
今なら1カ月無料お試しキャンペーン実施中

レンタルで低予算！
「計測と制御」

初めてでも安心、明日から始める
プログラミング実機教材

2年間で
20,000人
以上の生徒が使用

販売店

3カ月￥1,080からのレンタルキット

衝突回避カー

「ロボットを動かすぞ。しかも二足歩行！」
と話してスタートした
「情報に関する技術」の授業。

生徒達は「やった！」
「かっこいい！」と大喜びでした。

滋賀大学教育学部附属中学校　宮内　稔 先生

比較的敷居が高いと思われる
ロボットを利用した計測・制御の授業に
おいて、アーテックロボは自由度が高く
学力や技能にとらわれずに

とても意欲的に課題に
臨んでいました。
旭川市立春光台中学校　舘山　朋宏 先生

できあがったロボットはプログラムによる
動きや、結果が目に見えて

生徒たちが、楽しく学習
してくれました。

東京大学 伊庭斉志研究室×埼玉県立大宮高等学校

二足歩行ロボット

情報科　齋藤　実 先生

実際に使用した先生の声



は…

ネジ・接着剤・工具 不要！

アイコンのドラッグ＆ドロップで
簡単にプログラミングができる

実機を操作してロボット
プログラミングを
リアルに体験できる

7月26日公開予定
アーテックロボ教育機関向けサイト

http://www.artec-kk.co.jp/artecrobo/edu/

画面上でプログラミングするだけでなく自分の手で組み

立てたロボットを動かして体感するから理解が深まる。

さまざまな方向につなげられる

ブロックでロボットのボディを自由

に組み立てられるから課題にあわ

せて生徒それぞれの創造力と工夫

で異なるロボットがつくれる。
DCモーター

サーボ
モーター

LED

MIT（マサチューセッツ工科

大学）メディアラボが開発した

『Ｓｃｒａｔｃｈ』（スクラッチ）

をベースとしたソフトで簡単

にプログラミングができる。

プログラムを転送すると
ロボットたちが動き出す！

クリック 転 送

ブロックだから
組み立て簡単！
短時間でつくれる

先生がスムーズに授業できる

４つのポイント

授業計画や実践例も盛り込まれた
教師用参考書で

授業が進行しやすい

レンタルキットなので

備品の管理が不要

パーツの故障や破損をサポートする

安心の保険付き

授業での気づきを記録できる
生徒用テキスト付で

授業の準備が不要

まずはお試しください

生徒用
テキスト

教員用
参考書

講習会・教材研究会のご依頼大歓迎
先生方のご都合にあわせて教材の
講習会をさせていただきます！

テキストの中に記入スペースを用意しているので授業用プリントなどの

準備が不要！　学習のまとめもしやすくなっています。

教科書に対応しており、授業の進め方や実践例、指導のポイントなどを解説し

た教師用参考書も付いているので、プログラミングが初めての先生にも安心し

て授業を行っていただけます。参考書はレンタル期間終了後も返却不要です。

学校専用の低価格レンタルキットで、授業のあとは返却するだけ。高額な

ロボットキットを購入したり、細かなパーツを備品として管理したりメン

テナンスする必要がなく、先生方から好評です。レンタルキットは2種類。

キット内容の詳細は次ページ以降をご覧ください。

レンタルキットのパーツが故障したり破

損したりした際も安心の保証付き。いず

れの場合もアーテックが保障いたします。

※部品の紛失につきましては、保障の

対象外となります。

レンタル
だから安心！

1カ月お試しキャンペーン実施中！
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サーボモーター
1

センサー

種2

生徒用
テキスト

教師用
参考書

専用ケース付

貸し出しセット内容（計測と制御キットDX）

×1 ×2 ×1 ×3
サーボモーター DCモーター 電子ブザー LED

×3 ×2
赤外線

フォトリフレクタ
タッチセンサー

さらに!

