11月15日 0N0-ONE (+10pt)

2位 (+6pt)

■Pirkus社製ロボットコ
ントロール用マイコン
ボード、RE00V販売開
■メイドロボットの作成
始!
浅草ギ研 ロボット、特
ロボット 専門店 殊メイク材料販売のＲＯ
11月16日
Robotma.com(ろぼとま
ＢＯＴＳＦＸ．ｃｏｍで、 メ
どっとこむ)/TOPページ
イドロボットの作成の
イド
ボットの作成の
で Pi
で、
Pirkus社製ロボット
k 社製ロボ ト
話。
コントロール用マイコン
ボード、RE00V販売開
始! のアナウンス。
■今年度のROBOONE on PCにシミュ
レータを提供致します ■YOSHIMURAｱﾙﾐ脚
ロボット・制御設計 テク MANOIで、
11月17日
ノロードで、 今年度の YOSHIMURAｱﾙﾐ脚の
ROBO-ONE
ROBO
ONE on PCにシ 話。
話
ミュレータを提供致しま
すのアナウンス。
■・ヨコヅナグレート不
■宇宙大会選抜競技
知火 公開スパーリング
in ROBO-ONE 15th
開催結果報告
ページ公開
ROBO-ONE エンターテ
ROBO-ONE公式ページ
11月18日
イメント サイトで、 ・ヨコ
で、 宇宙大会選抜競技
ヅナグレート不知火 公
in ROBO-ONE 15th
開スパ
リング開催結
開スパーリング開催結
ページ公開のアナウン
ペ ジ公開のアナウン
果報告。 ・GPエクアド
ス。
ル紀行も更新。

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■サーボケースの補強
用のカラーほしい人は
自分に声かけてくださ
い
ProjecutAutoWalker
OBO ONEで、 サーボ
サ ボ
ROBO-ONEで、
ケースの補強用のカ
ラー２００個の話。

■不知火、公開スパー
リングが開催されました
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 不知火、公
開スパーリングが開催
開ス
リングが開催
されましたの話。

■草加ロボフェスの裏
側
思い立ったが吉日で、
草加ロボフェスの裏側
の話
の話。

■Youtube１００万アク
セス突破
ロボットフォースで、
Youtube１００万アクセ
ス突破の話 すご
ス突破の話。
い・・・

■強化改造用の部品
が出来上がりました
ロボツク！/ウェブリブ
ログで、 強化改造用の
部品が出来上がりまし
たの話。

■ネットタンサーウェブ
公式ページを公開しま
した
BANDAI ROBOT
RABOLATORYで、 ネッ
トタンサーウェブ公式
ページを公開しました
のアナウンス。

■成龍がタレントロボと
して
きゃのん・えんじにあり
んぐ - livedoor Blog（ブ
ログ）で、 成龍がタレン
トロボとしての話。
トロボとしての話

■第２回自律ビーチフ
ラッグの参加申し込み
を締め切りました
KONDO KHRシリーズ
近藤科学で、 第２回自
律ビーチフラッグの参
加申し込みを締め切り
ましたのアナウンス。

■デュアルサーボに挑
戦！
作ってはみたけれど・・・
/ウェブリブログで、
デュアルサーボに挑
戦！

■アゴラ 工学っておも
しろい！
Shake Hans[ロボット]・
「ロボワンへかけろ！」・
「Robo日記」で、 アゴラ
工学っておもしろい！
の話。

■サーボファーム書換
サービス
原毅の鍵盤日記＠ココ
ログで、 サーボファー
ム書換サービスの話。

■FRC世界大会は
2009年1月10日（土） 大
阪で開催
gankutu-oukokuhomepageで、 FRC世界
大会は 2009年1月10日
（土） 大阪で開催のア
ナウンス。

