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ロボットを使用した
イベントプロモーションパッケージのご案内

平成20年10月版

株式会社 サンクネット
□ 東京 〒135-0016
東京都江東区東陽 1-25-4-2F
1 25 4 2F
Tel.03-5677-3311 Fax.03-5677-3302

《 運営協同会社 》

□ 大阪 〒532-0011
大阪市淀川区西中島 6-9-20-sF
Tel.06-6101-8151 Fax.06-6101-8145

株式会社ジャイロウォーク

□名古屋 〒460-0008
〒460 0008
名古屋市中区栄2-7-13 10F-13
Tel.052-219-6850 Fax.052-219-6851

www.sanku.net

Robo@sanku.net

ロボットを利用したイベントプロモーションメニュー

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ

■ロボットを利用したイベントプロモーション例
Ⅰ 受付案内ロボットの導入
受付レセプションから、催事会場までを、ロ
ボットに案内させるプランです。
会場への来場者に強いインパクトを与えま
す。

【導入可能ロボット】
■アクトロイド（株式会社ココロ）
（※移動は不可能）
■ワカマル（三菱重工）
■ロボビーＲ（ヴイストン・ＡＴＲ）

ロボットを利用した
ボ トを利用した
イベント

Ⅱ ロボット工作イベント
キッズ対象の工作教室です。簡単なモノづ
くり体験から先端テクノロジーを使ったもの
まで提案。
子どもを預ける事で、ご両親は安心してイ
ベントや商談に臨むことができます。

ロボットを取り入れる 【メリット】

Ⅲ ロボットショー

① 集客のフックとなり、来場者数増加に
直結 特にファミリー、子供、お年寄り。
直結。特にファミリ
子供 お年寄り

ヒューマノイドロボットを演出型で見ていた
だくショーです。実際に観客に操作体験を
していただいくことも可能です
していただいくことも可能です。
参加型のゲーム形式の演出もあり。

② イベント当日のコアコンテンツとして、
高い顧客満足度、及びイベントの成功
に強く貢献
③ ロボットの持つ知的イメージ、未来イ
ボットの持 知的イ
ジ、未来イ
メージ、教育効果がイベントをグレード
アップします。

Ⅳ ロボット体験ステージ
高価なロボットを大集合させた体験型ス
テージ。イベントの集客コンテンツのコアと
して、子供達に一生思い出に残る体験を
提案できるのでファミリー層に圧倒的な訴
求力を発揮します
求力を発揮します。

【導入可能イベント】
■アソブロックでアニメーションを作ろう！
■ロボ トア ムでキャンデ
をゲ ト！
■ロボットアームでキャンディーをゲット！
■プルプルロボットを作ろう！

【導入可能イベント】
■ロボットショー

【導入可能イベント】
■ロボット体験ステージ
■Ⅲロボットショーとのコンビネーション

GYRO WOLK
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Ⅰ 受付案内ロボット 「アクトロイド」／「ロボビーＲ」／「ワカマル」

■アクトロイド

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ

■ロボビーＲ

株式会社ココロが開発した、ヒューマノイドロボッ
ト。まさに人間のように顔の表情があり、身振り
手振りを交えながらナレーションを行う様子は、
人に驚きを与えます
人に驚きを与えます。
まさに未来型のイベントとなります。
ただし、歩行はできずコミュニケーション型です。
2005年の愛知万博で、世界
中で話題となったアクトロイド
の受付嬢。
万博のメインゲートにて受付
案内を行いました。

■ワカマル

国際電気通信基礎技術研究所（ＡＴＲ）が開発
したコミュニケーションロボット。
コミュニケーションと移動が可能です。

■ハードウェア仕様
高さ1100 幅500 奥行き600（ｍｍ） 重量：50ｋｇ
速度：最大1.0ｍ／ec
可能動作：挨拶･抱きしめる･移動する

２００５年に発売された、世界初の市販化され
た家庭用パートナーロボット。
コミュニケーションに重点を置き、各種の情報
提供 コミ ニケ ション また子どもたちと体
提供、コミュニケーション、また子どもたちと体
操を踊ったり、様々な機能を持っている。

■ハードウェア仕様
使用環境条件：バリアフリー・フロア（段差1cmまで）
高さ 100cm
直径 45cm
体重約30kg
車輪による移動
最大移動速度：時速1km
最長2時間連続稼働
充電ステ シ ンで自動充電
充電ステーションで自動充電

GYRO WOLK
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Ⅱ ロボット工作イベント・・・1） 「アソブロックでアニメーションを作ろう！」