アーテックロボ
計測と制御キットDX

1学校に1つ、
教師用セットを
お貸しします！

③サーボモーターロボットの制御

赤外線フォトリフレクタで壁を感知
し、DCモーターの動作を制御して
旋回！

赤外線フォトリフレクタでラインを感
知し、黒いラインからはみ出さないよ
うにDCモーターを制御。

タッチセンサーが押されていれば、LEDを消灯
するプログラム。

②赤外線フォトリフレクタ①タッチセンサーでLED制御
ライントレース 衝突回避

サーボモーターを含む合計3台のモーターで、
アームハンドも簡単作成＆自由自在にコントロール！

シュート！

ゴール

ライン
トレース

壁検出

シュート！アーム機構

壁検知用
センサー

ライン
トレースカーサーボモーター

制御基板

赤外線
フォトリフレクタ

DCモーター×2

アーテックロボ 基本実践パッケージ 価格表（1人あたり）

レンタル期間 3カ月 レンタル期間 4カ月 ロボットが組立済の場合

4人で1台コース
（生徒４人で1キットを使用）

３人で1台コース
（生徒3人で1キットを使用）

2人で1台コース
（生徒2人で1キットを使用）

学校納品価￥1,080（￥1,000） 学校納品価￥

学校納品価￥

学校納品価￥

1,330（￥1,232） （￥278）

（￥371）

（￥556）

＋￥300

学校納品価￥1,330（￥1,232） 1,660（￥1,538） ＋￥400

学校納品価￥1,810（￥1,676） 2,300（￥2,130） ＋￥600

実績NO.1!
 

YouTubeで
動きをチェック!

￥1,080～
サーボモーター×1
センサー〔2種〕

※4人で1台コース
　3ヵ月レンタルの場合

※返却の遅延時は別途料金がかかります。夏休みなどの長期休暇が重なる場合は事前にご相談ください。

￥19,440
（￥18,000）

購入の場合
093627

LED制御やサーボモーターロボット制御がつくれる

基本実践パッケージ
レンタル
教材

093628

基本実践パッケージではこんなことができます！

＋ ワーク
シート

×1

×4 ×2

×2 ×2 ×1×1

×1 ×4
サーボモーター DCモーター 電子ブザー

音センサー 光センサー 加速度センサー

LED

赤外線
フォトリフレクタ

タッチセンサー

本格的な2足歩行
ロボットも製作可能。
オリジナルロボットを開発！

身近にある機械の仕組みを
再現することで、計測と制御
の理解を深めます。

③アームロボットカー
タッチセンサーや加速度センサー
を使えば、リアルタイムで操縦で
きるロボットも簡単に製作可能！

物を置いたら動き出すロボット。
茶運びロボットもつくれる！

加速度センサーで
多彩な動きを
コントロールできる
ロボット。

音や明るさの変化に
反応してLEDが光り、
音楽を奏でるロボット。

つくり方と課題を多数掲載した
ワークシート付

大きな音には驚いた動作。
手を出すと甘えるしぐさを
するロボット。

さらにアイデア次第で様々なロボットがつくれる！

生徒用
テキスト

教師用
参考書

専用ケース付

貸し出しセット内容（計測と制御 応用キット） さらに!

アーテックロボ 
計測と制御 応用キット

1学校に1つ、
教師用セットを
お貸しします！

①2足歩行ロボット ②信号機

応用実践パッケージではこんなことができます！

アーテックロボ 応用実践パッケージ 価格表（1人あたり）

レンタル期間 3カ月 レンタル期間 4カ月

4人で1台コース
（生徒４人で1キットを使用）

３人で1台コース
（生徒3人で1キットを使用）

2人で1台コース
（生徒2人で1キットを使用）

学校納品価￥1,380（￥1,278） 学校納品価￥

学校納品価￥

学校納品価￥

1,710（￥1,584）

学校納品価￥1,710（￥1,584） 2,150（￥1,991）

学校納品価￥2,380（￥2,204） 3,040（￥2,815）

実績NO.1!

