【ファクトシート】
―プログラミング脳を育てる楽しく新しい遊び―

プリモトイズ キュベット
プリモトイズ（本拠地：ロンドン、CEO：フィリッポ･ヤコブ）のキュベット プレイセットは、下記の内容がセットになった、
プログラミングの基礎が学べる知育玩具です。
✓

かわいい木製のロボット

✓

木製のコントロールパネル

✓

プレイフルなコーディング用ブロック

✓

美しいデザインのマップ

✓

キュベットとの冒険を楽しめるストーリーブック

キュベットはデジタル画面を使わずにプログラミング脳を育てる知育玩具です。３歳の子どもでも、カラフルなブロックで
つくるコーディング言語を使って、はじめてのコンピュータプログラムを書くことができます。言葉を必要としないため、年齢
のバリアを取り去りました。デジタル画面を使わないため、子どもの視力に悪影響がありません。
１人でもグループでも使え、性別や宗教も関係なく対等に学べるようにデザインされています。また、大人のガイドをもと
に動作、触覚、音を組み合わせて遊ぶため、どんな子どもでも論理的な順序づけや、コミュニケーションに必要なスキル
を高めることが可能で、子どもの創造性、客観的な思考、空間認識能力やコミュニケーションスキルを刺激します。

プリモトイズ キュベット 公式 HP http://www.primotoys.jp/
製 品 名：プリモトイズ キュベット プレイセット
内
容：キュベット（木製ロボット）x１、コントロールパネル（木製ボード）x１、
ブロック x16、ワールドマップ x１、ストーリーブック x１
対象年齢：3 歳～小学生
電

源：単三電池 x 6（キュベット x３、コントロールパネル x３）

価

格：32,500 円 （税込み価格：35,750 円）

開

発：Primo Toys（イギリス、ロンドン）

販

売：プリモトイズ日本販売総代理店 キャンドルウィック株式会社

取扱店舗：（ウェブ）公式ウェブサイト、Amazon
（小売店）伊勢丹新宿本店、伊勢丹浦和店、二子玉川 蔦屋家電、
玉川髙島屋、日本橋髙島屋、京都高島屋、松坂屋名古屋店、
ロフト渋谷店 など
2020 年 1 月現在 計 100 カ国で 40,000 台以上販売。
うち教育機関は 2,000 箇所以上で、世界に先駆けてプログラミング教育を実践しているイギリス、アメリカ、フランスなどのほ
か、日本、韓国、オーストラリア、ドイツなど、各国で使われています。日本国内では 120 機関以上の保育園、幼稚園、小
学校、塾、プログラミングスクール、英会話スクール、介護施設などにお届けしています。

教育的玩具として、またデザイン面でも高い評価
プリモトイズ キュベットは、小さい子どもでも使える教育的玩具としての高い評価はもちろん、カンヌライオンズのプロダクト
デザイン金賞をはじめ、レッドドット・デザインなど国際的に著名なデザイン賞を受賞しているほか、ニューヨーク MoMA で
展示されるなど、デザイン性においても多数の実績を誇ります。
日本国内では 2017 年 8 月に、子どものクリエイティビティや表現力、感性を豊かに育てるものとしてキッズデザイン賞
を受賞、10 月には、現代社会に対する洞察力に基づき、未来を切り開く構想力などを備えた、高いデザイン性が評
価され、 グッドデザイン賞 2017（ベスト 100）としても表彰されています。さらに、Amazon が販売している数万点
の知育・ 学習玩具の中から、Amazon カスタマーと脳科学、情操教育、プログラミング教育の専門家などによって、文
字が読めない時期の子どもでも楽しんでプログラミングの基礎を理解できる点などが高く評価され、Amazon 知育・学
習玩具 大賞では、部門賞（プログラミング）を受賞しています。

「Amazon 知育・学習玩具大賞 2017」
部門賞（プログラミング）

プリモトイズ キュベット 受賞歴
⚫

カンヌライオンズ 2016 「プロダクトデザイン 金賞」

⚫

レッドドット・デザイン賞 2016 「ベスト・オブ・ザ・ベスト」

⚫

ジュニア・デザイン・アワード 2016 「ベスト・トイ・デザイン プラチナ」

⚫

GESS アワード 2016 「プロダクト・イノベーション賞」

⚫

アカデミックス・チョイス・アワード 2016 「ブレイン・トイ賞」

⚫

ティリーウィグ・トイ・アワード 2016 「ブレイン・チャイルド賞」

⚫

イノベーション・バイ・デザイン 2016 ｢プロダクト部門ファイナリスト｣

⚫

「ロンドン・デザイン・アワード 100 2016 プロダクト部門」

＜日本国内＞
⚫

｢キッズデザイン賞 2017 子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門｣

⚫

「グッドデザイン賞 2017」 ベスト 100 にも選出

⚫

「Amazon 知育・学習玩具大賞 2017」 部門賞（プログラミング）を受賞

⚫

「グッドトイ 2018」 に選出
*Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標、または登録商標です。