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ

「ブ
「ブロックでロボットアニメーションを作ろう！」
ボ
【アソブロックとは？】
■パーツを簡単にくっつけるだけでカッコイイロボットを組み立てることができ
る
る、万能ブロックです。創造力と想像力をポイントに、子供から大人まで夢中
能ブ
す 創造力 想像力をポ
供
大 ま 夢中
にさせる魅力があります。
【実施概要】
■長テ ブル ２ 椅子 １６を配置し 子供たちに着席してアソブロ クを
■長テーブルｘ２、椅子ｘ１６を配置し、子供たちに着席してアソブロックを
組み立ててもらいます。インストラクターが指導にあたります。
完成した自作のロボットを、先端テクノロジーのクレイアニメーション作成ソフ
トを使い、簡単なアニメーションを作成します。その場で完成したアニメを子供
達が見ることができます。
【対象年齢】
■3～12歳（親子での体験イベントとして非常に人気があります）
【制作工程・制作時間】
■10分～30分
（制作内容によります。インストラクターが時間を調節します。）
アソブロック（完成形）

【タイムスケジュール】

■CLAYTOWN
CLAYTOWNは、立体アニメーションを作る・撮る・見る楽しみを実感できるコマ撮りアニメソフト。
キャラクターを作る、動かしながら撮影する、撮影後すぐ再生。
USB接続PC用WEBカメラが必要です
USB接続PC用WEBカメラが必要です。

■イベント開催時間中、常時対応開催。

GYRO WOLK
SANKUNET Inc.
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Ⅱ ロボット工作イベント・・・２） 「ロボットアームでキャンディーをゲット！」

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ

「ロボットアームでキャンディーをゲット！」
【ロボットアームとは？】
■ロボットアームは、組み立てや制御を通して、ロボットの基本と運動の原理
を学べる
を学べる5つの関節のアーム型ロボットキットです。
関節
ム型 ボ トキ ト す
専用コントローラの5つのス イッチで5つのモータを制御し、つかむ・はなす・持
ち上げる・降ろす・手首の回転やベースの旋回などの動作を行わせることがで
き、動作中は各関節のランプ が点灯します。
【実施概要】
■テーブルにロボットハンドを2個配備し、2人同時にテーブルの上のキャン
ディーをロボットハンドで取ってもらいます。
インストラクターが2名つきます。
【対象年齢】
■3～12歳
【時間】
■1人につき1分から3分にて終了します。
（インストラクターが時間を調節します。）
【タイムスケジュール例】
■11:00-12:00 / 13:00-14:00 / 15:00-16:00の各1時間 ｘ 3回の開催。

GYRO WOLK
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Ⅱ ロボット工作イベント ３）・・・「ぷるぷるロボットを作ろう！」

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ

「ぷるぷるロボットを作ろう！」
ぷるぷるロボット

【ぷるぷるロボットとは？】
■3本の金属製の足（レッグロッド）をこまかく振動させて、滑るように進む3匹
のロボット工作キットです。
組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビ スで止めるだけの手軽さ。
スイッチとモーターはコードで配線されていて、電池BOXにコードをつなぐだけ
で配線も簡単です。（プラスドライバー付き。単4形 電池1本が必要。）
短時間で手軽に【モノづくり体験】ができます。カッターを使うことが無いので万
一の事故の心配がありません。
の事故の心配がありません
【実施概要】
■長テーブルｘ２、椅子ｘ１６を配置し、子供たちに着席してぷるぷるロボットを
組み立ててもらいます インストラクター2名が指導にあたります インストラク
組み立ててもらいます。インストラクター2名が指導にあたります。インストラク
ターが科学の原理を伝えることもできます。また製作したロボットを子供達が楽
しく競争させることで大歓声が起きます。

ぷるぷるロボットの他にも、沢山のロボット工作キットがあります。

【対象年齢】
■3～12歳（年少の子供の場合は親子で作ることが可能です。）
【制作工程・制作時間】
■30分～60分
【商品価格】
■￥６８０／体
（イベント主催者が購入して、工作イベント申し込み者にはパッケージ化定。）
【タイムスケジュール例】
■11 00 12 00 / 13:00-14:00
■11:00-12:00
13 00 14 00 / 15:00-16:00の各1時間
15 00 16 00の各1時間 ｘ 3回の開催。
3回の開催