■ロボゴング９ エント
リー受付開始
ロボットフォースで、 ロ
ボゴング９ エントリー受
付開始のアナウンス
付開始のアナウンス。

■ボビーロボット大集
合 in クレオ大阪西フェ
スタ
ロボットフォースで、 ボ
ビーロボット大集合 in
クレオ大阪西フェスタの
話。

■新型機 目指せダイ
ナマイザ
ナマイザー
岐阜県立飛騨神岡高
等学校Websiteで、 新
型機 目指せダイナマイ
ザーの話。

■RE00V
Challenge to Creation
and Entertainmentで、
RE00Vの話。

■ボビーロボット大集
合 in クレオ大阪西フェ
スタ
ロボットフォースで、 ボ
ビーロボット大集合 in
クレオ大阪西フェスタ
の話。

■東京スクールオブ
ミュージック 『お仕事体
■起き上がりモーション
■進捗状況
験フェスタ‘０８』
ロボットJAWS/ウェブリ
11月19日
日記 - 普通の会社員 MANOIで、 東京スクー
ブログで、 起き上がり
の日･･･で、 進捗状況。 ルオブミュージック 『お
モーションの話。
仕事体験フェスタ‘０８』
の話。
■Robovie-X,X Liteの
脚部をハイトルクサー
ボ化して運動性能アッ
プする拡張キット 2種を
■hpiさんから、ロボット
発売します
外装デザイン＆モデリ
■「G-ROBOTS G【ヴイストン株式会社｜
ングの発注が来た
Dog」の発売日
Vstone Co.,Ltd.】二足歩
大日本技研／1Fで、
11月20日 HPI ROBOT BLOGで、 行ロボット・全方位セン
hpiさんから、ロボット外
「G-ROBOTS G-Dog」 サの開発・製造・販売/
装デザイン＆モデリン
の発売日の話
の発売日の話。
ロボット教育・教材・人
ボ ト教育 教材 人
グの発注が来たのでの
材育成で、 Robovie話。
X,X Liteの脚部をハイト
ルクサーボ化して運動
性能アップする拡張
キット 2種を発売します
■ツクモショック！に新
たな動き。
■アスリートＣＵＰファイ
■モーション配信ペー
ProjecutAutoWalker
ナルに吉田アナ（ニッポ
ROBO ONEで ツクモ
ROBO-ONEで、
ジ Q&Aペ ジ更新
ジ、Q&Aページ更新
ン放送）参加決定
ショック！に新たな動き
ROBOSPOT 最新情報
11月21日
MANOIで、 アスリートＣ
の話。 納品の確認をし
ブログで、 モーション配
ＵＰファイナルに吉田ア
ようとしても、それで連
信ページ、Q&Aページ
ナ（ニッポン放送）参加
絡がつかなかったの
更新。
決定の話。
か・・・ 30日に向けても
日程調整していたのだ
■メイドロボットの製作
■ＮＥＣ不買運動
思い立ったが吉日で、 ■PF-01の脚周りの補 のページ。足仮組み。
３０日の練習会の話
３０日の練習会の話。
強
浅草ギ研 ロボット、特
ロボット 特
11月22日 う～む・・・参加を悩
ProjecutAutoWalker
殊メイク材料販売のＲＯ
む・・・不買運動は了解 ROBO-ONEで、 PF-01 ＢＯＴＳＦＸ．ｃｏｍで、 メ
です。 そもそも買ってた の脚周りの補強の話。 イドロボットの製作の
ページ。足仮組みの
だろうか？・・・

11月15日 0N0-ONE (+10pt)

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

■FRC特設ページを
作った
gankutu-oukoku11月23日
homepageで、 FRC特設
ページを作ったのアナ
ウンス。

■バカロボ2008 予選
通過
ロボットフォースで、 バ
カロボ2008 予選通過の
話。

■第2回自律ビーチフ
ラッグ
ロボット KHR-1 製作日
記で、 第2回自律ビー
チフラッグの話。

■大同の練習会
■軽量化という方法
混沌日記 ～暫定版～
メカトロ仙術で、 軽量化
で、 大同の練習会の
という方法の話。
話。

■第2回自律ビ チフ
■第2回自律ビーチフ
ラッグ
11月24日 ロボット KHR-1 製作日
記で、 第2回自律ビー
チフラッグの話。

■第３回こうべロボット
夢工房 に出展します
■ロボゴング９
■Bluetooth開通
ロボットフォースで、 第
兎小屋で、 ロボゴング 成松総研で、 Bluetooth
３回こうべロボット夢工
９Roppo大会の話。
開通の話。
房 に出展しますのアナ
ウンス。

■中部練習会に行って
きました
ロボツク！/ウェブリブ
ログで、 中部練習会に
行ってきましたの話。

■SH7145及び
AT91SAM7S/Xブート
ローダ更新のお知らせ
BestTechnologyのホー
11月25日
ムページへようこそで
ムページへようこそで、
SH7145及び
AT91SAM7S/Xブート
ローダ更新のお知ら

■明和電気（土佐信道
社長を囲う会）に参加
yumesikouで、 明和電
気（土佐信道社長を囲
う会）に参加の話。

■草加ロボフェスの裏
側＃５
■外装
思い立ったが吉日で、 ラムダロボット研究所
草加ロボフェスの裏側 で、 外装の話。
＃５の話。

■雨だけどＲＯＢＯＳＰ
ＯＴへ
ロボットJAWS/ウェブリ
ブログで、 雨だけどＲＯ
ＢＯＳＰＯＴへ の話。

■ロボプロステーション
in J＆Pテクノランド 対
戦表
Let's ロボット - スタッフ
日記で、 ロボプロス
テ
ション in J＆Pテク
テーション
ノランド 対戦表の話。
■ROBO-ONE GP
2008 IN スパリゾートハ
ワイアンズ 全対戦カー
ド決定
ROBO-ONE公式ページ
で、 ROBO-ONE GP
2008 IN スパリゾートハ
ワイアンズ 全対戦カー
ド決定のアナウンス。
■１１月３０日開催の関
東組ロボット練習会は
会場を変更します
思い立ったが吉日で、
１１月３０日開催の関東
組ロボット練習会は会
場を変更しますのアナ
ウンス。 うむう・・・

■ポスト君の新モーショ
ン
MANOIで、 ポスト君の
新モーションの話。 今
回もポスト君が出てくる
まで耐えられなかっ
た・・・

■11月26日（水）からの
営業について
■加工
ツクモロボット王国 - 店
MakoElectronicsで、 加
長ブログで、 11月26日
工の話。
（水）からの営業につい
て。
て

■参加ロボットの情報
を載せました
2足歩行ロボットの競技
会【姫路ロボ・チャレン
ジ】のホームページで、
参加ロボットの情報を
載せましたのアナウン
ス
ス。

■ちょっと早いクリスマ
ス
ティクノの成長日記で、
ちょっと早いクリスマス
の話。

■第２回自律ビーチフ
ラッグ
KONDO KHRシリーズ
11月26日
近藤科学で、 第２回自
律ビーチフラッグの結
果。
果

■練習会について
思い立ったが吉日 -掲
11月27日 示板-で、 練習会につ
いて の話。 残念・・・ ど
うしようかな・・・
■ROBO-ONE on
PC/Sat. 3rd 参加申し
込み受付中
ROBO-ONE公式ページ
11月28日
で、 ROBO-ONE on
PC/Sat. 3rd 参加申し
込み受付中のアナウン
ス。 11月30日まで。
■ ボプ ステ シ ン
■ロボプロステーション
inJ&Pテクノランド
PEKO海賊団の航海日
11月29日
誌で、 ロボプロステー
ションinJ&Pテクノランド
の話。
■SH/Tiny搭載の新型
ロボット用マイコンボー
ド「RE00V」の無料講習
会を開催します
au Bluetooth搭載携帯
電話で操作可能な２足
11月30日
歩行ロボット Pirkus・R
シリーズで、 SH/Tiny搭
載の新型ロボット用マイ
コンボード「RE00V」の
無料講習会を開催しま
すのアナウンス。 土曜

