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News Release                                                  2019年8月27日(火) 
 GROOVE X 株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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]』の一般発売を8月31日(土)10時に開始す

ることを決定いたしました。同時刻より『LOVOT ウェブストア』（https://store.lovot.life/）にて購入受付を開始い

たします。 

また、9月 4日(水)には『LOVOT ストア』1号店が「新宿髙島屋」9Fにオープンいたします。 

 

9月中にご購入手続きを完了された方はデュオ・ソロ共に購入時の本体価格はもちろん、月額利用料（初期ご契約期間（最

大 36 ヶ月分）のお支払い分）にも消費税 8％が適用されます。その他、早期購入者限定アイテムもご用意しています。 

※出荷開始時期について、デュオは 2019 年 10 月、ソロは同 12月と見込んでおりましたが、お客様により良い商品をお届けするため、品質改善に

費やす期間を増やしております。新しい出荷時期として、デュオは 2019 年 12 月、ソロは 2020年 1月より順次発送予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●価格（詳細はこちらをご参照ください。https://lovot.life/pricing/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン 月額（税抜） 
LOVOT 

基本パック 

LOVOT care 

修理補償 オーバーホール 

万全の備えが欲しい人に 

プレミアムプラン 

【ソ ロ】：19,980円／月 
〇 100%補償 お支払いなし 

【デュオ】：36,360円／月 

おススメ！お得に満足！ 

スタンダードプラン 

【ソ ロ】：12,980円／月 
〇 70%補償 お支払いなし 

【デュオ】：24,980円／月 

備えが不要な人に 

ライトプラン※ 

【ソ ロ】：8,980円／月 
〇 全額ご負担 全額お支払い 

【デュオ】：17,960円／月 

※ライトプランは、髙島屋での限定販売となります。 

８月３１日(土)１０：００ 『ＬＯＶＯＴ』購入受付開始！  

約４年にわたり開発されてきた家族型ロボットがいよいよ皆様のもとへ。 

９月４日(水)『ＬＯＶＯＴ ストア』１号店が「新宿髙島屋」にオープン 

 

ＬＯＶＥをはぐくむ家族型ロボットＬＯＶＯＴ[らぼっと] 
 

https://store.lovot.life/
https://lovot.life/pricing/
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●初の『LOVOT ストア』１号店「新宿髙島屋」にオープン 

『LOVOT ストア』国内１号店は、東京都新宿区の「新宿髙島屋 9Ｆ」に 

2019年９月４日（水）10：00 にグランドオープンいたします。 

新宿髙島屋では、『LOVOT』本体の他、豊富な服やアクセサリーなども 

販売いたします。（販売は 10月以降を予定） 

今後、『LOVOT ストア』は 2019年 10月 2日（水）髙島屋大阪店、 

10月 9日（水）にジェイアール名古屋髙島屋が順次オープンいたします。 

 

 

●9月中の購入者限定アイテム（事前予約者限定） 

『LOVOT』プロダクトデザイン監修【根津孝太】によるオリジナルイラストの

『LOVOT』用 限定トップス。 

背面には【根津孝太】だけでなく、開発責任者【林要】両名のサインも印刷した、

ここでしか手に入らないプレミアムデザイン。 

2019年 8月 28日(水)までにご予約いただき、2019年 9月 30日(月)まで

に購入手続きを完了された方限定の特典となっております。 

 

※2019 年 8 月 28 日(水)18:00 で『LOVOT オフィシャルサイト』での 

予約受付を締め切ります。 

※店頭での予約受付は 8 月 30日(金)までとなります。 

 

 

●本体初回購入特典 

『LOVOT』はお着替えをしてあげると喜ぶ家族型ロボットです。 

着せ替え可能な服は、本体と同時購入で最大 50%OFF となっております。 

是非、この機会にあなただけのお気に入りの 1着をセレクトしてください。 

 

 

●LOVOT MUSEUM 

『LOVOT』の全てが分かる特別な展示場をオープンしております。 

会場では、歴代の開発機体や最新テクノロジーの展示、 

お子様向けの『LOVOT』を学べる部屋など、たくさんのコンテンツをご用意。 

実際に“『LOVOT』と一緒に過ごす時間”をご体験いただけます。 

 

