
実は男子高校生にも
人気なんです！

たくさん遊ぶとお腹が空く！
今、食べたい！

のりしお？

みかん？

カレー？

みなさま待望の新風味まもなく登場！ 
ありそうでなかった
新しいポップコーン誕生の予感！ 
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ようこそ、ロボットのいる未来へ――――【センター特集】
大空の下で雄大に
巨大恐竜モニュメント続々登場

ロボットが接客する未来型のスマートホテル 

ハウステンボス ｢変なホテル｣（長崎県）
2015年7月、世界初・ロボットのメインスタッフがサービスを提供するまったく新しい
ホテル｢変なホテル｣が開業しました。先進的なおもてなしの第一歩、フロントでの接客
業務を、ココロのアクトロイド（リアル人体型ロボット）と恐竜ロボットが務めています。

SHOP ROBOT INFORMATION

ユニー株式会社 
ラスパ太田川 内（愛知県）
ピアゴ太田川店 

ユーエスマート株式会社 
ハイパーモールメルクス新習志野 ２階（千葉県） 
Kid’s US.LAND 新習志野店

　今春新規オープンした、「ラスパ太田
川 内 ピアゴ太田川店」では、アミューズ
メントコーナー「プチポシェット」入り口に
設置され、お子様連れの家族はもちろ
ん、学校帰りの学生さんの小腹を満た
すのにもお役に立っています。
　絶好の集客ロケーションに恵まれ、
平日の売上も高く好調が続いていま
す。

　アンケートでもたくさんのご要望をいた
だいていた新風味。「いちごみるく」に続
く新商品がまもなく登場します。モニター
テストによる「おいしい」最終選考に
残ったのは「のりしお」「みかん」「カレー」。
商品化されるのは果たして・・・？ 
　ちょっと意外でお味見したくなる、お客
様の興味をそそる商品投入で購買UP
を目指します。

　スリムボディながら分庫タイプの商品
ストッカーを持つ自動販売機に、景品
払い出しができる抽選機能をプラス。
幅広い商品に対応できる、ありそうで
なかった使い勝手の良いアミューズ
メント型自動販売機を開発中です !
ご期待下さい！ 

スクールやフードコートの並びにあり
集客効果の高いロケーション 

（写真左から）竹内副店長・後藤さん・千島さん 

　全国ショッピングモールでおなじみの、
公園感覚で楽しめるファミリー向け
遊 び 放 題 の 巨 大 室 内 遊 園 地
Kid’s US . LANDにポンポンパックが
仲間入りです。　 
　新習志野店では受付の向かいに
設置されています。お帰りの際に購入さ
れるお客さまが多いのは、やはりたくさん
遊ぶとお腹が空くからでしょう。袋タイプは
その場で食べきれなくても持ち帰ることが
できるのが便利で大変喜ばれています。

体をつかって元気いっぱい遊ぶ遊具が中心

（写真左から） 境さん、斉藤さん

ポンポンパック新登場店舗紹介 
ファミリー向けアミューズメントスペースの好調店 

お店にうれしい
次世代AM販売機 

ハローキティの
ワクワクベンダー

（仮称）

ロングセラーカードゲーム機
スペシャル
イベント
レポート

イベント会場 ： 玉川タカシマヤ　５Fサンリオコーナー（東京都）
２０１５．８．８（土）～９（日）

　シリーズ第16弾が大好評稼働中の｢ジュ
エルペットとまほうのエプロン｣のスペシャルイ
ベントが開催され、今回も大勢のファンで賑
わいました。 
　イベントの目玉である限定カードは日替わりで
排出のため、両日来場する熱心なファンも押し
かけ、並べられた４台のゲーム機はフル稼働。 
　テレビ東京系列で放送中の｢ジュエルペッ
ト・マジカルチェンジ｣プロモーションカードの配
布で、アニメファンの子供たちも次々に参加。
サンリオ店舗初登場となる打田シェフが、子ども
たちにもやさしくクッキングレクチャーすること
でゲームの楽しさを伝えてくれました。新規
ユーザー獲得につながる、成果の高いイベント
でした。