世界的な注目とＩＴ業界からの支援
プリモトイズ キュベットは、Facebook の創設者、マーク・ザッカーバーグの姉、ランディ・ザッカーバーグをはじめ、
Arduino など多くの IT・コンピューティング業界の著名人を含む多くの方の支援を受けて、2013 年からの本格的な
開発を進めてきました。2016 年、クラウドファンディングのプラットフォームである Kickstarter に登場したとき、プリモト
イズ キュベットには、90 ヶ国以上から 160 万ドル（約 2 億円）が集まり、子どもの教育と IT 技術を融合させた
EdTech（エドテック）プロジェクトとしては、クラウドファンディング史上最高額を集めました。読み書きができる前の
子どもでも遊べ、デジタル画面を使わずにコーディングの基礎を学べる初めての製品として、世界各国から非常に高い
期待を集めていることを証明する出来事でした。

モンテッソーリ教育の観点からも評価
プリモトイズ キュベットは、モンテッソーリ教育の理念を反映し、製品に触れる中で子どもたち自身がさまざまなことを学び、
発見することを重視した設計です。モンテッソーリ教育の専門家から「子どもたちを楽しませ、満足させ、励ましてくれる
製品」と評されており、実際、学校の現場でも使われています。英国はもちろんのこと、アメリカ・シカゴやメリーランド、
フランス・リヨンで STEM（科学、技術、工学、数学）プロジェクトの教材として採用されるなど、教育業界でも高く
評価されています。

ヨーロッパをリードする起業家の一人、フィリッポ・ヤコブ
2017 年 1 月、キュベット開発者で CEO のフィリッポ・ヤコブが Forbes 誌でヨーロッパを
リードする 30 歳以下の社会起業家の 30 名のうちの 1 人として選出されました。これは、
10 種類のカテゴリーの中から、ヨーロッパで最も革新的な若者 300 名とあわせ、同誌により
毎年選出されているものです。同カテゴリーでは、女性の企業支援組織 Empow’Her や、
難民の就職支援を行うオンラインプラットフォーム Refugeeswork.at 創設者など、社会の
課題にクリエイティブかつ果敢に挑戦する若者たちが名を連ねています。
データはすべて 2020 年 1 月現在のものです

プリモトイズ(Primo Toys)について
プリモトイズ（Primo Toys）は、子どもたちの潜在的なクリエイティブ能力を発達させ、開花させることを使命とし
ています。子どもたちに愛され、保護者や教育関係者の信頼を得る会社として、学びの時間を楽しくすることが
信条です。同社は 2013 年にフィリッポ・ヤコブ（Filippo Yacob、 CEO）とマテオ・ログリオ（Matteo Loglio、
デザイン責任者）によってイギリスにて創設されました。デザイナーで創始者のフィリッポは、息子の誕生にキュベット
開発のインスピレーションを得ました。マテオはインタラクション・デザイナーやクリエィティブ・テクノロジストの肩書きを持ち、
セ ン トラル ・ セン ト・ マー チンズ （ CSM 、ロ ン ドン 芸 術大 学 の カ レッ ジの 一 つ） の客 員 講 師 を務 め 、 Google
Creative Lab に勤務しています。
プリモトイズ キュベット 公式 HP：http://www.primotoys.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/primotoysjapan/
Instagram：https://www.instagram.com/primotoysjapan/
LINE：@primotoys_japan

掲載時のクレジット表記/日本での販売に関するお問い合わせ先：
プリモトイズ日本販売総代理店（キャンドルウィック株式会社）
TEL：0120-191-857
Mail：primo@candlewick.co.jp
URL：www.primotoys.jp

取材・掲載に関するメディアからのお問い合わせ先：
キャンドルウィック株式会社
TEL：03-6261-6050
Mail：press@candlewick.co.jp

