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2018 年 3 月 

 

ロボットと人が共生する新たな暮らしを提案 

百貨店初の、ロボット専門ショップ 

「ロボティクススタジオ」 

2018 年 3 月 1 日（木） 新宿髙島屋 9 階に拡大オープン！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 3月 売場完成予想 

 

 

ロボットは、現在、技術革新により既存商品カテゴリーに収まらないものやＩＯＴ製品が次々に

登場し、それらは今後ますます加速することが予想されます。そして、スマートフォンのように生

活に密着し必要なものへと進化し、私たちの生活を一新させる可能性を秘めています。そうした中、

髙島屋は 2017年 10月 4日に、新宿店で百貨店初となるロボットを取り扱う常設売場、「ロボティク

ススタジオ」を立ち上げました。 

 

新宿店では、2018年 3月 1日（木）、売場面積を約 2倍に拡大しロボットからＩＯＴ製品まで品

揃えを充実させ、さらにこの売場の最大の特徴である体験を進化させることで、他では提案できな

い「ロボットと人が共生する新たな暮らしの提案」を目指します。 
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■売場概要  

 ・展開場所   ：新宿髙島屋 9階（東京都渋谷区千駄ヶ谷 5－24－2） 

 ・売場面積   ：①9階常設売場     約 20㎡へ拡大（2018年 3月 1日） 

          ②9階イベントスペース 約 30㎡（期間限定：2018年 3月 1日～6日） 

 ・ターゲット層 ：３世代ファミリー  祖父母と繋がる両親・孫世代 

 

■売場コンセプト  

ロボットと共生する新たな暮らしの提案 

コミュニケーションやエンターテインメント、癒しやケア・サポートを提供するロボットをコンサル

ティング販売。最新の機能や技術を有したロボットやＩｏＴ製品などの未知の商品との出会いを、髙

島屋ならではの強みである接客販売とコト体験（実機体験・イベント・教室･体験会）、コンシェルジ

ュロボット配備で演出し、今までにない新たな価値を感じることができる生活スタイル提案をします。 

 

■商品展開  

①9階 常設売場（20㎡） 

●「コミュニケーション型」 16SKU （2017年 10月 8SKU） 

会話機能はもとより、暮らしに役立つ情報の提供、また、遠く離れた方と連絡を取ることができるデバ

イス的な意味合いも含めたコミュニケーションロボット。ラインアップを充実。 

 

トヨタ自動車のコミュニケーションパートナー、KIROBOmini。 

KIROBOminiは、手のひらに乗るぐらい小さな相棒です。座高は 10

センチですが、首や腕を振ったり、うなずいたり、かわいい表情

で、ココロを伝えてくれます。言葉やココロのキャッチボールを

重ねて、少しずつかけがえのないパートナーとして成長していき

ます。 

 

 

＜トヨタ自動車＞ＫＩＲＯＢＯ mini 税込 42,984円  （別売）キャリーケース 税込 6,426円↑ 

 

もしも、ユニボがあなたの家にやって来たら…。「ただいま」と帰ると

「おかえりなさい」と迎えてくれる。家族みんなの顔、趣味嗜好を覚

えてくれて、誰かが落ち込んでいるときには励ましてくれたり、一緒

に楽しみ、たくさんの思い出を記憶してくれる。 

ユニボは感情表現を持ち合わせ、家族の有能な秘書となり、かけがえ

のない愛すべき家族の一人に、きっとなれるはず。学習をし続けるパ

ートナーロボット、それがユニボです。 

＜ユニロボット＞ユニボ  税込 170,640円↑ 
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二足歩行はもちろん、歌って踊れる、日本初の本格的キャラクター型コミュニケ

ーション・ロボットです。家族や友達を最大 12名まで認識し、それぞれの会話力

を成長させることができます。また、胸に搭載した液晶パネルでは、絵本やアニ

メなどの動画を楽しむことが可能です。Wi-fi接続の課金サービスに加入していた

だくとフルスペックでお楽しみいただけますが、加入していなくてもお楽しみい

ただけます。 

 

 

＜講談社＞コミュニケーション・ロボット ATOM 税込 229,932円↑ 

※3月 1日から 6日のみ展示いたします。ご予約承りのみで、お渡しは 2018年 9月以降予定です。 

 

ペットのように可愛い英会話ロボット「チャーピー」は、音声認識で発音を

認識し、クラウド上のデータベースと連携することで、数万通りの英会話を

教えてくれる本格的な英会話ロボットです。チャーピーは５人までの顔を認

識し、各人のレベルに応じたフレーズで会話をしてくれます。レベルは初級

から TOEIC800点級まで１２段階の診断が可能。家に留学生が来たかのよう

に、毎日自宅で楽しく英会話学習ができます。 

※お渡しは、3月 16日以降となります。 

 

