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報道関係各位 

2021 年 3 月 21 日 

株式会社 diggtag 

 

「Python ロボティクス プログラミング入門」 

EV3 購入者全員にプレゼントキャンペーンのご案内 

 

 
 

株式会社 diggtag（本社：東京都中央区、代表：田中大介／社名呼称はディグタグ）は 2021 年 3 月

21 日、本年７月に予定されている「教育版レゴⓇ マインドストームⓇ EV3」の販売終了に先立ち、

EV3 本体を含む後述の（１）～（３）の商品をご購入いただいたお客様全員に、EV3 を活用したプログ

ラミング学習専門書籍「Python ロボティクス プログラミング入門」をプレゼントさせていただく、 

「#コロナに負けるなキャンペーン」を開始いたしました。 

 

【プレゼント商品】 

Python ロボティクス プログラミング入門 

https://roboreed.com/technical-book/python-robotics-programming.html 
 

【キャンペーン実施期間】  

先着 1,000 台（冊）限定。在庫がなくなり次第の終了とさせていただきます。 
 

【キャンペーン利用方法】 

特別なお手続きは不要です。 

・RoboREED ショッピングサイトで、下記対象商品(1)～(3)の購入 

https://roboreed.com/technical-book/python-robotics-programming.html
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・RoboREED 本体サイトを通じて、下記対象商品(1)～(3)の購入 

――のいずれかでご注文いただいたお客様のご住所宛てに直接、書籍をお送りいたします。 
 

【キャンペーン対象商品】 

以下のいずれかをご購入いただいたお客様全員が対象となります。数に制限はございません。 

(1) 教育版レゴ マインドストーム EV3 基本セット 

https://shop.roboreed.com/items/15863857 
 

(2) 教育版レゴ マインドストーム EV3 基本セット＆DC（充電）アダプターパッケージ 

https://shop.roboreed.com/items/28942449 
 

(3) 教育版レゴ マインドストーム EV3 ホームラーニングセット 

https://shop.roboreed.com/items/38494843 
 

※EV3 のご紹介：https://roboreed.com/product/ev3.html 

 
 

Python ロボティクス プログラミング入門のご紹介 
 

Python ロボティクス プログラミング入門は、プログラミング初学者／未経験者が、「教育版レゴⓇ マ

インドストームⓇ EV3 基本セット」を活用しながら、Python プログラミング言語でロボティクスプロ

グラミングを体系的に学習するための専門書です。本書は国立大学法人 信州大学の教科書に指定され

ており、教育現場で確かな評価を得た一冊です。 
 

 
 

●目の前でロボットが動く感動を通じて、本格的な組み込み制御の世界へ 

本書の著者である、国立大学法人 信州大学 全学教育機構 特任准教授の松本成司（まつもと せいじ）

先生は、2002 年から、同大学全学部学生の一般教養情報科目の 1 つとして、EV3 を活用したプログラ

ミング実習を担当してきました。松本先生の学習メソッドを凝縮した他に類を見ない専門書です。  

https://shop.roboreed.com/items/15863857
https://shop.roboreed.com/items/28942449
https://shop.roboreed.com/items/38494843
https://roboreed.com/product/ev3.html
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●出版概要 

 

 

書 名： Python ロボティクス プログラミング入門 

発 行： 2020 年 5 月 12 日（第 1 刷）、2020 年 10 月 14 日（第 2 刷） 

定 価： 5,500 円（税込） 

送 料： 全国一律 520 円 

総 額： 6,020 円（消費税および送料込み） 

著 者： 松本 成司（まつもと せいじ） 

発行／編集： 合同会社 diggtag／RoboREED 事業部 

判 型： B5 判／カラー4 色印刷 

頁 数： 539 ページ 

 

【対象読者（一例）】 

✓ 一般個人： 

- AI 分野で人気の Python プログラミングの基礎知識／スキルを習得したい方 

✓ LEGOⓇ EV3 ユーザー： 

- お手元の EV3 を使い、プログラミングの基礎をゼロから学ぶきっかけ作りとしたい方 

✓ 教育関係者： 

- 高校/専門学校/大学で Python & ロボティクスプログラミング教育教材をお探しの方 

- LEGO® を活用した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 
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【サンプルイメージ】 
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●本書の特徴 

