全体
ＲＴ事業
ＳＲ事業

2月

株式会社ココロ 設立 (東京都世田谷区）

2月

動刻事業（特注製作、レンタル）開始

4月

北米での動刻事業展開開始

9月

自動販売機事業開始

10月

K/T型ゴム風船自動販売機の事業展開開始

7月

国立科学博物館（東京都） ｢プレートテクトニクス｣模型

9月

玩具開発商品｢勝造｣ 販売開始

1月

愛知国際児童記念館（愛知県） 人体型ロボット｢いねむりじいさん｣

4月

ポップコーン自動販売機の事業展開開始

10月

NSTC（オーストラリア）｢ハイテクからくり人形｣ 施工／電通

3月

国立科学博物館（東京都） ｢サイエンスシアター｣

3月

三井グリーンランド（熊本県） ｢10mロボット ウルトラマンvsバルタン星人｣

3月

国立科学博物館（東京都） ｢大恐竜展（マイアサウラ）｣開催

10月

ロンドン自然史博物館（UK）と代理店契約を結び、欧州展開を開始

3月

第20回ジャパンショップ出展 ｢新人体型ロボット｣発表

7月

栃木県立博物館 巡回企画展｢大恐竜展 ～よみがえる恐竜の世界～｣

1月

東京都羽村市に移転

4月

３Ｄメガネの販売・洗浄委託事業開始

11月

巨大昆虫動刻シリーズを発表、展開開始

11月

新自動販売機｢ロボスク｣ 事業展開開始

12月

ユネスコ村大恐竜探検館（埼玉県） 総合プロデュース（企画・動刻制作）

4月

サンリオピューロランド 特別展｢バージェスモンスターと巨大昆虫探検館｣

10月

シンガポール・サイエンスセンター ＭＥＧＡＢＵＧＳ（巨大昆虫展）

3月

佐渡歴史伝説館（新潟県） 総合プロデュース（企画・展示設計・製作・施工）

3月

｢交通誘導ロボット｣の販売開始

7月

栃木県立博物館 特別展｢バージェスモンスターと進化の不思議展｣

4月

佐渡能楽の里（新潟県） 総合プロデュース（企画・展示設計・製作・施工）

7月

エアサーボシステム搭載の恐竜動刻を発表

4月

ロンドン自然史博物館（UK） 巡回企画展｢Myths and Monsters｣

7月

エキスポランド（大阪府） ｢ダーウィンと進化の旅展｣開催 主催/読売新聞大阪本社

3月

カプセルベンダー｢ハローキティのわくわくカプセル｣展開開始

11月

7月

12月

サンリオピューロランド（東京都）｢サンリオキャラクターボートライド｣

福井県立恐竜博物館（福井県） ｢中国四川省の恐竜たち｣コーナー 施工/乃村工藝社

プライズマシン｢キャンディキャッスル｣ 展開開始

1月

台湾（台北・台中・高雄・桃園）ロボット展巡回

4月

袋詰ポップコーン自動販売機｢ハローキティのポンポンパック｣ 展開開始

6月

ロンドン自然史博物館（UK） 巡回企画展｢Predators｣

7月

北九州博覧祭2001（福岡県）｢エンバイラマ館｣内 恐竜展示 施工/(株)丹青社

4月

老虎灘極地館（中国大連） ｢ダイオウイカとマッコウクジラの闘い｣

7月

名古屋市科学館｢ロボットワールド展｣ 音声認識搭載の人体型ロボットを発表

3月

神流町恐竜センター（群馬県） ｢ライブシアター｣総合プロデュース（企画・展示設計・施工）

4月

省スペース型袋詰ポップコーン自動販売機｢ハローキティのポンポンパック２｣ 展開開始

6月

中国（北京・石塚庄・鄭州・成都・広州・常州・ウルムチ）を恐竜展｢回到白亜紀展｣巡回

7月

卓上抽選器｢ソフトクシマシーン｣展開開始

8月

ロンドン自然史博物館（UK） 巡回企画展｢T.rex:the killer question｣

11月

2003 国際ロボット展出展 ｢アクトロイド｣発表

1月

大阪大学大学院石黒研究室 ｢Repliee-Q1｣

3月

卓上用小型｢サプリ販売機｣ 協和エンジニアリング

11月

アミューズメント総合展示会 IAAPA2004（アメリカ） 出展

3月

接客ロボット｢アクトロイド（R）｣愛知万博で実証実験

3月

｢恐竜型二足歩行ロボット｣外皮製作 産業技術総合研究所とNEDO技術開発機構の共同開発品
※ハードウェア制作：川田工業（株）

3月

日本2005年愛知万博 イギリス館（UKパビリオン） チーフパートナー

6月

レンタル専用人体型ロボット ｢アクトロイド-DER｣発表

3月

台湾（台北・桃園・高雄・台中）を｢2006機器人教育博覧会｣巡回

6月

ロンドン自然史博物館（UK） 巡回企画展｢Dino Jaws｣

7月

ＡＴＲ知能ロボティクス研究所 成人男性型（遠隔操作）アンドロイド｢ジェミノイドHI-1｣

9月

WIRED NEXTFEST 2006 in New York（アメリカ） ｢アクトロイド｣招待出展

9月

レンタル専用人体型ロボット ｢アクトロイド-DER２｣発表

※NEDO技術開発機構の｢次世代ロボット実用化プロジェクト｣の一環で(株)アドバンスト・メディアと共同開発

2月

科学技術館（東京都） ｢ピラミッド・サイエンス！｣展開催

3月

ISO 14001 認証取得 ※2011年返上

6月

科学技術振興機構 ERATO浅田共創知能システムプロジェクト ｢子供アンドロイド（CAM-1）｣
※JST（独立行政法人 科学技術振興機構）

11月

営業部 新オフィス（品川区）開設

11月

2007 国際ロボット展出展 日本歯科大学付属病院 医療GP推進委員会 歯科実習用ロボット｢シムロイド｣発表
※協力：(株)モリタ、(株)ニッシン、(株)東京センサ