5位 (+1pt)

■津田沼祭終了
総合工学研究会前田
班で、 津田沼祭終了の
話。

■アスリートＣＵＰファイ
■ロボット拳パーツ
ナルの見所！ご紹介 ■BS熱中夜話
大日本技研／1Fで、 ロ
MANOIで、 アスリートＣ MARU Familyで、 BS熱
ボット拳パーツの話な
ＵＰファイナルの見所！ 中夜話の話。
ど。
ご紹介の話。

■代替パーツ作りまし
た
ProjecutAutoWalker
ROBO-ONEで、 代替
パーツ作りましたの話。

■明日は関東組ロボッ
ト練習会
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 明日は関東
組ロボット練習会の話。

■プロトタイプのハード
■プ
トタイプの
ド
ウェアが完成
日記 - 普通の会社員
の日･･･で、 プロトタイ
プのハードウェアが完
成の話。

■ＲＯＢＯ☆ＣＨＡＭＰ
にエントリー！
ロボツク！で、 ＲＯＢＯ
☆ＣＨＡＭＰにエント
リー！の話。

■新しい腕とモーション
■新しい腕とモ
ション
は効果あるか
ロボットJAWS/ウェブリ
ブログで、 新しい腕と
モーションは効果ある
かの話。

■OpenCV 1.0
（Code::Blocks+Window
sでの設定）
demura.net:RoboCup・
ODE・夢考房で、
OpenCV 1.0
（Code::Blocks+Windows
での設定）の話。

■足首設計
浅草ギ研 ロボット、特
殊メイク材料販売のＲＯ
ＢＯＴＳＦＸ．ｃｏｍで、 足
首設計の話。

■首ロボ（前側の型の
仕上げと成型）
吉野のロボットで、 首ロ
ボ（前側の型の仕上げ
と成型）の話。

11月15日 0N0-ONE (+10pt)

■第２回自律ビーチフ
ラッグの、動画を公開し
ました
12月1日 KONDO KHRシリーズ
近藤科学で、 第２回自
律ビ チフラ グの 動
律ビーチフラッグの、動
画を公開。
■第６回「わんだほー
ろぼっと か～にばる」
開催！
わんだほー ろぼっと か
～にばるで、 第６回「わ
んだほー ろぼっと か～
12月2日 にばる」開催！のアナ
ウンス。 「エントリー受
付は１２月２１日（日）９：
００開始です」とのこと。
う～む・・・１月１１日
（日）かあ・・・かなりしん
どい時期・・・
■第11回テクニカルカ
ンファレンス
お手伝い
ンファレンス「お手伝い
ロボット編」参加受付開
始
ROBO-ONE公式ページ
で、 第11回テクニカル
12月3日 カンファレンス「お手伝
いロボット編」参加受付
開始のアナウンス。 土
曜日かぁ・・・行けるか
なぁ・・・ 「姫路ロボ・
チャレンジ第7回大会」
認定大会に決定のアナ
■中部練習会兼忘年
会！！
12月4日 ロボ研日誌で、 中部練
習会兼忘年会！！の
話。

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■材料/薄板/にジュラ
ルミン板を追加
オリジナルマインド ～も
のづくりの楽しさと夢を
提供します～で、 材料
/薄板/にジュラルミン
/薄板/にジ
ラルミン
板を追加のアナウン
ス。

■MP2EX01のリアルタ
イムグラフ表示、フルカ
ラー動画再生の動画を
公開
エスケイパンで、
MP2EX01のリアルタイ
ムグラフ表示 フルカ
ムグラフ表示、フルカ
ラー動画再生の動画を
公開。

■「G-Dog」をご購入さ
れたユーザー様
HPI ROBOT BLOGで、
「G-Dog」をご購入され
たユーザー様へのアナ
た
ザ 様 のアナ
ウンス。

■学習用CPU ボード
「VS-WRC003」発売の
お知らせ
【ヴイストン株式会社｜
Vstone Co.,Ltd.】二足歩
行ロボット・全方位セン
サの開発・製造・販売/
ロボット教育・教材・人
材育成で、 学習用CPU
ボード「VS-WRC003」発
売のお知らせ。 2982
円！ それは凄い！

■「RE00V」で使用でき
るPSD距離センサー
「PSE-D001」を発売し
ました
au Bluetooth搭載携帯
電話で操作可能な２足
歩行ロボット Pirkus・R
シリーズで、 「RE00V」
で使用できるPSD距離
センサー「PSE-D001」
を発売しましたのアナウ
ンス。

■関東組ロボット練習
会inアールティ＆
ROBOSPOT
散財心理学実習講義
200Xで、 関東組ロボッ
ト練習会inアールティ＆
ROBOSPOTの話。 うち
のことも書いていただい
てありがとうございま
す。

■ロボット王国オンライ
ンショップ 営業再開の
■Marioroid AYAの動
お知らせ
画を公開
ツクモロボット王国 - 店
エスケイパンで、
長ブログで、 ロボット王
Marioroid AYAの動画を
国オンラインショップ 営
公開。 すげぇ・・・
業再開のお知らせ。 お
おっ・・・

■発注していた基板が
届きました
JiGoRo ロボット製作の
ページで、 発注してい
た基板が届きましたの
話。 うちのことも書いて
いただいてありがとうご
ざいます。 私はあんま
り情報公開してないの
で、いつも反省してま
す それはそうと、早く
す。
それはそうと 早く
基板発注したい・・・

