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歯車の基礎（仕組み）が理解できます。
歯車の機能をさわって確認できます。
【キット内容】
　図面、解説書、総合カタログ、USB 使用歯車図面データ
　サイズ　335×272×130（W×D×H）
　重　量　6.7kg

メーカー希望小売り価格
162,000 円（税込）

in.co.jp/https://www.kawash



　RRST2018年度かわさきプロジェクトリーダーを担当しました。
かわロボへの思いということで、沢山ある魅力から2点取り上げ
ます。
　まず、自分の考えたものが実現する点です。一から作った物が
実際に動き戦った時は、喜びを感じ、とても良い内発的動機づけ
となりました。
　次に、競技性にとても長けている点です。デザインも多様で、

試合は迫力があり、観客は見ていて飽きない。選手は戦略を練
り、戦い方も様々でとても楽しい。私が、かわロボを続ける理由も
この競技性がほとんどです。ゲーム感覚で試合を楽しんでいます。
　かわロボに出会えてよかったです。これからも、立命杯など学
生による大会を含め様々なイベントを通じて、かわロボ界隈がも
っともっと熱を帯びてほしいです。

所属　立命館大学ロボット技術研究会(RRST)
盛影 大樹さん　（第25回大会参加） Message

メッセージ

バトルロボット部門
Battle Robot

●開催日時

予選トーナメント
平成31年8月24日（土）午前8時～午後6時
決勝トーナメント
平成31年8月25日（日）午前8時30分～午後6時

●会場

川崎市産業振興会館
（川崎市幸区堀川町66-20）

●内容

トーナメント方式
予選トーナメント：204チーム（8月24日）
決勝トーナメント：48チーム（8月25日）
※応募チーム数の状況により、8月23日（金）に実機
審査会を開催する場合があります。
※実機審査会の内容は腕構造・脚構造の審査を伴う
実機によるもので詳細はホームページでお知らせ
します。

●募集チーム数

204チーム

●申込費

社会人チーム　10,000円（消費税含む）
学　生チーム　  8,000円（消費税含む）

●応募資格

高校生以上とし、1チーム原則として2名以上4
名以下でチームを組み応募してください。（同一
人物が複数チームにまたがって応募することは
できません。）

●応募条件
◆脚・腕構造を持つロボットであること。
　※詳細は大会規則等をホームページにて参照ください。

◆大会実行委員会の規定するモーター・プロポを使用すること。
　※使用するモーター数の制限はありません。

◆ロボットの機構は創意工夫したロボットであること。

◆腕構造は揺動リンク機構を用いること。

◆ロボットの規格は、重量 3,300g 以内、大きさ幅 25cm以内、奥行き35cm
　以内、高さ70cm以内とする。

●規定部品
参加者には実行委員会で指定するモーター及びプロポの使用を義務付けます。
　※詳細は大会規則等をホームページにて参照ください。

●賞金・賞品

●応募方法
大会ホームページから申込書類（2種類）をダウンロードし、ロボットの基本
設計書等の必要事項をご記入の上、メールにて事務局まで送信してください。
※申し込み費を指定する期日までにお支払ください。
※エントリーシート、基本設計書をそれぞれの締切日までに提出してください。
※誤解や疑義が生じることが無いように、ロボットを設計し申込書類を提出して
ください。
※基本設計書はロボットの全体・脚・腕の構造及び脚・腕の動き(軌跡等)をわかり
やすく作図してください。
※他チームと同一の図面は禁止します。
※応募締め切り後の大幅な機体変更を伴う申込書類の差し替えは原則受付けませ
ん。軽易な変更がある場合は所定の手続きにより期間厳守で行なって下さい。
※申込み頂いた基本設計書は大会終了後にホームページで公開します。
URL  https://www.kawasaki-net.ne.jp/robo/

●応募締切
エントリーシート締切　平成 31 年 5月3日（金）必着
基本設計書締切　平成 31 年 5月24日（金）必着
※申し込みは 2段階方式となります。

●大会参加チームの決定
提出頂いた申込書類に基づき大会実行委員会で予選トーナメント参加に関
する審査を行い、参加の可否を書面にて郵送します。

優勝 500,000円
準優勝 200,000円
3位 100,000円
その他各部門賞、企業賞（賞品提供） ※詳細は大会規則等をホームページにて参照ください。

※大会当日に充電する場合は、専用の充電スペースを利用してください。

リチウム系電池の使用について

練練を練を練略を略を戦略戦略戦戦は手手選手選手選選い。いななきき飽き飽きて飽飽飽きない 選手はは戦略を練
ががががが、 由由理由理由る理る理けるける続け続け続続ををボボロボロボわロわロかわかわかかかわロボをを続ける理由ももももも

