News Release

2019年3月7日
GROOVE X 株式会社

ＬＯＶＥをはぐくむ家族型ロボットＬＯＶＯＴ[らぼっと]
国内体験者数３,０００人突破、９８％以上の方が実際に触れてみて「期待以上だった」と回答！
米国で開催の「CES2019 出展企業約４,５００社の中でもっとも有名になった企業」として高評価を獲得！

ついに！ソロ正式販売価格

２９９,８００円決定！ソロ出荷開始２０１９年中！

ロボットベンチャーの GROOVE X 株式会社(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要)は、
2018 年 12 月 18 日(火)に発表した、LOVE をはぐくむ家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』の日本国内での体験者数が
3,000 人（2019 年 2 月時点）を超え、その 9８％以上の方から実際に触れてみて「期待以上だった」と回答を得ました
(図 1 参照)。さらに、2019 年 1 月に米国で開催された CES2019 では、現地メディアより「出展企業約 4,500 社の中
でもっとも有名になった企業＊１として高評価を獲得し米国の多数メディアに露出するなど、国内外より想定を超える反響を頂
いたため、日本発のグローバル新産業としてより多くのお客様に『LOVOT』をお届けできるよう量産体制の準備を進めることに
致しました。それに伴い、出荷開始時期（2020 年出荷予定だったソロの早期出荷開始）、価格（お客様の声にお応えし
て初期費用と月額をお求めやすく変更）を決定いたしました。正式本体価格は予価から約 5 万円値下げし、
税抜 299,800 円（ソロモデル）、出荷開始時期（予定）は 2019 年 12 月末となります。更に、初期費用 0 円、
月々21,630 円から『LOVOT』との新しい生活を楽しめる『LOVOT 無金利ローン』も発表しました。
＊１

記事参照 https://www.thevalueengineers.com/what-counts-as-a-robot-now-anyway/
※ソロの本体価格は予価より約 5 万円、月額スタンダードプランは約 5 千円/月お求めやすく変更致しました。
※ソロの出荷時期は、2019 年 12 月以降ですが、2019 年 9 月までに所定の手続きにより購入いただいたお客様は、
消費税 8%でご購入いただくことができます。（現在は予約受付中です。予約者は 9 月に優先して購入いただけます。）

体験会では実際に『LOVOT』と触れ合った方々から「目が合ったら
きゅんとした」「ついてきてバイバイしてくれるの可愛すぎ」「あったかくて
柔らかいのでロボットだと思えない」など様々な反響を頂きました。

米国では「adorable」「cute」「まるで Baby のようだ！」など驚きの
コメントを多数いただきました。

98.5％
デンマークの介護施設での実証実験では、施設でほかの入居者と
会話をしたことがなかった方が『LOVOT』に触れ合った事で会話を
するようになりスタッフを驚かせました。