＜ＣＡＩメディア＞チャーピー・チョコレート  税込 58,000円↑ 

 

②9階 エスカレーター前イベントスペース（期間限定：3月 1日から 6日まで） 

●「ライフスタイル型」 約 20SKU（2017年 10月 3SKU） 

日々の暮らしを便利にするロボットやＩＯＴ製品を充実。ご家庭のリビングダイニングを再現したコー

ナーで、ロボットやＩＯＴ製品がより身近に体験いただけます。 

【ライフサポート】 

 

世界初※の全自動洗濯物折りたたみロボット。乾いた洗濯物を入れる

だけで、人工知能が衣類の特徴を認識し、ロボットアームが衣類に最適

な折りたたみを行います。家族別に分類することも可能です。家事の時

間とプレッシャーから、あなたの大切な人を解放し、人と衣類の新しい

関係を生み出します。3月 1日から 6日は、仕分け後の状態を確認でき

るモデルを展示し、折りたたみのプロセスとそれを実現するテクノロジ

ーの概要の説明をいたします。7日以降はモックタイプ展示。 

※2016年 10月 4日時点、家庭用衣類折りたたみ機において 

＜セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社＞ランドロイド 税込 1,998,000円～↑ 

※ご予約承りのみです。 
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アプリから Wi-Fi 経由で家電を操作する製品です。赤外線リモコンをスマー

トフォン 1 台にまとめられ、主なリモコンデータは登録済みなのですぐに使

えます。外出先から家電のリモート操作も可能で、本体に搭載の温度・湿度・

照度センサーで状況を確認しながら帰宅前やペットのいる空間のエアコンを

適切にコントロールできます。また、スマートスピーカーにも対応しており、

声で家電を操作することもできます。 

 

＜ラトックシステム＞スマート家電コントローラ 税込 7,560円↑ 

 

鍵や財布など大切なものに取り付けて、落とし物や失くし物を見

つけることができるスマートトラッカーです。スマートフォンと

Bluetooth®で接続し、スマートフォンから TILEを鳴らし、落とし

物や失くし物を見つけたり、TILE からスマートフォンを鳴らし、

探したりすることができます。 

 

 

＜Tile＞Tile Slim 税込 3,651円↑ 

 

まるで家族の一員！“気配り上手な”ルームメイト 

大人気「ロビ」シリーズ第3弾となるマイルームロビは、TVリモコンセンサー、気温・

湿度センサー、人感センサー、照度センサー、おでこセンサーを搭載。お部屋の環

境を認識し、ユーザーの行動に反応してたくさんおしゃべりしてくれます。カレン

ダー機能で季節や時間に応じたおしゃべりも可能。 

まるで家族のように生活に溶け込む、“気配り上手な”ルームメイトと今までにな

い新しいコミュニケーションをお楽しみください。           

＜タカラトミー＞マイルームロビ  税込10,584円↑ 

 

【セラピー】 

発表から１週間で動画再生回数が 1000万再生したしっぽのつ

いたクッション型セラピーロボット、Qoobo。そっと撫でるとふ

わふわと、たくさん撫でるとぶんぶんと、しっぽを振って応え

てくれます。撫で方によって変化する反応を、撫でる人が解釈

して擬似的な心のやりとりを生み出します。それは、動物のよ

うにあなたを癒すコミュニケーション。しっぽセラピーで、癒

しのある毎日が始まります。 

 

＜ユカイ工学＞Qoobo 予価 税込 14,040円↑ 
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【ヘルスケア】 

Android Wear搭載で、タッチスクリーンのスマートウォッチです。活動量

のトラッキングに加え、心拍センサー、音楽コントロールやストレージ、

コネクテッドＧＰＳなどの豊富な機能を備えた丸型のステンレススチール

製ケースで、モダンでファッショナブルなウェアラブルです。ビジネスか

らフォーマルシーンまで様々なシーンにマッチします。 

 

 

＜MISFIT＞Jet Stainless Steel/Black silicon MIS7000 税込 27,864円↑ 

【ホームセキュリティ】 

スマートロックロボット「Akerun」は、あなたの身の回りのあらゆる扉に

イノベーションを起こせる、ユニークな、しかし実にインテリジェンスな

デバイスです。スマホで鍵を開け閉め、鍵を家族で共有、家族の鍵利用を

リアルタイム通知など、家庭内のさまざまなシーンでの利用が期待できま

す。 

 

 

スマートロックロボット Akerun 税込 38,880円↑ 

 

詐欺や売り込みなどの迷惑電話を自動的に着信拒否するデバイス。今お使

いの電話機に接続するだけですぐに使い始めることができます。警察など

から提供された迷惑電話番号のリストをもとに、該当の着信があった際に

赤いランプで警告し、迷惑電話を拒否します。リストはユーザーが報告し

た電話番号などをもとに日々更新されます。 

 

 