■モーション作成中
九州大学ヒューマノイド
プロジェクトで、 モー
ション作成中の話。

■川崎産業振興会館を
予約しました
思い立ったが吉日 -掲
示板-で、 川崎産業振
興会館を予約しました

■いろんな場所で歩行
させてみた
ロボ活日記で、 いろん
な場所で歩行させてみ
た の動画。

■ジャイロからサーボ
へ
きゃのん・えんじにあり
んぐ - livedoor Blog（ブ
ログ）で、 ジャイロから

■店頭でのロボット関
連商品のお買い物に関
して
ツクモロボット王国 - 店
長ブログで、 店頭での
ロボット関連商品のお
買い物に関しての話。

■PRS DE07MS用表面
■PRS-DE07MS用表面
実装コネクタ
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
PRS-DE07MS用表面実
装コネクタの話。

■配送会社が選べるよ
うになりました
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 配送会社が
選べるようになりました
の話。

■ボディ設計に悩む
K R-Lab.で、 ボディ設
計に悩むの話。

■サーボコネクタ仕様
変更 ロボットQ&A更新
変更、ロボットQ&A更新
■サーボの修理
ROBOSPOT 最新情報
Kino部屋で、 サーボの
ブログで、 サーボコネ
修理の話。
クタ仕様変更、ロボット
Q&A更新の話。

■ROBO-ONE on
PC/Sat. 3rd の参加申
し込み受付期間を、12
月5日(金)まで延長いた
します
ROBO-ONE公式ページ
で、 ROBO-ONE on
PC/S t 3rd
PC/Sat.
3 d の参加申
し込み受付期間を、12
月5日(金)まで延長いた
しますのアナウンス。
■第13回KONDO CUP
詳細＆申込、ネジウェ
ブ販売開始！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 第13回
KONDO CUP詳細＆申
込、ネジウェブ販売開
始！のアナウンス。 お
おっ、浅井製作所製ネ
ジ・・・ 今良く見たら、30
日のテレビ収録のことも
書いてあったのです
ね。 そりゃ仕込みとい

■１月１１日の施設利
用状況
思い立ったが吉日で、
１月１１日の施設利用
状況の話。
■ロボプロステーション
■「第６回わんだほー
in J&Pテクノランドの動
ろぼっと か
か～にばる」
にばる」
画を しました
画をUPしました
会場が決定しました♪
PEKO海賊団の航海日
思い立ったが吉日で、
12月5日
誌で、 ロボプロステー
「第６回わんだほー ろ
ション in J&Pテクノラン
ぼっと か～にばる」会
ドの動画をUPしました
場が決定しました♪の
の話。 うちのことも書い
話。
ていただいてありがとう
■RoBo☆CHAMP サン
バレー杯 予告 ROBO■KHR2000を動かして
ONE認定大会予定
みました
愛知工業大学 鉄人プ
12月6日
3D SQUARE ロボットブ
ロジェクトで、 RoBo☆
ログで、 KHR2000を動
CHAMP サンバレー杯
かしてみましたの話。
予告 ROBO-ONE認定
大会予定の話。
■KYOSHOアスレチッ
■バカロボ2008観戦記 クヒューマノイドカップ
散財心理学実習講義 ProjecutAutoWalker
12月7日
200Xで バカロボ2008 ROBO
200Xで、
ROBO-ONEで
ONEで、
観戦記。
KYOSHOアスレチック
ヒューマノイドカップの

■わんだほー
思い立ったが吉日で、 ■バカロボ2008 終了
わんだほーの話。 なん ロボットフォースで、 バ
か凄
か凄いことになっていま
と な
ま カロボ2008
カ ボ
終
終了の話。
話
すねぇ・・・

■第13回KONDO CUP
お申込状況！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで 第13回
ブログで、
KONDO CUPお申込状
況！

11月15日 0N0-ONE (+10pt)

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)

■ＹＯＫＡロボまつり開
催決定！
九州ロボット練習会トッ
12月8日
プページで、 ＹＯＫＡロ
ボまつり開催決定！の
アナウンス。

■アスリートカップの結
果
MANOIで、 アスリート
カップの結果。

■第13回KONDO CUP
お申込状況！
■キングサウルス
ROBOSPOT 最新情報
yumesikouで、 キング
ブログで、 第13回
サウルスの動画。
KONDO CUPお申込状
況。

■カナダから DVD が
届きました
12月9日 MARU Familyで、 カナ
ダから DVD が届きまし
たの話。

■ＹＯＫＡ ボま り６
■ＹＯＫＡロボまつり６
詳細決定
九州ロボット練習会トッ
プページで、 ＹＯＫＡロ
ボまつり６詳細決定の
アナウンス。

■YOKA ボま りの
■YOKAロボまつりの
挿絵を描きました
Challenge to Creation
and Entertainmentで、
YOKAロボまつりの挿絵
を描きましたの話。

■2008/12/13(土)実施
「第4回ロボプロステー
ションチャレンジカップ」
の対戦表を公開しまし
た
世界初!! ロボットプロダ
クション＝ロボットプロ
ダクション 「ROBOPRO」＝で、
2008/12/13(土)実施
「第4回ロボプロステー
ションチャレンジカップ」

■「ＫＨＲ直交軸フレー
ム」をクラフトハウスに
■1kg以下級大会
■スローインモーション て販売中
「U1K」 募集開始です 作り
きゃのん・えんじにあり
RTweblogで、 1kg以下 ロボットJAWS/ウェブリ んぐ - livedoor Blog（ブ
級大会「U1K」 募集開 ブログで、 スローイン ログ）で、 「ＫＨＲ直交軸
始ですのアナウンス。 モーションの動画。
フレーム」をクラフトハウ
スにて販売中のアナウ
ンス。 売り切れ？