「メカ ビ ト
「メカラビット」
タミヤの定番工作キット。
ぴょんぴょん飛び跳ねま
す。
¥1,029

「ロボダン」
「
ボダ
ダンボールでロボッ
トを作る工作キット。
完成したら色を塗り
ます。
¥980

「ぱ か
「ぱこかー」
箱で車を作る工作キットで
す。
音センサーとモーター搭載。
音に反応してダッシュしま
す。
¥1.980

GYRO WOLK
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Ⅲ ロボットショー

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ
ロボットショーの様子

専用ステ ジによるロボ トシ
専用ステージによるロボットショー
【概要】
■今話題の最先端の二足歩行ロボットを使い、専用プログラ
ムにてロボットショーを行います。
様々なロボットが登場するショーは、ステージ、音響がセットに
なっており、ＭＣ（司会）、音響担当もパッケージになっています。
手軽にロボットショーをイベントのコアコンテンツとして使ってい
ただけます。
【稼動ロボット】
■ロボノヴァ／マノイＰＦ０１／ＰＬＡＩＮ ／ＧＲ０１など、普段は
なかなか見る事ができない、高価で貴重なヒューマノイドロボッ
トが登場します
トが登場します。
【ステージ占有面積】
稼動ロボット紹介

3000(幅) x 2700（奥行き）のスペースが必要となります。
【タイムスケジュール】
■20分／回のショーを、1日３回開催します。
（実施時間案）
11:00-11:20
13:00-13:20
15:00-15:20
15:00
15:20
マノイＰＦ

マノイＡＴ０１

ロボノヴァ

GR001

GYRO WOLK
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Ⅳ ロボット体験ステージ

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ
過去のイベント風景

一生想い出に残るロボット体験
【概要】
■今話題のロボットを間近に見て、触れて、感じていただきます。
コミュニケーションロボットとはロボットとの会話体験ができます。
ミ ニケ シ ンロボ トとはロボ トとの会話体験ができます
ギネス認定の世界一の癒しロボットＰＡＲＯでロボットを抱っこし
癒される。
ロボットペットＡＩＢＯによるロボットダンスや触合いｺﾐｭﾆｹｰｼｮン。
子供達の一生の思いでに残るロボット体験ができます。子供た
ちから大人まで大満足です。
ちから大人まで大満足です
イベントの【集客】＋【知的体験】＋【教育効果】のあるコアコンテ
ンツとして、事前チラシなどでＰＲいただければ広告効果を強く
発揮します。
【稼動ロボット】
■イフボット（コミュニケーションロボット）1体／ハローキティロボ
（コミュニケーション ロボット）1体／ＰＡＲＯ（医療用癒しロボッ
ト）２体/ＡＩＢＯ（世界初の ペットロボット）３体 など、普段はな
かなか見る事ができない 高価で貴重なロボットが大勢登場し
かなか見る事ができない、
ます。
■ＯＰＴＩＯＮによりテーマに合わせたロボットをブッキングできま
す。

稼動ロボット紹介

地震、災害救助→レスキューロボット
受付→アクトロイド
自転車に乗るロボット→ムラタセイサク君等
【必要面積】
最小 3000(幅) x 2500（奥行き）のスペースで展開できます。
イフボット

ハローキティロボ

PARO
AIBO

GYRO WOLK
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株式会社ジャイロウォーク ロボットイベント実績

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ

【ロボットイベント 実績概略】
・百貨店（松坂屋名古屋本店、阪急百貨店本店他）
・住宅ハウジングセンター（ＣＢＣハウジングセンター他）
・コンテンツ系大規模フェスティバル（東京アニメフェスティバル他）
・巨大ショッピングモール集客イベント（イオンモール、イトーヨーカ堂他）
・体験型科学館（イートピア香川、明石市立文化博物館）
・エネルギー技術フェア（嶺南エネルギー技術フェア（福井））
・地域教育イベント（十六銀行主催「ロボットキッズ大集合」）
地域教育 ベ
（十 銀行主催「 ボ キ ズ大集合 ）
・技術系大規模展示会（長野県松本広域工業まつり（長野））
・大規模エンターテイメント施設（スパリゾートハワイアンズ（福島））
・ららぽーと甲子園（兵庫）ジャズドリーム長島（三重）
他実績多数

ロボットの感動を
子どもたちに．．．

GYRO WOLK
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プライス表

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ

Ⅰ 受付案内ロボット

スケジュール及びご予算に応じて、別途見積り致します。

①｢アソブロックで

Ⅱ ロボット工作イベント

Ⅲ ロボットショー

Ⅳ ロボット体験ステージ

①｢ロボットアームで

アニメーションを作ろう！｣

①｢ぷるぷるロボット作ろう！｣

キャンディーをゲット！｣

(教材８０名分含む)