 

２足歩行ロボットもつくれる

応用実践パッケージ ￥1,380～
サーボモーター×4
センサー〔5種〕

※4人で1台コース
　3ヵ月レンタルの場合

ワーク
シート

生徒徒用
テキスト

教師師用
参考考書

※返却の遅延時は別途料金がかかります。夏休みなどの長期休暇が重なる場合は事前にご相談ください。

レンタル
教材

 

￥31,320
（￥29,000）

購入の場合

153214

093733

＋
サーボモーター
4

センサー

種5
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生徒が楽しく、意欲をもって取り組んでくれる教材

世田谷区立砧南中学校

及川　正明 先生

授業で効果的だった点導入のきっかけ

ライントレースを
実施している様子

二足歩行のメカニズムを解析しながらプログラミングする
学習を通して思考力が深まる。

基本実践パッケージ使用

応用実践パッケージ使用

クリエイトキット使用

　計測と制御の実習において、何かよい教材は
ないかと探しているときに、ご提案をいただい
たのが直接のきっかけでした。
　アーテックロボ基本実践パッケージを採用す
る際に魅力として感じたのは以下の点でした。
●生徒の目の前にその生徒専用の機体を用意
できる。その結果、生徒が学習し、実践したプ
ログラムの結果がすぐさま結果としてあらわ
れること。
●スクラッチと基本操作が変わらないので、操
作方法の説明に時間を取られないこと。
●テキストが用意されていて、授業準備が効率
的にでき、生徒も予習復習がしやすいこと。

●生徒が学習し、実践したプログラムの結果がす
ぐさま実行できるので、成功不成功を生徒が
瞬時に実感できています。不具合があればす
ぐさま修正すべき点を修正し、繰り返し試すこ
とができています。（PDCAサイクルの実践）
●生徒の主体的な活動を多くとることができて
います。生徒はうまくいった生徒のプログラ
ミングを教えてもらったり、仲の良いグルー
プで一つの課題を共同で解決しようとディス
カッションしたり、様々な視点から学習する
機会が増えています。（アクティブラーニング）
●生徒の好奇心・遊び心をくすぐってくれます。
生徒は自らより高度な課題を設定し、その解

決に向けて自ら学習を深めてくれます。（課
題発見・解決能力の向上）
●生徒個人の課題を発見しやすく、生徒への支
援も効果的に行うことができます。生徒が意
欲をなくす前に、効果的な支援をすることが
できます。（個に応じた指導）　
　何より、生徒が楽しく、意欲をもって取り
組んでくれる教材だと思います。

「科学技術の本質に迫る」学びを可能とするロボット教材

奈良教育大学附属中学校

葉山　 泰三 先生

授業で効果的だった点導入のきっかけ
　中学校におけるプログラミング学習において
は、ライントレースの技術を学ぶ実践事例が多
く、その内容は大変意義深いものでもあります。
ところが、アニメや映画の世界だけでなく、現実
社会に人型ロボットが出現するようになってき
た昨今においては、より高度な技術の学習を求
める子どもが増えてきています。
　そのニーズに応えられるような教材を探し求
めていた時に出会ったのが、アーテック社の二
足歩行ロボットでした。授業で効果的に扱うの
は困難、と思っていた二足歩行の制御学習が、
「この教材では可能だ！」と確信し、即導入に踏
み切りました。

　二足歩行ロボットを制御する授業を行ってみ
て、まず驚かされるのは、ライントレース技術の
習得を最終目標とする学習より、格段に生徒の興
味・関心の度合いがアップする点です。二足歩行
するロボットのユニークな動きは、子どもたちの
心を鷲掴みにします。「上手に制御したい！」とい
う意欲を自然に引き出し、プログラミング学習に
おいては、抜群の教育効果を上げます。
　更に注目すべきは、この教材を用いた授業は、単
なるプログラミングの学習に留まらない点です。
ロボットの複雑かつ絶妙な動きをプログラミング
する中で、人間が何気なく行っている二足歩行の
メカニズムの奥深さについても学べるのです。