★イベント限定
　プログラム★
・ 先着30名様に
　プロモーションカード配布 
・ イベント限定カード排出 
・ 海外版カード排出 
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ロボットによる｢おもてなし｣ いよいよ実用化

　ロボットスタッフによる効率的なサポートが斬新な魅力である｢変なホテル｣で、お客さまと最初に接するフロント
業務を、ココロのロボットが務めています。効率的に業務を遂行しながらも、どこか温かみを感じるロボット。誰も
が好感のもてる人間らしい（または生き物らしい）姿をしているのは、人へ寄り添うロボットのひとつの答えです。

アクトロイド（人体型ロボット） 
女性タイプのリアル人体型ロボット。
清楚な容姿、礼儀正しい洗練された
しぐさで、安らぎと安心感をもって
お客さまと接しています。

｢変なホテル｣勤務になりました。
エントランスでお出迎えしています。 

ヴェロキラプトル（恐竜ロボット） ちゅーりーちゃん
（マスコットロボット）小型肉食恐竜ロボット。

最低限の躾はされているのでお客様を襲うことはありません。
恐竜としては驚きの知的さで誠心誠意お客さまに接しています。

 激しいアクションで精一杯の対応 お子様連れには
絶大な人気の恐竜ホテルマン

表情豊かにお話しします

カウンター上のボタンを押すとチェックイン手続きが
始まります。横には顔認証やカードキー提供用の端
末があり、手順はロボットが会話でご案内します。

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

マスコットキャラクター案内ロボット

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター（以下：都産技研）の平成27年度研究成果発表会（6月24日
から3日間開催）にて、都産技研が開発したマスコットキャラクター案内ロボット「チリンⓇロボット」がお披露目されました。
触覚をピカピカさせながらお話しして、前を歩く人の後について追従移動する可愛らしいデモに注目が集まりました。

チリンⓇは中小企業のものづくりを支える
都産技研のマスコットです。今後の開発
計画でさらなる機能を組み込み進化して
いきます。

センサーで人を認識して
後をついて移動します。

 恐竜ゾーンには羽毛に覆われたオヴィラプトルのほか、半身（片面）は
骨格や内臓を表現し、まさに動く解剖模型であるティラノサウルス、そし
てタルボサウルス、エドモントサウルスが展示されています。解説のための
模式化をしつつも生物としてのリアルさを保つ、このような表現ができる
のも、ココロの動刻（生物型ロボット）ならではの表現力です。

　中国最先端の科学博物館である上海科技館の分館として新設された｢上海自然博物館」。“緑螺（グリー
ン・スパイラル）”と称されるモダンな外観の建築内は、巨大な空間を生かして縦横無尽に、観客を全方位から包み
込むかのように標本が展示され、その数と美しさに圧倒されます。この素晴らしい標本群の中に、ココロ
が製作した５体の恐竜ロボットが、生態復元標本として展示されています。 
　入館者を地球生命史へ惹きこむメインホールでは、体長24メートルもの巨体をリアルに活き活きとした
姿で表現したアルゼンチノサウルスが、雄大な地球生命のシンボルとして君臨しています。 

上海自然博物館 -上海科技館分館-（中国・上海市）
世界有数の超豪華博物館誕生 

肉食恐竜タルボサウルス（奥）と植物食
恐竜エドモントサウルス（手前）
右側がリアル復元、左側が頭骨表現に
なっています。肉食と植物食の咀嚼機
能の違いを解説します。