■Onimaru4
WalkingTry2
yumesikouで、
Onimaru4 WalkingTry2
の話。

■T-Stormスローイン
のモーション紹介
3D SQUARE ロボットブ
ログで、 T-Stormス
ローインのモーション紹
介。

■ivre（イーヴ）新機体
完成間近
ROBO-ONE公式ページ
で、 ivre（イーヴ）新機
体完成間近の話。

■２８日（日曜日）は 中
部練習会&忘年会です
ロボ研日誌で、 ２８日
（日曜日）は 中部練習
会&忘年会ですのアナ
ウンス。

■アスリートＣＵＰファイ
ナル・レポートPART
Ⅱ！
MANOIで、 アスリートＣ
ＵＰファイナル・レポート
PARTⅡ！の話。

■グレートキングカイ
ザーのカードが出来ま
した
MARU Familyで、 グ
レートキングカイザーの
カードが出来ましたの
話。

■「第６回わんだほー
ろぼっと か～にばる」
思い立ったが吉日で、
「第６回わんだほー ろ
ぼっと か～にばる」の
話。

■チャレンジステージを
設けます
2足歩行ロボットの競技
会【姫路ロボ・チャレン
ジ】のホームページで、
チャレンジステージを設
けますのアナウンス。

■第13回KONDO CUP
参加者追加募集！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 第13回
KONDO CUP参加者追
加募集！のアナウン

■ロボット王国再開しま
■ロボ☆チャンプ本戦
す
混沌日記 ～暫定版～
思い立ったが吉日 -掲
で、 ロボ☆チャンプ本
示板-で、 ロボット王国
戦のアナウンス。
再開しますの話。

■フリースロー
ロボットJAWS/ウェブリ
ブログで、 フリースロー
の動画。

■ロボット王国に行って
■北九州で「ロボットと
遊ぼう」イベント
きました
■首ロボ
九州ロボット練習会トッ
Challenge to Creation
12月14日
吉野のロボットで、 首ロ
プページで、 北九州で
and Entertainmentで、
ボの話。
「ロボットと遊ぼう」イベ
ロボット王国に行ってき
ントの話。
ましたの話。

■初めて部員以外の人
からコメ貰った～(＞＜)
ﾔﾎ～！！！！！！
≫ヒューマノイド研究会
活動ブログ≪ で、 初め
て部員以外の人からコ
メ貰った～(＞＜)ﾔﾎ
～！！！！！！の話。

■楽しんできました♪
兎小屋で、 「第4回ロボ
プロステーションチャレ
ンジカップ」参加してき
ましたの話。

■SimROBOT0 for
ReF30A公開！
ＵＥ村工房ぴゅあ営業
12月15日
所へようこそ！で
所へようこそ！で、
SimROBOT0 for
ReF30A公開！

■エスディーカリンロボ
BARN YARD < ROBOT
MAKING DIARY >で、
エスディーカリンロボの
デ
カ
ボ
話。

■ロボゴング９ 本日〆
切！
ロボットフォースで、 ロ
ボゴ グ 本
ボゴング９
本日〆切！
切
のアナウンス。

■Onimaru4 The
Walking Test
12月10日 yumesikouで、
Onimaru4 The Walking
Testの動画。

■2008/11/29(土)実施
「ロボプロステーション
in J＆Pテクノランド」動
画をアップ
世界初!! ロボットプロダ
12月11日
クション＝ロボットプロ
ダクション 「ROBOPRO」＝で、 「ロボプロ
ステーション in J＆Pテ
クノランド」動画をアッ
■RB2000用超強力ブ
ロックユニットのデータ
を掲載
プロポ・ヘリコプター・ロ
ボットのJR PROPO 12月12日
日本遠隔制御株式会
社 ロボット 最新情報
で、 RB2000用超強力
ブロックユニットのデー
タを掲載のアナウンス
タを掲載のアナウンス。
■店舗営業再開！
ツクモロボット王国 - 店
12月13日
長ブログで、 店舗営業
再開！の話。

■Onimaru4 Walking
Try3
yumesikouで、
Onimaru4 Walking Try3
の動画。

■プロトタイプ、大地に
立つ
日記 - 普通の会社員
プ
タイ
の日･･･で、 プロトタイ
プ、大地に立つの話。

4位 (+2pt)

■新春ＹＯＫＡ ボま
■新春ＹＯＫＡロボまつ
り６
きゃのん・えんじにあり
んぐ - livedoor Blog（ブ
ログ）で、 新春ＹＯＫＡロ
ボまつり６の話。

5位 (+1pt)
■第３回こうべロボット
夢工房 に出展してきま
した
ロボットフォースで、 第
３回こうべロボット夢工
房 に出展してきました
■JSRC 出場機体
「CROW Lit
Lite」について
」について
RoboCountryIV 香川
ヒューマノイドロボット研
究会で、 JSRC 出場機
体「CROW Lite」につい
て の話。

11月15日 0N0-ONE (+10pt)
■2008/12/13(土)実施
「第4回ロボプロステー
ションチャレンジカップ」
の結果を公開
世界初!! ロボットプロダ
クション＝ロボットプロ
12月16日
ダクション 「ROBOPRO」 で
PRO」＝で、
2008/12/13(土)実施
「第4回ロボプロステー
ションチャレンジカップ」
の結果を公開のアナウ
■「Robovie-X PRO」を
発売します
【ヴイストン株式会社｜
Vstone Co.,Ltd.】二足歩
行ロボット・全方位セン
12月17日
サの開発・製造・販売/
ロボット教育・教材・人
材育成で、 「Robovie-X
PRO」を発売しますのア
ナウンス。

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■JSRCページ更新
ロボットフォースで、
JSRCページ更新。
JS
C
ジ更新。

■ロボットビルダー向け
3次元部品製造（設計
支援）サービスを始め
ます。
ゆくぞ、ダイナマイザー
で、 ロボットビルダー向
ボットビルダ 向
け3次元部品製造（設計
支援）サービスを始めま
すの話。