2月

JAPAN! Culture + Hyper culture（アメリカ・日本文化イベント） 音声認識型｢アクトロイド-DER2｣招待出展

6月

KINCHO ｢プレシャワーUV｣CM アクトロイド-DER2出演

7月

袋詰ポップコーン自動販売機｢シナモロールのポンポンパック２｣ 展開開始

11月

Central Plaza Mall（タイ） レンタル専用人体型ロボット ｢アクトロイド-DER3｣発表

12月

GONDOWANA DAS Praehistorium（ドイツ） ティラノサウルスほか恐竜動刻数体

3月

(独)産業技術総合研究所 ｢HRP-4C｣ 開発チーム参加

3月

野口英世記念館 ｢野口博士の研究室｣

4月

Beatbots ｢キーポン｣発表

1月

そごう神戸店／そごう大宮店 ｢びっくり！そっくり！ロボット福袋｣ （アクトロイド-DER2／EXPOサラ）

1月

INTERNATIONAL CES2010 in ラスベガス インテリジェント・インタラクション・アイコン｢I-FAIRY｣発表

3月

大阪大学大学院石黒研究室 女性型（遠隔操作）アンドロイド｢ジェミノイドＦ｣

5月

フィールド博物館（アメリカ） 特別企画展｢ROBOSUE：THE T.REX EXPERIENCE｣

5月

中国2010年上海万博 タイパビリオン 神さまロボット｢INDRAJIT｣

6月

袋詰ポップコーン自動販売機｢ジュエルペットのポンポンパック２｣ 展開開始

7月

アーケード型カードゲーム機｢ハローキティとまほうのエプロン｣ 展開開始

11月

（株）不二家 銀座ペコちゃんミュージアム ｢おしゃべりペコちゃんロボット｣

3月

オールボルグ大学（デンマーク） 遠隔操作型男性アンドロイド｢ジェミノイド-DK｣

4月

2011西安世界園芸博覧会 （中国） 巨大昆虫ロボット

4月

ロンドン自然史博物館（UK） 巡回企画展｢Age of the Dinosaur｣

6月

BOAT RACE振興会 ボートレース場 マスコットロボット

6月

KINCHO プレシャワーCM｢ベンチの二人編｣ アクトロイド-EXPO サラ出演

6月

The Mind Museum（フィリピン）

7月

福井県立恐竜博物館 巡回企画展｢新説 恐竜の成長｣開催

3月

愛媛県総合科学博物館 動刻恐竜ティラノサウルス，動刻恐竜トリケラトプス

3月

大阪市自然史博物館 巡回企画展｢新説 恐竜の成長｣開催

4月

袋詰ポップコーン自動販売機｢ポンポンパック３｣ 展開開始

5月

(株)日立ビルシステム エスターくんとエスターくん劇場

5月

韓国 2012麗水国際博覧会 タイ パビリオン 人魚ロボット「Mermais」と神様ロボット「Maiyarab」

7月

パシフィコ横浜 「ヨコハマ恐竜展2012」 インタラクティブ恐竜

7月

熊本市立熊本博物館 「恐竜展2012 in くまもと」 巡回企画展｢新説 恐竜の成長｣開催

9月

徳島大学 人体型ロボット（任福継 教授 座位タイプ）

「I-Fairy」が「Aedi」という名称で常設展示

10月

珠海長隆海洋王国 MIF2012（マカオ） 案内ロボット マーメイド，ベルーガ，ホワイトドルフィン

11月

GONDWANA Das Praehistorium（ドイツ） 巨大恐竜ティタノサウルス（20m）ほか恐竜４体

3月

いのちのたび博物館［北九州市立 自然史・歴史博物館］ 動刻恐竜 ミクロラプトル，ディロング
※施工／(株)丹青社

4月

上越科学館 動刻恐竜ティラノサウルス
※施工／(株)乃村工藝社

4月

南洋理工大学（シンガポール） 人体型ロボット（ナディア・テールマン教授タイプ）

7月

国立台湾科学教育館（台湾） 「雙龍展」 巡回企画展｢新説 恐竜の成長｣開催

10月

シンガポールサイエンスセンター（シンガポール）「Titans of the Past」巡回企画展｢新説 恐竜の成長｣開催

10月

ハウステンボス マスコットロボット「ちゅーりーロボット」

3月

御船町恐竜博物館 動刻恐竜トロオドン
※施工／(株)ウチダテクノ

3月

合肥工業大学（中国） 人体型ロボット（任福継 教授 立位タイプ），美女ロボット

6月

BOAT RACE振興会 マスコット・キャラクター・ロボット「ぼーちゃん」

7月

ハローキティ 40周年記念 ポップコーン・キャンペーン

