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集客・宣伝告知・教育 各種イベントのロボットの出演承ります
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GO TO FUTURE with MyROBOT

株式会社エルエルパレス ホビーロボット事業部 「ロボットフォース」

PUSH

こんなロボット見たことナイ！ 単体でも出演可能です。

個性的なステージ用ロボット
1 セリフやプログラムをイベントに合わせてカスタマイズできます！
2 会場内を歩き回ってパフォーマンス！注目間違いなし！
キッズタイプヒューマノイド

『ファイブ』

ゴミ箱型ロボット

『プッシュくん』

・ 身長 ： 60cm

・ 身長 ： 80cm

・ 体重 ： 4.2kg

・ 体重 ： 7.0kg

花束を渡すファイブ

歩き回れば、必ずみんなが寄ってきます

プッシュくんは吉本興業＆明和電機
が主催したお笑いロボットの大会
「バカロボ 2007」「バカロボ 2008」
で決勝戦まで勝ち進みました！
子供達と握手をするファイブ

ステージ映えするプッシュくん。

ファイブは、2008 年の「第一回
お手伝いロボットプロジェクト」
で準優勝しました。

ドッグワン

イヌ型ロボット

『DOG-WAN』

・ 体長 ： 60cm
・ 体重 ： 4.0kg

高速歩行ロボット

一般公募によるロボットのデモンス

『ビグ ・ グランデ』

トレーション＝自慢大会「ロボスター」

・ 体長 ： 102cm
・ 体重 ： 10.8kg

歩行距離が長いときや時間がかかるステージはおまかせっ！

イチバン、ウケがいいのがこの DOG-WAN

大きいロボットはそれだけで横ばれます！

というコンテンツも用意できます。

大人気！格闘用本格二足歩行ロボットの格闘競技や障害物競争

二足歩行ロボット競技会
1 ＴＶ等で話題のロボットバトルで集客効果抜群！
2 一般公募型、選手選抜型どちらでも対応できます。
3 企業名を冠したエキシビション大会もご提供できます。
弊社では西日本最大の二足歩行ロボット格闘競技会「ロボファイト」や「ロボゴング」を定期的に開催していますので、
ロボット（選手）を容易に集めやすくエキシビション大会もご提供できるのです。

障害物競走

二足歩行ロボット格闘競技会
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二足歩行ロボットの中

７つのトラップがしかけられたコース

ではもっとも人気のある

をロボット達が駆け抜けるタイムトラ

のが格闘競技で、競技

イアル競技です。

人口も多く、数十チームの
選手が全国から選手が集ま
ります。

ロボファイトは、２０１１
年には、第１３回目を迎え
る伝統的な大会で、もっとも規模
大きい大会です。春、秋の

相手のロボットから３回ダウンを奪うと勝敗が決まります！

年２回行われます

ロボゴングは、元々は
練習会でしたか。今では

ノベルティグッズ（ロボカード）でイベントを盛り上げます！

やや規模が小さいだけで

ＴＶ出演＆取材

ロボファイトと同様の
競技会になっています。
夏、冬の年２回行われ
ます。
選手は、 学生、 社会人、 親子連れ等多彩で全国から集まります
ぐるっと関西おひるまえ（NHK）
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ロボットフォース直属チーム
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TEAM ROBOT FORCE

すたぴか（よみうり TV）

おはよう朝日（朝日放送）

かんさいニュース１番（NHK）

以下は弊社のロボットですが、
こういった大きさのロボット達が競技に参加します。

サムライロボ

関連書籍の執筆、ホビーロボットに関する講演、
コンサルティングなども行います。
この２冊には弊社の岩気が執筆に加わっており
ます。
ロボットの出演する映像コンテンツの製作の際に

JYUBEI

十兵衛

正当派バトルロボ。素手？で
2 ㍑ PET ボトル２本を倒す攻撃
力を持つ。２本の刀を使った二

もお声をおかけください。

刀流の演舞で楽しませてくれる。

世界初の二足歩行ロボットＴＶドラマ「２足歩行
ロボ男（全１４話、製作：ザ･ワークス）」では、
ロボット機材手配、プログラム作成、操演などで
全面的に協力しました。

身長：45cm
重量：3.2kg
自由度：23
総出力値：1,622.6rp

製作：ザ・ワークス

・毎日コミュニケーションズ刊
・著者：石井英男・岩気裕司
変形ロボ

ケルビム

CHRUBIM

身長：35cm
重量：2.9kg
自由度：21
総出力値：1,571.8rp

e 動画

Youtub

250万
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大人気のトランスフォーマー型ロ
ボット。クルマ体型に変形して自
走することができる。
センサーを使ったキャッチーボー
ル機能で会場の子供達と遊ぶこと
もできる。
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講談社
中松まるは／作
カサハラテツロー／絵

・毎日コミュニケーションズ刊
・著者：岩気裕司・田中誠二

地味ながら行列必至っ人気のコンテンツ

多彩な体験操縦メニュー
1 大人からこどもまで楽しめます！

※弊社で専用に設計した
オリジナル機体を使用

2 見ているだけでも楽しいロボット達

しております。

3 イベントに合わせた演出にも対応！

通用型の操縦体験

小さいお子様でも簡単っニーボ・ファイト！

通天閣ロボ 手配できますっ

通天閣ロボ
世界最大級の二足歩行ロボット
身長 ： 約 170cm
重量 ： 約 30kg

対戦型 1on１ ミニ・ロボサッカー

通天閣ロボは、 通天閣観光㈱所有の
ロボットです。 弊社は機体の設計 ・ 製作

高学年向きの『スペース・ベース』

お問い合わせ先

を担当しました。

〒５５６－０００３ 大阪市浪速区恵美須西２－１２－４ 恵美須コーポ１Ｆ
株式会社エルエルパレス ホビーロボット事業部 「ロボットフォース」 ／ 担当 ： 岩気 裕司

Mail ： robo@llpalace.com

Tel : 06-6636-9356

Fax : 06-6636-3402