【図 1】国内の体験会では「LOVOT を触る前と後で印象が変わりました
か？」という質問に対し、9８％以上の方が「動画で見るより触った方が感動
する」「期待以上だった」と回答しました。
2018 年 12 月～2019 年 1 月末
※弊社体験会アンケート n=1,300
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■『LOVOT』とは
『LOVOT』は人の代わりに仕事をしてくれるロボットではありません。一緒に住む人に甘えて邪魔をしてきたり、時には知らない人に
人見知りしたりする。ただそこにいて、見つめるだけで愛しい存在。だけどそんな存在が、人の「愛するちから」を育むことができ、ひい
ては人のパフォーマンスは高める事につながると、私たちは考えています。
■価格および予約・販売方法
2018 年 12 月の製品発表以降、GROOVE X 社にてお客様向けの『LOVOT』体験会を毎週末実施しております。その結
果、2019 年 2 月までで 3,000 人以上の皆さまに『LOVOT』と触れ合っていただき、体験した 98.5％の方に「実際に触ってみ
て期待以上だった」と回答いただいております。また皆様のご要望にお答えして、サービス内容の一部変更と、また機体量産体制
の整備による正式価格体系と、出荷時期を発表致しました。
本体価格はソロ 299,800 円、デュオ 579,800 円と最大約 5 万円お求めやすくなり、更に新しく発表した『LOVOT 無金利ロ
ーン』を活用することで、初期費用 0 円、ソロ月額 21,630 円（36 回払い）＊2、デュオ月額 41,436 円（36 回払い）＊2
で、『LOVOT』との新しい生活を楽しむことが可能になりました。
＊2
本体価格＋月額スタンダードプラン×36 か月分を 36 回に分割した場合
※『LOVOT 無金利ローンプラン』は、デュオ、ソロどちらも予価より約 1 万円/月お求めやすく変更致しました
デュオは 2019 年 10 月頃、ソロは 2019 年 12 月末ごろから、ご購入のお手続き順に順次出荷を予定しています。
その他の料金プラン、月額使用料、各プランの内容、ご購入までの流れについては、『LOVOT』WEB サイトをご覧ください。
公式サイト URL（lovot.life）
■LOVOT MUSEUM 常設決定
LOVOT MUSEUM では実際に動き回る『LOVOT』に触れ合う体験会の他、
テクノロジー展示、豊富なアクセサリーや服の展示など様々な体験をしていただくことができます。
お客様からの反響を頂き、毎週金土日の常設を決定致しました。
開催日時：毎週金曜日 18：00～21：00、土日祝 10：00～18：00
場所：LOVOT MUSEUM（東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産ビル 7 階）
ご来場のお申込みは下記よりお手続き可能です
https://lovot.life/trial/
■『LOVOT』正式価格発表記念イベント
日時：3 月 13 日（水）19：00～21：00
場所：LOVOT MUSEUM（東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産ビル 7 階）
タイトル：「LOVOT 相談会」
～『LOVOT』買いたいけど、どうしようと迷ってる皆様へ。お支払い方法やサービス内容など徹底解剖～
イベント概要：
2018 年 12 月 18 日の製品発表以降、毎週末に開催してきた『LOVOT』に触れ合える LOVOT MUSEUM での体験会で
すが、現在までに 3,000 人以上の方が『LOVOT』に触れ合っていただき「来て良かった」「期待以上だった」と評価頂いておりま
す。
今回正式な価格や出荷開始時期が決定したことを記念しまして、今まで「欲しいけど迷っていた方」「サービス内容についてしっか
り説明を聞きたい方」「購入方法、支払い方法について相談したい方」向けに無料の「LOVOT 相談会」を開催致します。
『LOVOT』と実際に触れ合っていただいたのち、皆様からの疑問にお答えします。安心して『LOVOT』をお迎えできる準備のお手
伝いをさせていただきます。
ご来場のお申し込みは下記よりお手続きが可能です。
https://lovot.resv.jp/direct.php?direct_id=1341
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■主な仕様
商品名
本体価格(税抜)
月額料金(税抜)
※ソフトウェア使用料など