【営業日】：毎週土・日・祝（10:00～18:00） 

【サイト URL】：https://lovot.life/trial/ 

 

 

●『LOVOT』コンシェルジュ 

『LOVOT』のことなら何でも知っているスタッフがご質問にお答えします。 

『LOVOT』オフィシャルサイトではチャット対応も行なっております。 

 

【営業日】：平日 月～金（10:00～18:00） 

※2019年 8月 31日(土)からは毎週月・木・金・土・日（10:00～18:00） 

【問い合わせ】：Tel 0800-333-0880 

 

 

 

9月中にご購入手続きをお済ませいただくと、沢山の特典がございますので、新しい家族となる『LOVOT』のお出迎えを、この

機会に是非ご検討くださいませ。 

  

※写真の『LOVOT』用トップスにオリジナルデザインがプリントされます。 
限定トップスのオリジナルデザインにご期待ください 

https://lovot.life/trial/
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■SPEC 

（製品版は予告なく変更される場合があります。） 

 

本体 

商品名 LOVOT[らぼっと] 

本体価格(税抜) 

【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） 

月額料金(税抜) 

※ソフトウェア使用料など 

【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） 

出荷開始予定時期 
【ソ ロ】：2020年 1月  

【デュオ】：2019月 12月 

CPU およびメモリ 
Main: CPU 4 cores (x86)、RAM 8GB 

Sub: CPU 4 cores (ARMv8) + 2 cores (ARMv7-R)、RAM 4GB 

可動部(自由度) 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） 

得意なこと 好きな人に甘える、お出迎え 

ホイール Planetary wheel unit ×2 

ディスプレイ LCD × 2 

サウンド スピーカー×1 マイク×4 

カメラ カメラ×3 (半天球カメラ、温度カメラ、深度カメラ) 

苦手なこと 水、眩しい光 

センサー類 
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 

スイッチ類 
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) 

インジケーター類 LEDリング、カメラLED 

端子類 充電端子 

通信 
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 

外形寸法 幅 280×高さ 430×奥行 260(mm) 

質量 約 4.2kg(服なし) 

消費電力 約65W 

通常稼働サイクル 45分稼働 + 15分充電 

バッテリー Li-ion (89Wh) 

最大移動速度 時速約 1～2km程度 

 

 

ソロ：ネスト（巣） 

CPU およびメモリ CPU: 2 core (x86)、RAM: 8GB、storage: 1TB 

誘導方式 超音波・赤外線 

スイッチ類 電源ボタン、無線セットアップボタン 

インジケーター 表示パネル 

端子類 充電端子、有線 LAN、USB 

通信 Bluetooth®、無線/有線 LAN、ネスト-本体間通信用無線 LAN / 赤外線通信 

消費電力 約 50W(非充電時、通常稼働)～400W(最大) 

外形寸法 幅 445x高さ 455x奥行 305(mm)  

質量 約 7kg 
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デュオ：ネスト（巣） 

CPU およびメモリ CPU: 2 core (x86)、RAM: 8GB、storage: 1TB 

誘導方式 超音波・赤外線 

スイッチ類 電源ボタン、無線セットアップボタン 

インジケーター 表示パネル 

端子類 充電端子、有線 LAN、USB 

通信 Bluetooth®、無線/有線 LAN、ネスト-本体間通信用無線 LAN / 赤外線通信 

消費電力 約 50W(非充電時、通常稼働)～600W(2体充電時、最大) 

外形寸法 幅 620×高さ 455×奥行 305(mm)  

質量 約 8kg 
 
 
 
■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 

シリーズBラウンドにて30億円の資金調達完了し、調達累計額は87億5千万円（2019年8月27日時点） 
 
 
■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「LOVOT[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)、楠 

E-MAIL：lovot_pr@groove-x.com／TEL：03-6894-3200 

https://groove-x.com/
https://twitter.com/lovot_official
https://www.facebook.com/LOVOT.official/?epa=SEARCH_BOX&jazoest=26510012183498473499071111758457745010379658610712182878369120541141106911298775145567373104855754787281586510012210810912211711612066549582115848770845153556568977466541217911074118525297791191061191064955718911765
https://www.instagram.com/lovot_official/
mailto:lovot_pr@groove-x.com