。。す。す。ますますいまいまでいでいんでんでしんしん楽し楽しを楽を楽合を合を合合試合試合で試で試覚で覚で感覚感覚覚で試合合を楽しんでいます。
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●内容
川崎市内小中学生を対象に「かわさきロボット」の特徴である脚・腕構造
を持つロボットキットを製作し、8月のかわさきロボット競技大会内でＪ
ｒ.競技大会に参加します。ロボットの製作に当たっては、講師の指導を
受けながら行います。

●応募資格
川崎市内の小学3年生から中学生を含む2名以上4名以下の参加でチー
ムを組んで応募してください。ロボットの操縦者は小学3年生から中学生
までとします。（同一人物が複数チームにまたがって応募することはできま
せん）

●募集チーム
24チーム（応募多数の場合は抽選）

●応募締切
平成31年5月3日（金）必着

●応募方法
大会ホームページから申込書類をダウンロードして必要事項をご記入の
上、メール、郵送またはFAXで大会事務局までお送りください。

※必要な方には申込書類を郵送します。

●提供部品
無線式の脚・腕構造を持つ大会実行委員会で指定するオリジナルロボッ
トキットを提供します。

●内容
バトルロボット部門の機体をベースに、センサーやカメラ等新しい技術要
素を加え、指定する課題にチャレンジしていただきます。

●開催日時
平成32年3月末　※詳細は決まり次第HPにて発表

●応募資格
ベースとなる機体の仕様は、原則として第26回かわさきロボット競技大
会バトルロボット部門競技規則に準じるものとします。

●募集チーム数
10チーム（予定）

●申込費
１チーム　3,000円（消費税含む）

●開催概要
（1） ロボット製作教室

開催期間　
平成 31 年 6月1日・6月29日・7月20日・8月3日
各土曜日13 時～ 17 時　計 4回

場所
川崎市産業振興会館
（川崎市幸区堀川町 66-20）

申込費
3,000 円（ロボットキット代・大会参加費・消費税含む）

(2) Jr. ロボット競技大会

競技内容
規定ロボットを操作し、競技リング上でバトル競技を行います。
（勝敗については原則わかりやすく、ルールは簡素化します。）

日時
予選トーナメント：平成 31 年 8月17日（土）13 時～（予定）
順位決定戦 ：平成 31 年 8月25日（日）13 時～（予定）

各賞
優勝・準優勝・3位

Jr. ロボット部門
Jr. Robot

テクノ・クエスト部門
Techno quest

Jr.ロボット競技大会は、ロボット製作教室の参加者以外からも一般募集します。
川崎市外からも参加できます。
参加条件等の詳細はホームページをご覧ください。

第 26 回
かわさきロボット競技大会
実行委員会
 委員長
 副委員長

 委員

 顧問

梁取　弘明（CLUB WAD代表）

藤野　裕之（TechShopTokyo ヘッドインストラクター）
土方　慎也（(公財)川崎市産業振興財団 専務理事）

五味渕　弘毅(スタジオマルゴ 代表)
矢野　友規(㈱オーム社 ロボコンマガジン　編集長)
先川原　正浩(千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター室長)
中村　清一(双葉電子工業㈱ ホビーラジコン営業部)　
清水　六(㈱IHI　積層造形プロジェクト部)
須山　徹(㈱ニクニ　技術部)
荒井　利之(川崎市立川崎総合科学高等学校 校長)
原田　津一(川崎市 経済労働局長)

佐藤　晟（NPO法人子どもモノづくり教育支援事業団 代表理事）

※平成31年3月現在

運営
第26回かわさきロボット競技大会実行委員会

共催
川崎市・（公財）川崎市産業振興財団

協賛
㈱アマダホールディングス、㈱MonotaRO、協育歯車工業
㈱、日本工学院専門学校・日本工学院八王子専門学校、沖電
線㈱、京急サービス㈱、㈱イグアス、㈱延山製作所、オリエ
ンタルモーター ㈱、㈱オリジナルマインド、川崎信用金庫、
㈱工苑、㈱セキド、TMCシステム㈱、㈱南信社、㈱日の出
製作所、㈱廣杉計器、富士通㈱川崎支店、双葉電子工業㈱、
美遊ＪＡＰＡＮ㈲、メディエックステック㈱、リカザイ㈱、
㈱ロビット、味の素㈱、㈱安藤工業所、㈱大西家具店、川崎
商工会議所、川崎マリーンロータリークラブ、(公社)川崎南
法人会青年部会、㈱協育、㈱セイキ、㈱ DeNA川崎ブレイブ
サンダース、㈱トーキンオール、松山工業㈱、輪島市