＜トビラシステムズ＞トビラフォン 税込 11,880円↑ 

 

【ＩＯＴ知育玩具】 

数字やアルファベットの形をした木のブロックとタブレットを用いて学べる知

育教材。数の数え方や足し算、引き算、アルファベットなどを遊びながら学ぶ

ことができます。対象年齢は 2歳から 8歳までで幅広く利用できます。本シリ

ーズは数字を使った学習用キット「Numbers」、アルファベットを使った英語学

習用キット「Letters」があります。 

 

 

＜marbotic＞Smart Numbers 税込 5,184円↑ 

 



6 

 

●「プログラミング型」  10SKU （2017年 10月 5SKU） 

簡単に組み立ててプログラミングが学べるロボット。2020年の次期学習指導要領を控え、プログラミン

グへ関心が高まっている中、さらにラインアップを充実しました。 

 

PETSは、プログラミングの概念を取り入れ「論理的思考力」を養

う為に開発されたロボット教材です。実際に触れるブロック型の命

令を組み合わせて、ロボットを動かす事ができます。パズルのよう

な課題をルールに従って解決していく中で、お子様の思考力・関係

整理力・ 異なる視点から物事を捉える力を鍛えます。  

 

2016年 eラーニングアワード プログラミング特別部門賞受賞  

2017年 キッズデザイン賞受賞 

＜株式会社 for Our Kids＞PETS for Home 税込 21,600円↑ 

 

●「エンターテインメント型」 6SKU（2017年 10月 6SKU） 

子供から大人まで楽しめるエンターテインメント性を有したロボット。 

 

映画「スター・ウォーズ」シリーズに登場する銀河帝国軍の機

動歩兵「ファースト・オーダー ストームトルーパー」のデザイ

ンをしたヒューマノイドコミュニケーションロボット。音声認

識、顔認識、巡回機能、ARアプリに対応。顔認識で同時に 4人

までの顔を登録し、それぞれに異なる反応を返すコミュニケー

ション機能を搭載。いまだかつてない、クールなロボット。一

緒に遊べば遊ぶほどなついてくれます。まるで映画のキャラク

ターのような感情表現で気持ちに応えてくれます。 

＜UBTECH＞First Order Stormtrooper 税込 42,984円↑ 

 

■ロボティクススタジオに、コンシェルジュロボットが新登場！ 

身長 58cmの NAOは、魅力的で、インタラクティブな、カスタマイズ可能なコン

シェルジュロボット、ソフトバンクロボティクス社のＮＡＯ。ロボティクススタ

ジオの新たな販売員として、3月 1日から配備いたします。お客様へＮＡＯがロ

ボットをお薦めします。 

 

※3月 1日から店頭展示開始。 

 

 

 

© SoftBank Robotics 
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■イベント（9階エスカレーター前イベントスペース内）  

① 「テレノイド体験会」 

テレノイドは人間同士が対話をするためのアンドロイドロボ

ットです。「人らしい存在感」を表現するために、あえて「必

要最小限の見た目と機能」というデザインコンセプトで作ら

れました。性別や年齢、人種などの特徴を省くことで想像力

を刺激し、操作側の存在感を伝えます。インターネット通話

とハグ動作などの遠隔操作を組み合わせています。テレノイ

ドとの会話体験そして操作体験をお楽しみください。 

協力：株式会社テレノイド計画 

・3月 1日（木） 各回 30分 各回先着 5名さま 

午前 10時 30分～ ②午後 1時～ ③午後 3時～  

 

② 「ロデム体験会」 ※百貨店初 

RODEM（ロデム）は 21世紀の少子高齢化の中で、 誰もが暮らしやすい社

会を実現したいとの思いで開発された既成概念にとらわれない新しい製

品で、ユーザーの生活空間を広げ、質の高い生活を実現するための移動

を支援します。ユーザーの思いにより、時にはロボット、時にはビーク

ル（乗り物）、時には車いすに。ユニバーサルデザインの全くあたらしい

モビリティ型 RIDE-ROIDです。今回体験会で、椅子まどからの移乗、ロ

デムに乗りながら操作など、ご家庭での使用を想定した一連の流れで、

体験ができます。 

協力：株式会社ＣＢＣ 

・3月 2日（金） 各回 30分 各回先着 5名さま 

午前 11時～ ②午後 1時～ ③午後 3時～  

 

■教室イベント（キッズクラブ会員様限定キッズクラブスクール内）  

①「ロボット教室」 

Makeblock社 mBotを用いたロボット教室。小学生向けプログラミング＆STEM教育スクール「STEMON」を

運営している株式会社ヴィリング協力。 

・対象：＜A＞5～9歳までのお子様と保護者様 ＜B＞9～12歳までのお子様と保護者様 

・定員：＜A＞＜B＞3～6組(最大 12人) 

・開催：2018年 4月から 

 

 

 

以 上 

 