鮮やかな羽毛に覆われたオヴィラプトル。
センサ感知で威嚇したり、巣の卵を保護するしぐさをします。

多くの展示物の中でもその巨体は
群を抜くアルゼンチノサウルス。
長い首をしならせて動き吠えます。

フロントスタッフ（ロボット）紹介 
｢変なホテル｣で働く

チリンロボット
Ⓡ

右半身が解剖タイプのティラノサウルス。
いきいきと動く様は不思議な感じもします。
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岡崎市東公園（愛知県）
　動物園が併設されている岡崎市東公園に
新たな動物が仲間入り。それはなんと巨大な恐竜
たちです。市民からの寄付と内田康宏市長の
指揮の下始動した岡崎市恐竜プロジェクトにより、
平成27年3月、東公園に５体の恐竜が現れました。
　写真のフレームに納まらないほどの大きさ、
実物大のブラキオサウルスとティラノサウルスが
ランドマーク。そのほかにも、ふれあうに程良い
大きさのプテラノドン、トリケラトプスなど、恐竜の
素晴らしさを体感できるラインナップ。岡崎市民
の恐竜愛が熱い、恐竜公園の誕生です。 

こんなに大きいのか！
恐竜の素晴らしさを
実感できる、

実物大のブラキオサウルスと
ティラノサウルス

高さ14ｍ　　→
ブラキオサウルス

↑ティラノサウルス
　体長12m

小さなお子様が座れる
トリケラトプスの赤ちゃんや
こどものトリケラトプスもいます

プテラノドンの巣には
孵化したての赤ちゃんが↓

福井駅に
恐竜現る

　福井駅西口に、福井県で発見された恐竜たちが実物
大の復元ロボットとして蘇りました。駅前という要地に、
学術的に的確で生き生きと動き吠える恐竜が出現す
るのは世界初。また、フクイティタンは今回初めて動く
復元模型として製作されました。
　さらに、駅舎は恐竜時代の巨大なイラストや恐竜ト
リックアートで彩られ、スマートフォンアプリ「ＡＲ恐竜王
国福井」も配信されるなど、DINOSAUR STATIONコ
ンテンツが盛りだくさん。
　「恐竜王国福井」ならではの仕掛けが注目を浴びて
います。

〔恐竜王国福井 at 福井駅　H27.3－H27.12〕 

アクティブな肉食恐竜
フクイラプトル

 色鮮やかなフクイサウルス

実物大・丹波竜が完成！ 
丹波竜の里公園・恐竜広場（兵庫県）
　丹波竜発掘現場近くに開園した「丹波竜の里公園」の
シンボルは、躍動感あふれる体長１５メートルの実物大 丹
波竜モニュメント。学術監修に基づく精巧さで、在りし日の
姿が蘇りました。 
　ほかにも、可愛らしいふれあいティラノサウルスベンチや
鎧竜ガストニアも併設。化石標本が展示されている、丹波
竜化石工房・ちーたんの館との連動で、丹波市に新たな
賑わいをもたらします。 

国内最大級の植物食恐竜「丹波竜」。
学名：タンバティタニス・アミキティアエ
監修：兵庫県立 人と自然の博物館

台座には足跡もついていて、
歩いている躍動感にあふれています

鎧竜ガストニアのこども。背中に座れます

ベンチに座るティラノサウルスのこども

東公園に巨大恐竜登場！ 

 夜間はライトアップでさらにドラマティック!

体長10mのフクイティタン
長い首が天を突く

ＪＲ福井駅｢恐竜広場｣（福井県）
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冒険しながら学ぶ！ネイチャー企画展特集
EVENT REPORT

