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報道関係各位 

2020 年 12 月 24 日 

株式会社 XYEED 

 

文部科学省「小学校プログラミング教育の手引」準拠 

プログラミング学習ロボット「Q スカウト」販売開始 

 

株式会社 XYEED（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中大介／社名呼称はクロスイード）は 2020

年 12 月 24 日、STEAM 教育コンセプトに基づき設計されたプログラミング学習ロボット「Q-Scout

（キュースカウト、呼称は Q スカウト）」の取り扱いを開始いたしました。 
 

RoboQuu サイト URL：https://roboquu.com/ 
 

「Q-Scout（Q スカウト）基本セット」は、ロボットを簡単に組み立てて、スマートフォン

やタブレットでラジコンカーのように遊ぶことから始めて、簡単なレベルから難しい課題ま

で、順番にプログラミングの知識を習得することができる STEAM 教材です。  

Q スカウトは、Arduino ベースのコントローラー、アルミ製車体、超音波センサー、ライ

ンセンサーなどで構成されています。初心者でも扱いやすい設計で、創造力と問題解決能

力、科学的思考力を発達させるための学習を容易に始めることができ、子供たちが STEAM

の世界への探索を始めるのに最適です。  
 

 

 

基本セットには、Lesson1～Lesson24 までのプログラミング学習課題で構成されたオリ

ジナル「Q-Scout STEAM 学習ブック」に加え、学習課題に対応した「レッスンシート」を

同梱しており、購入したその日からスムーズにお使いいただくことができます。 

https://roboquu.com/
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●製品概要 

   

 

  

 

製品名： Q-scout（Q スカウト）基本セット 

発 売： 2020 年 12 月 24 日 

定 価： 16,500 円（税込） 

送 料： 地域によって異なります。詳細は、 

後述のお買い求め方法ページに記載 
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●Q-scout（Q スカウト） データシート 

大きさ 204 x 150 x 114mm（組み立てた状態） 

重さ 528g（組み立てた状態、バッテリー含まず） 

ソフトウェア 

「ロボブロックアプリ」 

スマートフォン／タブレットで Scratch3.0、Scratch Jr ベースのビジュアル言語が使

用可能。 

iOS 7.0 以降、Android 4.3 以降対応。 

「マイコード」  

パソコンで Scratch3.0 ベースのビジュアル言語、および Python が使用可能。Mac、

Windows 対応。 

Bluetooth 4.0（BLE） 、または USB で接続 

Arduino C++は Arduino IDE にライブラリを追加します。 

構造部品の材質 

アルミニウム合金 板金加工、表面アルマイト処理。 

密度 2.68g /立方 cm 引張強さ σb（MPa）173～244 

条件付き降伏強度 σ0.2（MPa）≥70 

主なプラスチック素材 ABS, PC 

認証 FCC、CE、RoHS、WEEE、CMA、TELEC 

Q-mind（Q マインド） 

MCU / ATmega328P フラッシュメモリ 32 KB、EEPROM 1KB、クロック 16MHz 

入出力 
オンボード：ブザー（周波数範囲：2.731Khz）、 RGB LED x 2 

ポート：センサー x 3、モーター x 1、モーターコネクターx 2 

電源 

6.5-9V 単三型（AA）バッテリー6 本 

アルカリおよびニッケル水素充電池を使用可能。（マンガン電池は使用不可）電池ボッ

クスは引き出し式のデザインで、簡単にバッテリーを交換することができます。 

超音波センサー 

送信用と受信用の 2 つの圧電素子のプローブがあります。 センサーは、ロボットと障害物の間の距離を cm 単位で出

力します。2 つの超音波プローブには RGB LED が組み込まれており、点灯・消灯と色をプログラムで制御できます。 

動作電圧 5V 

検出範囲 距離 5～250cm 角度≤ 20 度 

ラインセンサー 

2 つのフォトリフレクタの明暗をそれぞれ検出します。 

出力値の組み合わせを 0～3 のデジタル値で出力します。 

動作電圧 5V 

検出距離 1～2cm 

130 ギヤードモーター 

動作電圧 6V 

無負荷回転数 195RPM±10% 

減速比 48 
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●同梱する学習ブックについて 

 

 