■新型機製作進行中
岐阜県立飛騨神岡高
等学校Websiteで、 新
型機製作進行中の話
型機製作進行中の話。

■SDカードで遊びたい
作ってはみたけれど・・・
/ウェブリブログで、 SD
カ ドで遊びたいの話
カードで遊びたいの話。

■1kg以下級大会
「U1K」参加者募集中で
す
RTweblogで、 1kg以下
級大会「U1K」参加者募
集中ですの話。

■1kg以下級のロボット
大会
アールティ ロボット ス
アールティ,
クール/ロボット ショップ
で、 1kg以下級のロボッ
ト大会のアナウンス。

■強化メタルギアセット
5802
プロポ・ヘリコプター・ロ
ボットのJR PROPO 日本遠隔制御株式会
社 ロボット 最新情報
で、 強化メタルギアセッ
ト 5802販売のアナウン
ス。

■ロボット用拳パーツを
RB2000用大型前腕に
取り付けた画像
大日本技研／1Fで、 ロ
ボット用拳パーツを
RB2000用大型前腕に
取り付けた画像の話。

■ロボスクエア クリス
マスショー
ロボスクエア クリスマス
ショ
ロボットプロダ
ショー ＝ロボットプロダ
クション 「ROBO-PRO」
＝で、 ロボスクエア ク
リスマスショーのアナウ
ンス。

■ROBO★CHAMPに
参加申し込みを行いま
した
HIDEロボ:で、 ROBO★
CHAMPに参加申し込
みを行いましたの話。

■プッシュベイビーとオ
バマくん
ロボットフォースで、
プッシュベイビーとオバ
マくんの話
マくんの話。

■ハリセンの搭載位置
を決めました
UNDEЯ工房で、 ハリ
センの搭載位置を決め
ましたの話
ましたの話。

■姫路ロボチャレンジ
に参加します
MARU Familyで、 姫路
ロボチャレンジに参加し
ますの話。

■SimROBOTすげー！
K-Projectで、
SimROBOTすげー！の
話。

■KYOSHO秋葉原でク
■「わんだほー５」ＤＶＤ
■プッシュくんページ
リスマス・デモステージ
思い立ったが吉日で、
ロボットフォ スで、
ロボットフォースで、
MANOIで、
12月18日
MANOIで KYOSHO秋
「わんだほー５」ＤＶＤの
プッシュくんページ更
葉原でクリスマス・デモ
話。
新。
ステージの話。
■GPの新たなチーム。
“BOSO”開始！
ROBO-ONE公式ページ
12月19日
で、 GPの新たなチー
ム。“BOSO”開始！ の
話。
■モータードライバー付
マイコンボード KCB-2
予約受付開始
ツクモロボット王国 - 店
12月20日
長ブログで、 モータード
ライバー付マイコンボー
ド KCB-2予約受付開始
の話。

■オープンクラス２名募
集！＆年末年始休業
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 オープンクラ
ス２名募集！＆年末年
始休業の話。

■AIT大鉄人 仕様
愛知工業大学 鉄人プ
ロジェクトで、 AIT大鉄
人 仕様。

■ロポタルでJASRAC
管理楽曲の利用可能
になる
■姫路ロボチャ一日目
SISO JUNK
兎小屋で、 姫路ロボ
STUDIO/SISO-LABで、
チャ一日目の話。
ロポタルでJASRAC管
理楽曲の利用可能にな
るの話。
■姫路 ボチ レンジ
■姫路ロボチャレンジ・
スタンダードクラスに参
■姫路ロボチャレンジ
■姫路ロボチャ一日目 加してきました
速報
12月21日
MARU Familyで、 姫路
兎小屋で、 姫路ロボ
ROBO道楽､で、 姫路ロ
ロボチャレンジ・スタン
チャ一日目の話。
ボチャレンジ速報。
ダードクラスに参加して
きましたの話。
■姫路ロボ・チャレンジ
■「第6回 わんだほー
第7回大会「2008年冬
■第13回KONDO CUP
ろぼっとか～にばる」認
の陣」終了!!
定大会に決定
リーグ表アップ！
2足歩行ロボットの競技
ROBO-ONE公式ページ
ROBOSPOT 最新情報
12月22日
会【姫路ロボ・チャレン
で、 「第6回 わんだ
ブログで、 第13回
ジ】のホームページで、
ほーろぼっとか～にば
KONDO CUPリーグ表
姫路ロボ・チャレンジ第
る」認定大会に決定な
アップ！のアナウンス。
7回大会「2008年冬の
どのアナウンス。
陣」終了!!の話。
■「第６回わんだほー
ろぼっと か～にばる」
思 立 たが吉
思い立ったが吉日で、
12月23日
「第６回わんだほー ろ
ぼっと か～にばる」の
話。

■いろいろ基板作成
■Kinopyの名刺
Hide-i Homepage !!で、
Kino部屋で、 Kinopyの
いろいろ基板作成の
名刺の話。
話。

■1kg以下級大会
「U1K」まだまだ参加者
募集中です
RTweblogで、 1kg以下
級大会「U1K」まだまだ
参加者募集中ですのア
ナウンス。 i-sobotでも
OKかぁ・・・ まだ2台な
のかな？
■サンバレー杯(1/4)エ
■Inside 姫路ロボチャ ントリー受付期間を延
■キッコロ 動作ビデオ
レンジ
長しました
愛知 業大学 鉄人プ
愛知工業大学
MARU Familyで、 Inside 中部ロボット推進委員
ロジェクトで、 キッコロ
姫路ロボチャレンジの 会で、 サンバレー杯
動作ビデオ公開。
話。
(1/4)エントリー受付期
間を延長しましたのア