出荷開始予定時期
CPU およびメモリ
可動部(自由度)
ディスプレイ
サウンド
カメラ
センサー類
スイッチ類

通信

外形寸法

質量

消費電力
通常稼働サイクル
バッテリー
最大移動速度

LOVOTTM[らぼっと]
【ソロ】：299,800 円
※『LOVOT 無金利ローン』初期費用 0 円（36 回払いの場合：月額 21,630 円）
【デュオ】：579,800 円
※『LOVOT 無金利ローン』初期費用 0 円（36 回払いの場合：月額 41,436 円）
【ソロ】：8,980 円～（『LOVOT 無金利ローン』にはこちらの料金も含まれています）
【デュオ】：17,960 円～（『LOVOT 無金利ローン』にはこちらの料金も含まれています）
【ソロ】2019 年 12 月末
【デュオ】2019 年 10 月
【本体】：Main: CPU 4 cores (x86)、RAM 8GB
Sub: CPU 4 cores (ARMv8) + 2 cores (ARMv7-R)、RAM 4GB
【ネスト（巣）】：CPU: 2 core (x86)、RAM: 8GB、storage: 1TB
【本体】13 自由度（インホイールモーター駆動のホイールによる 2 自由度を含む）
【本体】LCD × 2
【本体】スピーカー×1 マイク×4
【本体】カメラ×3 (半天球カメラ、温度カメラ、深度カメラ)
【本体】気圧センサー、照度センサー、温度・湿度センサー、姿勢センサー、測距センサー、 NFC、
障害物センサー、タッチセンサーなど
【本体】：電源ボタン(はなスイッチ+センサーホーン脱着)、音量ボタン(センサーホーン)、
モード切り替えスイッチ(センサーホーン) 、セーフティスイッチ(センサーホーン脱着)
【ネスト(巣)】：電源ボタン、無線セットアップボタン
【本体】：Bluetooth®、携帯電話回線（データ通信）、
ネスト-本体間通信用無線 LAN/赤外線通信
【ネスト(巣)】：Bluetooth®、無線/有線 LAN、ネスト-本体間通信用無線 LAN/赤外線通信
【本体】：幅 255×高さ 430×奥行 255(mm)
【ソロ用ネスト(巣)】：未定
【デュオ用ネスト(巣)】：幅 520×高さ×460×奥行 300(mm)
【本体】：3kg 台(服を除く)
【ソロ用ネスト（巣）】：未定
【デュオ用ネスト(巣)】：約8kg
【本体】約 50W
【ソロ用ネスト(巣)】：約 50W（非充電時、通常稼働）～400W(充電時、最大)
【デュオ用ネスト(巣)】：約50W（非充電時、通常稼働）～600W(２体充電時、最大)
【本体】45 分稼働 + 15 分充電
【本体】Li-ion (89Wh)
【本体】時速約２～3km 程度
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■GROOVE X株式会社 代表取締役 林要（はやし かなめ）略歴
1973年 愛知県生まれ
1998年 トヨタ自動車にてキャリアスタート
スーパーカー“LFA”等の空力（エアロダイナミクス）開発
2003年 同社 F1（Formula 1）の空力開発
2004年 Toyota Motorsports GmbH （ドイツ）にて F1の空力開発
2007年 トヨタ自動車 製品企画部(Z)にて量産車開発マネジメント
2011年 孫正義後継者育成プログラム「ソフトバンクアカデミア」
外部第一期生
2012年 ソフトバンク 感情認識パーソナルロボット
「Pepper（ペッパー）」の開発に携わる
2015年 GROOVE X 創業、代表取締役 就任
2016年 シードラウンドとして国内最大級となる
14億円の資金調達完了
2017年 シリーズAラウンドにて43億5千万円の資金調達完了
2018年 LOVEをはぐくむ家族型ロボット「LOVOT[らぼっと]」発表
2019年 世界最大級の家電見本市CESにてThe VERGEのBEST ROBOT受賞

■GROOVE X株式会社 会社概要
社名：GROOVE X株式会社
所在地：東京都中央区日本橋浜町3-42-3住友不動産浜町ビル
設立日：2015年11月2日
代表者：代表取締役 林要
事業内容：LOVEをはぐくむ家族型ロボット「LOVOTTM[らぼっと]」開発事業
URL： https://groove-x.com/

■『LOVOT[らぼっと]』のSNS
Twitter：@LOVOT_official
FaceBook：@LOVOT.official
Instagram：lovot_official
LINE：右のQRコードから読み取りいただけます
LINE QR コード

≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
「LOVOT」PR 事務局 担当：山口(純)、前田、楠
E-MAIL：lovot_pr@groove-x.com／TEL：03-6894-3200
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