✓ 豊富なオリジナルイラストや図表に加え、実際の作業画面キャプチャ画像など 150 点以上を掲載 

✓ 教育版レゴⓇ マインドストームⓇ EV3 を活用したロボティクスプログラミング学習教材 

✓ 制御系システム開発を目指すエンジニアやシステム開発会社での人材育成、新卒研修に最適 

 

 

 

●学習に必要な設備や機材 
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●著者プロフィール 

     国立大学法人 信州大学 全学教育機構 特任准教授 

松本 成司（まつもと せいじ） 

     1989 年 信州大学 理学部物理学科卒業 

1995 年 金沢大学大学院 

自然科学研究科博士課程修了 博士（理学）取得 

     ・高エネルギー研究所研究員 

     ・日本学術振興会特別研究員 

     ・欧州原子核研究機構（CERN）研究員 

     ――等を経て現職に着任 

     趣味：水泳、スキー、木工 

 

  EV3 をお持ちでない方は、EV3 と本書をご一緒にお買い求めいただく必要がございます。 

  EV3 の販売価格は、以下をご参照ください。 

 

【EV3 基本セットのご紹介】 

本書に使用している「教育版レゴⓇ マインドストームⓇ 

EV3 基本セット」について、ご紹介いたします。 
 

EV3 商品番号：45544 

EV3 販売価格：69,069 円（税込） 

価格は、2021 年 1 月 1 日現在のものです。 

価格改定により、予告なく変更される場合がございます。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【DC アダプターのご紹介】 

     教育版レゴⓇ マインドストームⓇ EV3 基本セットには、 

     DC アダプターが付属しておりません。 

EV3 に付属の充電池を充電するために必要となります。 
 

DC アダプター 商品番号：45517 

DC アダプター 販売価格：5,291 円（税込） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【EV3 基本セットと DC アダプターの合計金額】 

販売価格：74,360 円（税込） 
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＜お買い求め方法＞ 

キャンペーンのご利用に際して、特別なお手続きは不要です。 

・RoboREED ショッピングサイトで、下記対象商品(1)～(3)の購入 

・RoboREED 本体サイトを通じて、下記対象商品(1)～(3)の購入 

――のいずれかでご注文いただいたお客様のご住所宛てに直接、書籍をお送りいたします。 

 

【RoboREED ショッピングサイト】 

・購入場所： https://shop.roboreed.com 
 

【RoboREED 本体サイト】 

・購入場所： ホームページのお申込みフォームより、ご連絡ください。 

  https://roboreed.com/ 
 

・支払方法： ショッピングサイトでは、クレジットカード払いにてお買い求めいただけます。 

ホームページ経由の場合、法人様に限り、事前の請求書払いにて承ります。 

・販売価格： ショッピングサイトにてご確認ください。 

・EV3 送料： EV3 基本セットの送料は、特別に明記してある場合を除き、以下の通りです。 

  詳細は、ショッピングサイトにてご確認ください。 

関東（離島を除く）・甲信越・東海・北陸 1,540 円 

東北・関西 1,650 円 

中国・四国 1,760 円 

北海道・九州 1,870 円 

沖縄・離島 3,300 円 

※2021 年 3 月 28 日現在 

  

https://shop.roboreed.com/
https://roboreed.com/
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■株式会社 diggtag 会社概要 

所在地：東京都中央区日本橋 2 丁目 1 番 3 号 

アーバンネット日本橋二丁目ビル 10 階 

設 立：2020 年 9 月 1 日 

代 表：田中大介 

事業内容： 

diggtag は、Edu テックおよび HR テック分野を事業ドメインとしています。 

・講義型プログラミング学習 E ラーニング「TechREED｜テックリード」の企画開発、運営 

https://techreed.com/ 

・その他教育サービス事業および、関連教材の企画開発、販売 

・企業研修など人材育成サービスの企画立案、運営 

・IT サービス事業および、関連機器の企画開発、販売 

・人材教育分野における Web マーケティング支援 

 

 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

株式会社 diggtag 

RoboREED｜ロボリード事業部 

E-MAIL：roboreed@diggtag.com 

https://roboreed.com/  

 

https://techreed.com/
https://roboreed.com/