■入門用コントローラ
ボード
gankutu-oukokuhomepageで、 入門用コ
ントローラボードのまと
め。

■今年もやります！福
袋！！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 今年もやり
ます！福袋！！の話。

11月15日 0N0-ONE (+10pt)

2位 (+6pt)

■草加ロボットプロレス
「できんのか！」DVD
マッドサイエンティスト
のアタモ無限大で、 草
12月24日
加ロボットプロレス「でき
んのか！」DVD の話。
参加して無くてもお願い
してよいのやら
してよいのやら・・・
■新製品 コントロール
ボードKCB-212月25日
より発売を開始しました
KONDO KHRシリーズ
12月25日
近藤科学で、 新製品 コ
ントロールボードKCB212月25日より発売を開
始しましたのアナウン

■ヴイストンの学習用
CPUボード「VSWRC003」
メカトロ仙術で、 ヴイス
トンの学習用CPUボー
ド「VS-WRC003」の話。
有用な情報ありがとうご
ざいます
ざいます。
■YOSHIMURAアルミ
脚＋４０１３サーボ脚 Ａ
Ｔ０１シャシーキット出荷
開始
MANOIで、
YOSHIMURAアルミ脚
＋４０１３サーボ脚 ＡＴ０
１シャシーキット出荷開
■KHRクラスのオペ
レータを募集しま
す！！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 KHRクラスの
オペレータを募集しま
す！！の話。 ああっ、
■第5回ﾅｶﾞﾚﾝｼﾞｬｰFF
in 雪灯り回廊 参加受
付！
”フラワー戦隊ナガレン
ジャーの日々”ｂｙ西置
賜産業会 - livedoor
Blog（ブログ）で、 第5回
ﾅｶﾞﾚﾝｼﾞｬｰFF in 雪灯り
回廊 参加受付！のア
■プロトタイプがヤコビ
アンを使った逆運動学
で任意の姿勢を取るこ
とができました
日記 - 普通の会社員
の日･･･で、 プロトタイ
プがヤコビアンを使った
逆運動学で任意の姿勢
を取ることができました

■ジャンプ旋回
ロボットJAWS/ウェブリ
12月26日
ブログで、 ジャンプ旋
回 の動画。

■第15回ROBO-ONE
開催日決定
ROBO-ONE公式ページ
12月27日
で、 第15回ROBO-ONE
開催日決定のアナウン
ス。

■ロボゴング９ SRC
トーナメント決定
12月28日 ロボットフォースで、 ロ
ボゴング９ SRCトーナメ
ント決定のアナウンス。

■第13回KONDO CUP
KHRクラス結果速報！
ROBOSPOT 最新情報
12月29日
ブログで、 第13回
KONDO CUP KHRクラ
ス結果速報！

■GPエクアドル紀行更
■G
クアドル紀行更
新
ROBO-ONE公式ページ
で、 GPエクアドル紀行
更新。

■第13回KONDO CUP
オープンクラス結果速
オ
プンクラス結果速
報！
12月30日 ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 第13回
KONDO CUP オープン
クラス結果速報！

■今年最後のロボット
イベント近藤カップへ
ロボットJAWS/ウェブリ
ブログで、 今年最後の
ロボットイベント近藤
カップへの話。

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■リベンジ成功！
我がrobo人生２ndで、
リベンジ成功！の話。

■MP2EX01
エスケイパンで、
MP2EX01のアナウン
ス。

■わんだほー参加
Shake Hans[ロボット]・
「ロボワンへかけろ！」・
「Robo日記」で、 わんだ
ほー参加の話。

■1kg以下級大会
「U1K」 開催決定
RTweblogで、 1kg以下
級大会「U1K」 開催決
定の話。 それは良かっ
た。

■VS-WRC003のお勉
強
■「U1K」
PEKO海賊団の航海日 原毅の鍵盤日記＠ココ
誌で、 VS-WRC003の ログで、 「U1K」の話。
お勉強の話。

■ロボゴング９ 親睦会
会場決定
ロボットフォースで、 ロ
ボゴング９ 親睦会会場
決定のアナウンス。

■YOKAロボまつり６の
申し込み締め切りは今
日(12/26)です
九州ロボット練習会ブロ
グで、 YOKAロボまつり
６の申し込み締め切り
は今日(12/26)ですの

■カメラ付きの iSOBOTは出ません
ロボットのいる生活。
で、 カメラ付きの iSOBOTは出ませんの
話。

■ジャンプ旋回修正、
そして「蟹」来襲！！
そして「蟹 来襲！！
ロボットJAWS/ウェブリ
ブログで、 ジャンプ旋
回修正、そして「蟹」来
襲！！の話。

■回路図が公開！
兎小屋::回路図が公
開！で、
VS-WRC003
開！で VS
WRC003
の回路図が公開！の
話など。 これはありが
たいなぁ・・・ JSRC暫定
全国大会出場おめでと
うございます。

■RoBo☆CHAMP サン
バレ
杯ト ナメント表
バレー杯トーナメント表
発表
中部ロボット推進委員
会で、 RoBo☆CHAMP
サンバレー杯トーナメン
ト表発表の話。

■いよいよ明日！
KONDO CUP！
ROBOSPOT 最新情報
ブログで、 いよいよ明
日！KONDO CUP！の
話。

■関東組練習会＆忘
年会
気ままに気まぐれ 気分
はいつもマニアックで、
関東組練習会＆忘年
会の話。

■秋葉原ロボット忘年
会へ
ロボットJAWS/ウェブリ
ブログで、 秋葉原ロ
ボット忘年会へ の話。

■VS-WRC003でコント
ロール
きゃのん・えんじにあり
んぐ - livedoor Blog（ブ
（ブ
ログ）で、 VS-WRC003
でコントロール の話。
「ＶＳ－Ｃ１用のプログラ
ムはすでにサンプルの
中に書き込まれている
ので簡単に出来るみた
いです」とのこと。
■RobotWaveにBeauto
シリ ズのコミュニティ
シリーズのコミュニティ
を作りました
兎小屋で、 RobotWave
にBeautoシリーズのコ
ミュニティを作りました
の話など。