書 名： Q-scout（Q スカウト） STEAM 学習ブック 

発 行： 2020 年 12 月 24 日（第 1 刷） 

定 価： 3,300 円（税込） ※現在、学習ブックのみの販売は行っておりません。 

送 料： Q-scout（Q スカウト）基本セットに含む 

著 者： 長谷川 淳（はせがわ あつし） 

発行／編集： 株式会社 XYEED RoboQuu 事業部、合同会社 Robobloq JAPAN 

判 型： B5 判／カラー4 色印刷 

頁 数： 216 ページ 

 

【対象ユーザー（一例）】 

✓ 一般個人： 

- スクラッチ Jr、スクラッチ 3.0 ベースのプログラミングを学習したい方 

✓ 教育関係者： 

- 小学校/中学校/高校/専門学校/大学でスクラッチのプログラミング教育教材をお探しの方 

- 塾やアフタースクールで新たな講座/コースの開発をご検討の方 

✓ 企業ユーザー： 

- 組み込み制御系エンジニアの新人教育研修プログラム教材をお探しの方 

※Q スカウトは Python、Arduino でもプログラムすることが可能ですが、学習ブックでは環境の準備

の説明までで、プログラミングの方法には触れていません。  
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【サンプルイメージ】 

 

 

 

●本書の特徴 

✓ そのまま学習活動に使える課題を Lesson1～Lesson24 まで掲載。  

※一部の Lesson は、別売品の「拡張パック（LED マトリクス）」及び「センサーパック

A」のご購入者向けに編成された学習内容となっています。  

✓ 開発環境や組み立て、Q マインド用スクラッチの実践を通して解説しているので理解し易い。 

✓ 小学校低学年から、中学、高校、大学まで広くロボットプログラミングの入門書として利用可能。 

●著者プロフィール 

長谷川 淳（はせがわ あつし） 

1968 年、埼玉県生まれ。 

東京芸術大学美術学部デザイン科卒業。株式会社リクルート 

メディアデザインセンターでデジタルメディアの研究。国立大

学法人 埼玉大学 教育学部 野村泰朗准教授と教育用のロボッ

トの共同研究。 

株式会社 JAPAN ROBOTECH でデザイン、開発。 

現在は、株式会社 XYEED STEAM＆プログラミング教育研究

センター長。 
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＜お買い求め方法＞ 

１．Q スカウト基本セットをお買い求めになる場合 

 

・購入場所： 当社ショッピングサイトよりお買い求めください。 

  https://roboquu.thebase.in/items/36538580 

・支払方法： クレジットカード払いにてお支払いいただきます。 

・販売価格： 16,500 円（税込）+商品送料 

・商品送料：  送料は以下の通りです。 

関東（離島を除く）・甲信越・東海・北陸・南東北 1,040 円 

北東北・関西 1,140 円 

中国・四国 1,240 円 

北海道・九州 1,440 円 

沖縄・離島 1,740 円 

 

 

２．Q スカウト基本セットと、拡張パック（LED マトリクス）＆ 

センサーパック A のお得 3 点セットをお買い求めになる場合 

 

・購入場所： 当社ショッピングサイトよりお買い求めください。 

  https://roboquu.thebase.in/items/36541456 

・支払方法： クレジットカード払いにてお支払いいただきます。 

・販売価格： 24,750 円（税込）+商品送料 

・商品送料：  送料は以下の通りです。 

関東（離島を除く）・甲信越・東海・北陸・南東北 1,040 円 

北東北・関西 1,140 円 

中国・四国 1,240 円 

北海道・九州 1,440 円 

沖縄・離島 1,740 円 

※2020 年 12 月 23 日現在 

  

https://roboquu.thebase.in/items/36538580
https://roboquu.thebase.in/items/36541456
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■株式会社 XYEED 会社概要 

所在地：東京都千代田区九段南 1 丁目 5 番 6 号 

りそな九段ビル 5F-KS フロア 

設 立：2020 年 10 月 8 日 

代 表：田中大介 

事業内容： 

・教育サービス事業および、関連教材の企画開発、販売 

・教育イベントの企業立案、運営 

・教育研修など人材育成サービスの企画立案、運営 

 

 

 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

株式会社 XYEED 

RoboQuu（ロボキュー）事業部 

E-MAIL：roboquu@xyeed.com 

https://roboquu.com/ 

mailto:roboquu@xyeed.com
https://roboquu.com/