４００，０００円

３４０，０００円

３００，０００円

1日追加料金２１０，０００円

1日追加料金１１０，０００円

1日追加料金２１０，０００円

８５０，０００円／日
，
円 日
１日追加料金３５０，０００円／日

７００，０００円／日
１日追加料金２５０，０００円／日

※人員派遣交通費、出張費は含まれておりません。
※ロボット・資材・機材等の運搬費等経費が含まれておりません。
※消費税は含まれておりません。

GYRO WOLK
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株式会社サンクネット ： パーソナルロボット事業

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ

すべてのロボット事業においてジャイロウォーク社の協力をうけています。

会社名
設立年月日
資本金
代表取締役

株式会社ジャイロウォーク （英文名： GYROWALK Inc. ）
1000万円（2008年6月30日現在）
石古 暢良

2008年春
多種多様なジャイロウォーク社の実績・業界チャネル・業界ネットワークと、
サンクネットのITサポート・ITサービス事業が融合し、両者がパーソナルロ
ボット事業で新たなステージを迎えることに合意しました。

名古屋市栄にロボットの物販、展示を合わせた
「ロボットミュージアム」を開館。

ＲＩＴ企業、研究機関、教育機関、行政等の
中心に位置し ロボットに関する総合的な
中心に位置し、ロボットに関する総合的な
プロデュース業務を推進。

Ｂ２Ｂ事業

www.gyrowalk.com

2005年2月14日（愛の日）

大阪市西区に、『ロボット』商材を集めた
大阪市西区に
『 ボ ト』商材を集めた
実験カフェ「ロボカフェ」を開設。

サ クネ トは 「 ボ ト未来デパ トメ ト
サンクネットは、「ロボット未来デパートメント」の営業を引き継ぐことをきっかけとして、ジャイロウォーク社の実績とノウハウを
営業を引き継ぐ とをき かけとし
ジ イ ウ
ク社 実績と ウ ウを
最大限に活かし、パーソナルロボット事業運営の活性化と推進力につなげています。
GYRO WOLK
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株式会社サンクネット ： 会社概要

ロボット活用 イベントプロモーションパッケージ

「便利」「安心」「ローコスト」 ３つの業務アウトソーシング事業

フィールドサポート事業

株式会社 サンクネット
東京本館
〒135-0016東京都江東区東陽 1-25-4 ブリリアンス丹羽ビル2F
Tel.03-5677-3311 Fax.03-5677-3302
大阪本社
〒532-0011大阪市淀川区西中島 6-9-20 新大阪GHビル2F
Tel.06-6101-8151 Fax.06-6101-8145
東京別館
〒135-0016
〒135
0016 東京都江東区東陽1
東京都江東区東陽1-16-8
16 8 銀座サクラヤビル4F
TEL 03-5677-1670 FAX 03-5677-1672

コールセンター事業

物流センター事業

オンサイトサポート

ヘルプデスク

キッティング

保守メンテナンス

お客さま窓口・受注業務

EC物流、通販物流

リサーチ/ポスティング

事務局運営

DM・メーリング作業

ロボット事業
ボ ト事業
■ ロボット事業ポータルサイト

・・・ www.robo.cx (2008年11月オープン)

■ ロボット・ネットショップ

・・・ www.robox.jp (2008年11月オープン)

グループ会社・関係会社

名古屋
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-7-13ヴィア白川10F-13
TEL 052-219-0850 FAX 052-219-0851

（株）サンクコーポレーション 人材派遣 [ 厚生労働大臣許可番号/般13-13-0058 ]
（株）サンクリレーションズ

グループの新規事業開発、IT情報・IT製品の提供・販売

関東物流センター [代表・第一センター]
〒354-0046 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東14-10
TEL 049-274-3036 FAX 049-274-3037

東和サンクサービス（株）

POSシステム保守 [東和メックス（東証二部）との合弁 ]

（株）エスビーエス

アライアンス企画・管理、人材開発・人材教育

埼玉技術サービスセンター
〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田35-1

（株）ティービーエス

物流サービス・流通加工専業会社 [ 出資提携先 ]

サンクネ ト共済会
サンクネット共済会

提携先事業者向け福利厚生団体 [ 全労済と団体契約 ]

他 コールセンター、物流センター
（東京・大阪・埼玉に計5拠点）

www sanku net
www.sanku.net

株式会社サンクネットはプライバシーマーク取得企業です。

GYRO WOLK
SANKUNET Inc.
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株式会社 サンクネット
www.sanku.net

「便利」「安心」「ローコスト」

TEL

0120-039-564
info@sanku.net

E-Mail

東京 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 埼玉