■ O OC
■KONDO
CUPへ向け
向け
て準備中
■練習会
ロボ研日誌で、 練習会 UNDEЯ工房で、
KONDO CUPへ向けて
の話。
準備中の話。

■牛バージョン「G■牛バ
ジョン「G
Dog」
HPI ROBOT BLOGで、
牛バージョン「G-Dog」
の画像。

■皮膚が付いてました
BARN YARD < ROBOT
MAKING DIARY >で、
皮膚が付いてましたの
話。
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■「わんだほー」ボトル
トラクション用の強力台
車
思い立ったが吉日で、
「わんだほー」ボトルトラ
■今年はお世話になり
クション用の強力台車
■KONDO CUP終了
■「自分ベスト5」
ました
の話。 関東組ロボット
Yahoo!ブログ
Yahoo!ブ
グ - sugi.log
マッドサイエンティスト
マッドサイ
ンティスト
ロボ トJAWS/ウ ブリ
ロボットJAWS/ウェブリ
練習会のことも
練習会のことも・・・
この
で、 KONDO CUP終了
のアタモ無限大で、 「自
ブログで、 今年はお世
画像を見て改めて確
の話。
分ベスト5」の話。
話になりましたの話。
認。 ボトルトラクション
の台車にはキャスター
がついているのか・・・
何も無しでやってまし
た。 「ひかり」が「げんさ
ん」より非力なわけ無い
■μOLEDの基板につ
いているＩＣを取り外そう
■一気に削りだし中
■
気に削りだし中
■uOLEDのテスト
■糸鋸で初切抜きをし
と苦戦していました
BARN YARD < ROBOT
もやねのロボット三昧
ました
Hide-i Homepage !!で、
MAKING DIARY >で、
で、 uOLEDのテストの
伝助日記で、 糸鋸で初
μOLEDの基板につい
一気に削りだし中の
話。
切抜きをしましたの話。
ているＩＣを取り外そうと
話。
苦戦していましたの話。
■心軌道の基本生成
■uOLEDモジュールに ■歩行モーション
が出来ました
ロボットJAWS/ウェブリ ■伝助歩行の原点
画像を出す
日記 - 普通の会社員
もやねのロボット三昧 ブログで、 歩行モーショ 伝助日記で、 伝助歩行
の日
で、 心軌道の
の日･･･で、
で、
の動画。 凄い
の原点 の話。
で uOLEDモジュール
OLEDモジ
ル ン の動画
の話
基本生成が出来ました
に画像を出すの話。
なぁ・・・
の話。
■変形ロボットオンリー ■CQ dsPICで遊ぶ ( ト
■歩行モーションデー
大会（８～９月くらい）を ランジスタ技術2007年8
■ボトルトラクション
タを作成しました
企画中
月号付録 )
ロボットJAWS/ウェブリ
日記 - 普通の会社員
混沌日記 ～暫定版～ two_legsで、 CQ dsPIC
ブログで、 ボトルトラク
の日･･･で、 歩行モー
で、 変形ロボットオン で遊ぶ ( トランジスタ技
ションの話。
ションデータを作成しま
リー大会（８～９月くら 術2007年8月号付録 )
したの話。
い）を企画中の話。
の話。
■YOKAロボまつり６終
■プロトタイプ最初の一
了
■キューブ用
■RoBo☆CHAMP速報 歩
Challenge to Creation
ロボットJAWS/ウェブリ
ROBO道楽､で、 RoBo 日記 - 普通の会社員
and Entertainmentで、
ブログで、 キューブ用
☆CHAMP速報。
の日･･･で、 プロトタイ
YOKAロボまつり６終了
の動画。
プ最初の一歩の動画。
の話。
■バトルレポート
■1kg以下級大会「Ｕ１
■ロボ☆チャンプ サン
Ｋ」エントリー確定
■「ＹＯＫＡロボまつり6」 「ROBO-ONE GP
バレー杯
RTweblogで、 1kg以下
九州ロボット練習会トッ 2008」
混沌日記 ～暫定版～
暫定版
プペ ジで 「「ＹＯＫＡロ
プページで、
Ｏ Ａ 必殺マイナーホビーで、
必殺 イナ ホビ で 級大会「Ｕ１Ｋ」エント
級大会「 １
ント
で、 ロボ☆チャンプ サ
ボまつり6」の結果。
バトルレポート「ROBO- リー確定の話。 大分エ
ンバレー杯の話。
ONE GP 2008」の話。 ントリーがあったのです

5位 (+1pt)

■モータードライブ回路
基板に部品の実装をし
ました
ＥＴＥ 開発日誌 livedoor Blog（ブログ）
で、 モータードライブ回
路基板に部品の実装を
しましたの話。

■一年の計は元旦にあ
り
兎小屋で、 一年の計は
元旦にありの話。
■おすわりユニット３
ピッチ軸
ふかふかバスケット 楽天ブログ（Blog）で、
おすわりユニット３ ピッ
チ軸の話。
■ギヤがやられていま
した
原毅の鍵盤日記＠ココ
ログで、 ギヤがやられ
ていましたの話。
■ROBO☆CHAMPの
結果
BARN YARD < ROBOT
MAKING DIARY >で、
ROBO☆CHAMPの結
果。
■新春 大抽選会 開催
ロボット 専門店 Robotma.com(ろぼとま
ど と む)/ O ペ ジ
どっとこむ)/TOPページ
で、 新春 大抽選会 開
催のアナウンス。