7月

パシフィコ横浜 「ヨコハマ恐竜展2014」 巡回企画展｢新説 恐竜の成長｣開催

7月

Eden Project (UK) 「Dinosaur Unleashed」開催

11月

福井県立恐竜博物館 「行列のできる恐竜パラダイス」開催

11月

小松空港 動刻恐竜フクイラプトル

1月

ポンポンパック パッケージリニューアル

3月

JR福井駅前「恐竜広場」 動刻恐竜 フクイティタン，フクイラプトル，フクイサウルス

3月

「ワク！どき！ジャングル大冒険」 開催 福岡県青少年科学館（福岡県）

3月

岡崎市東公園（愛知県） 恐竜モニュメント ブラキオサウルス，ティラノサウルスほか 全５体

3月

丹波竜の里公園 恐竜モニュメント 丹波竜（タンバティタニス），ガストニア，恐竜ベンチ

4月

上海自然博物館 動刻恐竜 アルゼンチノサウルスティラノサウルス、ほか 全5体

6月

中正記念堂（台湾） 「白堊紀恐龍特展・地球大冒險」開催

6月

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「チリンロボット」

7月

11月

ハウステンボス 「変なホテル」 フロント接客ロボット アクトロイド，ヴェロキラプトル

NHK松山放送局（愛知県）「NHKふれあい秋まつり」開催

1月

ポップコーン新風味開発着手

2月

「恐竜ロボットファクトリー」開催 宮崎科学技術館（宮崎県）

3月

JR福井駅（福井県）「恐竜広場」リニューアル

6月

ぐでたまのポンポンパック2
ハローキティのワクワクベンダー、ぐでたまのワクワクベンダー発表

7月

受付案内ロボット「アクトロイドSUR」プロトタイプ発表

7月

トリックアートと餌やり体験の「エサやり恐竜」初披露 広島県立美術館（広島県）

7月

恐竜ロボット ビスタヒエヴェルソル 福井県立恐竜博物館（福井県）で初披露

9月

Hefei Wanda Mao Indoor Film Park（中国）のアトラクション向け「火の神様」納入

12月

広州科技館（中国） 指を一本ずつ操作して動かすことができるハンズオン展示「Big hand」納入

2月

受付案内専用アクトロイドSUR 成田空港で実証試験開始（5月終了）

3月

ミュージアムパーク茨城県自然博物館【恐竜たちの生活コーナー】恐竜ロボット納入

3月

変なホテル舞浜 東京ベイ（千葉県） フロント接客ロボットとして恐竜ロボット納入

3月

ウルムチ科技館（中国）ライフサイズティラノサウルス頭部
ステゴサウルス、ヴェロキラプトル納入

4月

白樺リゾート 池の平ファミリーランド（長野県）巨大昆虫バッタ他納入

5月

「恐竜ロボットファクトリー」開催 サイエンスセンターシンガポール

6月

カザフスタンExpo2017 タイパビリオンにマスコットキャラクター納入

7月

ビスタヒエヴェルソル展示 「ギガ恐竜展2017」幕張メッセ国際展示場（千葉県）

8月

変なホテル ラグーナテンボス（愛知県）受付に恐竜ロボット納入

9月

当りくじ販売機プロトタイプ発表

11月

プライムツリー赤池（愛知県）に国内S・C初採用の受付案内ロボットを納入

12月

変なホテル東京 西葛西（東京都）フロント接客ロボットとして恐竜ロボット納入

1月

変なホテル 東京銀座（東京都）フロント接客ロボット納入

3月

岡崎市東公園（愛知県）屋外恐竜モニュメント トリケラトプス、恐竜遊具他、全6体

6月

赤城乳業株式会社本庄千本さくら「５S」工場（埼玉県）に人気キャラクター「ガリガリ君」ロボット納入

11月

浙江自然博物院（中国／浙江省）に動刻恐竜 ティラノサウルス納入

12月

ウルムチ市科学館（中国／新疆ウイグル自治区）にハンズオン型展示 ロボットアーム、恐竜組立パズル納入

5月

ニューメキシコ自然史科学博物館（アメリカ）に動刻恐竜ビスタヒエヴェルソル納入

6月

当りくじ販売機 全国展開開始

8月

ホテル沖縄 with サンリオキャラクターズ（沖縄県）にフロント接客ロボットとしてハローキティロボット納入

10月

澄江化石地自然博物館（中国/雲南省）に動刻恐竜ティラノサウルス納入

12月

華山1914文創園區（台湾/台北市）「超・大 恐龍展」開催

12月

中国建設銀行（中国/北京、他）フロント接客ロボット リアル人体型ロボット納入