後援
NHK横浜放送局、神奈川県、(地独)神奈川県立産業技術総
合研究所、かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会、川崎
市教育委員会、川崎商工会議所、経済産業省 関東経済産業
局、(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構、(一社)日
本ロボット工業会、(国研)農業・食品産業技術総合研究機構、
輪島市

武蔵小杉の金属箔・合金箔の総合メーカ
　「軽くて強度のある金属箔・合金箔をご提案します」

http://atsuen.rikazai.co.jp
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予選トーナメント：平成 31 年 8月17日（土）13 時～（予定）
順位決定戦 ：平成 31 年 8月25日（日）13 時～（予定）

各賞
優勝・準優勝・3位

Jr. ロボット部門
Jr. Robot

テクノ・クエスト部門
Techno quest

Jr.ロボット競技大会は、ロボット製作教室の参加者以外からも一般募集します。
川崎市外からも参加できます。
参加条件等の詳細はホームページをご覧ください。

第 26 回
かわさきロボット競技大会
実行委員会
 委員長
 副委員長

 委員

 顧問

梁取　弘明（CLUB WAD代表）

藤野　裕之（TechShopTokyo ヘッドインストラクター）
土方　慎也（(公財)川崎市産業振興財団 専務理事）

五味渕　弘毅(スタジオマルゴ 代表)
矢野　友規(㈱オーム社 ロボコンマガジン　編集長)
先川原　正浩(千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター室長)
中村　清一(双葉電子工業㈱ ホビーラジコン営業部)　
清水　六(㈱IHI　積層造形プロジェクト部)
須山　徹(㈱ニクニ　技術部)
荒井　利之(川崎市立川崎総合科学高等学校 校長)
原田　津一(川崎市 経済労働局長)

佐藤　晟（NPO法人子どもモノづくり教育支援事業団 代表理事）

※平成31年3月現在

運営
第26回かわさきロボット競技大会実行委員会

共催
川崎市・（公財）川崎市産業振興財団

協賛
㈱アマダホールディングス、㈱MonotaRO、協育歯車工業
㈱、日本工学院専門学校・日本工学院八王子専門学校、沖電
線㈱、京急サービス㈱、㈱イグアス、㈱延山製作所、オリエ
ンタルモーター ㈱、㈱オリジナルマインド、川崎信用金庫、
㈱工苑、㈱セキド、TMCシステム㈱、㈱南信社、㈱日の出
製作所、㈱廣杉計器、富士通㈱川崎支店、双葉電子工業㈱、
美遊ＪＡＰＡＮ㈲、メディエックステック㈱、リカザイ㈱、
㈱ロビット、味の素㈱、㈱安藤工業所、㈱大西家具店、川崎
商工会議所、川崎マリーンロータリークラブ、(公社)川崎南
法人会青年部会、㈱協育、㈱セイキ、㈱ DeNA川崎ブレイブ
サンダース、㈱トーキンオール、松山工業㈱、輪島市

後援
NHK横浜放送局、神奈川県、(地独)神奈川県立産業技術総
合研究所、かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会、川崎
市教育委員会、川崎商工会議所、経済産業省 関東経済産業
局、(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構、(一社)日
本ロボット工業会、(国研)農業・食品産業技術総合研究機構、
輪島市

武蔵小杉の金属箔・合金箔の総合メーカ
　「軽くて強度のある金属箔・合金箔をご提案します」

http://atsuen.rikazai.co.jp
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バトルロボット部門 / Jr. ロボット部門
テクノ・クエスト部門

第26回
かわさきロボット
競技大会

KAWASAKI ROBOT Festival 2019

TEL　0120－7－8960－7（KG歯車技術相談室）
FAX　048－754－1299
mail  sales@kggear.co.jp

歯車の基礎（仕組み）が理解できます。
歯車の機能をさわって確認できます。
【キット内容】
　図面、解説書、総合カタログ、USB 使用歯車図面データ
　サイズ　335×272×130（W×D×H）
　重　量　6.7kg

メーカー希望小売り価格
162,000 円（税込）

in.co.jp/https://www.kawash
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第 26回かわさきロボット競技大会実行委員会事務局
（公財）川崎市産業振興財団事業推進課内

〒212-0013　川崎市幸区堀川町66－20
TEL 044－548－4117
FAX 044－548－4110
E-mail　robo26@kawasaki-net.ne.jp
URL　https://www.kawasaki-net/robo/

申し込み先及び問い合わせ先

株式会社 廣杉計器
スペーサーの総合メーカー　〜プリント基板の取付からロボットの機構部品として〜

http://www.hirosugi.co.jp
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