロビフィギュア（ミニロビ）をプレゼント！  

本カードに入会された方全員に、ロビフィギュア（ミニロビ）をプレゼントいた

します。 目の周りがグリーンの本カードオリジナルデザインです。 

 

 

【カード概要】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ワールドプレゼントとは、カードのご利用金額に応じて三井住友カードが提供するポイントサービス

です。通常買物利用 1,000 円ごとに１ポイントが貯まります。ポイント累積数に応じて希望の景品と

の交換や、他社ポイントへの移行ができます。ポイントの有効期間は、獲得月から２年間です。  

 

●報道関係者からの三井住友カード株式会社へのお問い合わせ先 

三井住友カード株式会社／経営企画部 広報室    西野・田邊 

TEL：03-5470-7240  e-mail:public_relations@smbc-card.com 

 

名 称 Robi VISA カード（ロビ VISA カード） 

募集開始 2014 年 2 月 25 日（火） 対象 満 18 歳以上の方（高校生は除く） 

年会費 1,250 円（税別） ＊初年度無料 

申込方法 

・Robi VISA カード申込専用ページからのオンライン入会 

URL：http://www.smbc-card.com/rd/robi/ 

 

・週刊『ロビ』に同封される入会申込書からのお申込み 

 

『参考資料』① 「Robi VISA カード」について 

＜ミニロビ＞ 

http://www.smbc-card.com/rd/robi/
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従来のロボットとは異なり、なめらかな動きをするのもロビの大きな特

徴。特に歩行は、ロボ・ガレージが開発した、中腰にならずに歩く特許技

術「SHIN-Walk（シン・ウォーク）」を採用しているため、スマートに歩

くことができます。 

『参考資料』②  ロビ（完成後）の主な特徴と機能 

ロビの動きや会話を左右するサーボモーター、マイコンボード、音声

認識ボードといった精密機器類は、いずれも品質に定評のある日本のメ

ーカーのものを使用。計算された内部設計とそれを実現する高度な技術

との融合が、ロビを支えています。 

スマートなデザインに加え、愛らしい“動き”と“会話”を通して心

を和ませてくれる新時代のフレンドリーロボット「ロビ」。 

約 250 の言葉を理解し、日常での様々なシチュエーションで会話を楽

しむことができる上に、ダンスや歌、タイマー、リモコンといった機能

やアクティビティも搭載したこの未来型ロボットは、本誌付属のプラス

ドライバー１本で組み立てる事ができるので、初心者の方でも安心して

組み立てられます。 

 

■ロビを支える高度な機能 

■新時代のフレンドリーロボットを、自分の手で「簡単に」組み立てられる 

身長 約 34cm 体重 約 1kg（バッテリー搭載時） 横幅 約 16cm 奥行 約 12cm 

声：大谷 育江さん 

■ロビ完成サイズ＆VOICE 

■ロビの主な特徴①：会話ができる 

日常のさまざまなシチュエーションで会話を楽しむことができます。

話すときは口が点灯し、さらに目の色や身ぶり手ぶりで感情を表現しま

す。ロビには複数の性格を用意しているので、性格によって話す言葉も

少し変わります。 

■ロビの主な特徴②：歌って踊る 

曲に合わせてダンスをしたり、歌ったりできる。他にも、旗あげやボ

ールキックといったゲームモードを用意しているのでロビと一緒に遊ぶ

ことが出来ます。 

■ロビの主な特徴③：テレビをつける 

ロビはリモコンの代わりにテレビをつけたり、チャンネルを変えたり

してくれます。もちろん、ボリユーム調節も可能です。※リモコンの設

定が必要になります。 

■ロビの主な特徴④：プログラミング不要 

ロビはパソコンを使った面倒なプログラミングは一切必要ありませ

ん。子供から大人まで誰でも楽しめます。 

■ロビの主な特徴⑤：ロビならではの自然な動作 