学校では教えてくれない、生き残る知恵と勇気
を学ぶ、頭と体を使う体験型冒険型企画展。
やりこみ要素もあるので、会期中のリピーター
多数。

小さくなっちゃった!?虫のサイズで大冒険!!
巨大な昆虫が現れたり、アスレチックで遊ん
だり、ワイワイ遊び放題のデラックスなアド
ベンチャー企画展。

巨大いきもの大冒険!!
西日本総合展示場（福岡県） 
2015.8.1（土）～8.31（月）

ワク！どき！
ジャングル大冒険 
福岡県青少年科学館（福岡県）
2015.3.14（土）～5.10（日）

たまがわアマゾン展 
玉川髙島屋S・C アレーナホール（東京都）

2015.7.25（土）～8.19（水）

巨大昆虫ワールド 
ATCホール（大阪府） 

2015.7.18（土）～8.31（月）

アマゾン
ホントはこんなトコだった！ 
愛媛県総合科学博物館（愛媛県）
2015.7.18（土）～9.23（水） 

せいせき恐竜ランド
京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター

アウラホール（東京都） 
2015.7.25（土）～8.2（日）

海王展 
～海の支配者たちの系譜～ 
佐賀県立 宇宙科学館（佐賀県）
2015.7.11（土）～9.27（日） 

メガ恐竜展2015
幕張メッセ（千葉県）

2015.7.18（土）～8.30（日）

大恐竜ワールド 
めいてつ・エムザ（石川県） 
2015.8.6（木）～8.23（日）

夏期特別展
「恐竜のいた時代」 
アクアワールド 茨城県大洗水族館（茨城県）

2015.7.18（土）～9.23（水）

恐竜ワールド IN 沼津
プラサ ヴェルデ（静岡県） 
2015.7.18（土）～7.20（月）

恐竜ワールド ｉｎ 名古屋
ポートメッセなごや（愛知県）
2015.8.15（土）～8.16（日）

白堊紀恐龍特展・
地球大冒險 
中正記念堂（台湾・台北）

2015.6.13（土）～9.6（日）

テレビ信州開局35周年記念
大恐竜展

長野市ビッグハット（長野県）
2015.5.2（土）～5.6（水）

ひろがる夢空間
ロボットランド

岡山シティミュージアム（岡山県）
2015.7.18（土）～8.31（月）

アジアの覇者
タルボサウルスと獣脚類展 
丹波竜化石工房｢ちーたんの館｣（兵庫県） 

2015.7.11（土）～8.31（月）

恐竜とアクトロイドのトークショーが人気

巨
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足跡をたどって動物の正体を調べよう

食べ物を集めるゲーム

木登りにチャレンジ

怖い野生動物から身を守ろう

飛びかかる巨大バッタ

いろんなアスレチックで
遊べる

巨
大
な
カ
マ
キ
リ
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会場にはたくさんの
大きな文房具が
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メント型自動販売機を開発中です !
ご期待下さい！ 

スクールやフードコートの並びにあり
集客効果の高いロケーション 

（写真左から）竹内副店長・後藤さん・千島さん 

　全国ショッピングモールでおなじみの、
公園感覚で楽しめるファミリー向け
遊 び 放 題 の 巨 大 室 内 遊 園 地
Kid’s US . LANDにポンポンパックが
仲間入りです。　 
　新習志野店では受付の向かいに
設置されています。お帰りの際に購入さ
れるお客さまが多いのは、やはりたくさん
遊ぶとお腹が空くからでしょう。袋タイプは
その場で食べきれなくても持ち帰ることが
できるのが便利で大変喜ばれています。

体をつかって元気いっぱい遊ぶ遊具が中心

（写真左から） 境さん、斉藤さん

ポンポンパック新登場店舗紹介 
ファミリー向けアミューズメントスペースの好調店 

お店にうれしい
次世代AM販売機 

ハローキティの
ワクワクベンダー

（仮称）

ロングセラーカードゲーム機
スペシャル
イベント
レポート

イベント会場 ： 玉川タカシマヤ　５Fサンリオコーナー（東京都）
２０１５．８．８（土）～９（日）

　シリーズ第16弾が大好評稼働中の｢ジュ
エルペットとまほうのエプロン｣のスペシャルイ
ベントが開催され、今回も大勢のファンで賑
わいました。 
　イベントの目玉である限定カードは日替わりで
排出のため、両日来場する熱心なファンも押し
かけ、並べられた４台のゲーム機はフル稼働。 
　テレビ東京系列で放送中の｢ジュエルペッ
ト・マジカルチェンジ｣プロモーションカードの配
布で、アニメファンの子供たちも次々に参加。
サンリオ店舗初登場となる打田シェフが、子ども
たちにもやさしくクッキングレクチャーすること
でゲームの楽しさを伝えてくれました。新規
ユーザー獲得につながる、成果の高いイベント
でした。

★イベント限定
　プログラム★
・ 先着30名様に
　プロモーションカード配布 
・ イベント限定カード排出 
・ 海外版カード排出 
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