探究心をくすぐり、思考力を深め、科学技術の本
質に迫る学びをも可能とします。そんな魅力が、
このロボット教材には秘められていました。

食事介助ロボ

技術分野の教科の本質を味わうことができる教材

静岡大学教育学部附属静岡中学校

本部　康司 先生

授業で効果的だった点導入のきっかけ
　中学校技術・家庭科（技術分野）で必修の内容
として、「情報に関する技術」があります。”もの”
をあつかうことが技術分野の教科の本質である
ことは理解していても、これまでは「情報に関す
る技術」をどのように教えていくべきか悩む毎日
でした。
　そんなとき、四国の大学附属中学校でアー
テックロボのスタディーノ基板を使用した授業
実践を参観させていただきました。子どもたち
がアイデアを共有し、それぞれが理想に向かっ
て操作している姿は大変衝撃的でした。今まで
実践してきた教材より、思考力・判断力・表現力
を育むことができると確信しました。　

　平成２８年度の授業では、「センサーを使用し
て、他者の生活を便利にするシステムづくり」を
実践しました。
　使用者を「他者」に設定した理由は、自分以外
の誰かのために”もの”をつくることで自分たち
のためにつくられている”もの”の存在やそこに
込められた工夫がより見えてくると考えたから
です。
　生徒たちは、それぞれが設定した「他者」のた
めに様々なシステムを製作することができまし
た。うまく動作しないときには、一台のパソコン
の画面を食い入るように見ていたり、回転数を
変えるために歯車を組み合わせたり、想像通りに

動作したら歓声が上がったりする姿があり、この
教材のすばらしさを子どもたちと共に味わうこ
とができました。まさに、子どもたちの学ぶ意欲
を駆り立てる教材の一つであると思います。

ボタンを押すだけ
でスプーンが口元
に移動する

反応する明るさは
どのくらいに
しようかな

明るくなったら自動で
幕が上がるカーテンを
つくりました

光に反応する
センサーを
使う？

朝になったら
自動でカーテンを
開くようにしたい！

❸展示・発表

新指導要領に沿ったロボットキットができました！

授業例（グループ学習）

セット内容

特長1
7色442個のカラフ
ルなパーツでアイ
デアに忠実なロボ
ットができる

特長2
ロボット用のモーター
やセンサーパーツも豊
富だから動きも自由
自在

特長3
アイデアをまとめたり発表
するためのワークシート付

特長4
リンクやギヤなど機構
の学習ができるテキス
ト付

購入教材
計測と制御クリエイトキット ￥38,880（￥36,000）093782

×2
DCモータースタディーノ

（台座付）

×1 ×4
サーボモーター

×2
赤外線フォト
リフレクタ

×2
タッチセンサー

×1
加速度センサー

×1
電子ブザー

×1
音センサー

×4
LED

ワークシートの内容は
以下のURLから確認できます。
http://www.artec-kk.co.jp/dl/createkit/tekit/

Studuino( 台座付）...............................1
USBケーブルminiB ............................1
電池ボックス（単 3電池３本）................1
サーボモーター.....................................4
DCモーター .........................................2
音センサー ............................................1
赤外線フォトリフレクタ..........................2
タッチセンサー ......................................2
加速度センサー.....................................1
電子ブザー ............................................1
LED赤・緑・青・白 ........................各 1
センサー接続コード（３芯 15ｃｍ）.........8
センサー接続コード（３芯 30ｃｍ）.........2
センサー接続コード50ｃｍ加速度センサー用........1

基本四角・赤、水、黄、黄緑、白、黒
.......................................................各 24
ハーフＡ・赤、水、黄、黄緑、白、黒
..........................................................各 8
ハーフＡ・薄グレー................................2
ハーフＢ・赤、水、黄、黄緑、白、黒 .......各 8
ハーフC・薄水...................................48
ハーフＤ・水 ........................................36
三角Ａ・クリア........................................2
三角Ａ・赤、水、黄、黄緑、白、黒 ..........各 8
三角Ａ・グレー.......................................4
ロボットステー・白 ...............................6
回転軸・黒..........................................16
丸・白 /黒............................................2

タイヤ・黒 ............................................4
タイヤ用ゴム２個組 PP袋入 .................2
ブロックリムーバー ...............................1
ブロックギア30 ....................................2
ブロックギア20 ....................................2
ブロックラック........................................2
ブロックベース正方形　小 ...................4
盤面表示シール ......................................1
収納ケース ............................................1
ファスナー付メッシュソフトケース.........1
リンクとギヤ学習セットテキスト............1
ワークシート..........................................1

荷物運搬システム
（坂道でも重い荷物を運ぶことが
できるシステム）

部屋干しマシーン
（モーターが回り洗たく物が
早く乾く）

ミルク冷却システム
（赤ちゃんが飲むミルクを冷まして、
適温になったら知らせるシステム）

https://www.youtube.com/
watch?v=MIuRGCrbl_I

ＱＲコードが読めない場合は

QRコードはこちら！→

実際の授業で生徒たちが作ったシステムを動画で見ることができます！

❶身の回りの「問題」を発見し解決方法、
ロボットの機能をアイデアにまとめる

❷ロボットの設計、プログラミング
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〒581-0066 大阪府八尾市北亀井町3-2-21
TEL 072-990-5509  FAX 072-990-5525
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17F

本 社
アートテクノ事業部

093628 計測と制御 基本実践パッケージ ・・・・・・・・・ ご注文生徒数　　　名

ご採択教科書会社

ご利用開始日：　　　　  年　　　 月　　　日（　３カ月・４カ月・５カ月　）

人数：（　4人で１台・ 3人で１台・ 2人で１台　）

153214 計測と制御 応用実践パッケージ ・・・・・・・・・ ご注文生徒数　　　名

レンタルパッケージFAX注文書 ※必要事項をご記入の上、切り取ってFAXにてご送付ください。

ご注文

都道府県： 市・区・町・村

学校名：

先生のお名前：

電話番号：

メールアドレス：

商品お届け先

K0817056258

※ご希望の内容にチェックのうえ、詳細をご記入ください。

レンタルコース

販売店
1カ月無料お試し貸し出し希望 基本実践パッケージ ・ 応用実践パッケージ どちらかに○を

おつけください。

東 京 支 社
アートテクノ事業部 TEL 03-5208-1882  FAX 03-5208-1890

ご利用開始日：　　　　  年　　　 月　　　 日（１カ月）

お近くの販売代理店にお申し
込みください。
※販売代理店がわからない場合
は弊社までご連絡ください。

お申し込み

弊社よりご利用規約をお送り
いたしますので、ご確認の上
ご署名をお願いいたします。

手続き開始

お近くの販売代理店より納品
いたします。商品到着後レン
タル期間内は無料にて貸し
出しいたします。

商品到着

レンタル期間終了後、お近くの
販売代理店がお伺いし、返却
手続きをいたします。

商品返却

よくあるご質問

講習会・教材研究会のご依頼大歓迎

今なら1カ月無料お試しキャンペーン実施中！
申し込みは下のFAX注文書から！

すべてできます！

ご利用の流れ

1 2 3 4

Qインターネット接続が
できない環境でも
使用できますか？

Q組み立てた状態で
納品してもらうことは
できますか？

Q夏休みや冬休みなどの
長期休暇を貸出期間に
含めずにレンタルでき
ますか？

Q 貸出期間を延長する
ことはできますか？

先生方のご都合にあわせて教材の講習会をお受けいたします。
部会や研修会等でお集まりの際にはお気軽にお声がけください。
講習会で使用する教材は基本的に弊社でご用意させていただきます。
講習会の内容や講師派遣のご要望にも対応させていただきますので、
その他、ご質問は下記連絡先までお気軽にお問い合わせください！


