
ROBOT  オリジナルコンテンツ 実験開発プロジェクト
クリエーターによる音楽で、東京を楽しむGPS 連動オーディオガイド

iPhone アプリ『Sound Trip』 β版リリース
- 東京への海外旅行者をメインターゲットとし 4カ国語展開。App Store にて無料配布 -

　     　　　　　　　　　　　　　　　　              2009 年 8 月 21 日

■アプリ：Sound Trip（サウンドトリップ）
■対応端末：iPhone iPod touch
■対応ＯＳ：OS 2.1 以降
■ダウンロード URL：
Sound Trip ( J )　http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324265339&mt=8&uo=6
Sound Trip (E）　http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324271577&mt=8&uo=6
Sound Trip (K）　http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324663878&mt=8&uo=6
Sound Trip (C）　http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324662777&mt=8&uo=6
※ iTunes のインストールが必要です。
■価格：無料
■対応言語：日本語・英語・韓国語・中国語（北京語）
■ネットワーク接続：不要
■主な機能：・オススメスポット・コースに関する音声ガイド
　　　　　　・ＧＰＳと連動したリアルタイムマップ
　　　　　　・各スポット・コースに合わせ選曲された音楽
　　　　　　・各スポット・コースに関する概観・内装等の写真情報
　　　　　　・各スポット（飲食店やショップ等）に関する
　　　　　　・メニューや商品に関する情報

【第一弾のガイドスポット】
GAZEBO CAFE（＠恵比寿） / LOVELESS（＠代官山） / 代々木公園（＠代々木） /  東京ミッドタウン（＠六本木） / 
HEARTLAND（＠六本木） / 六本木ヒルズ（＠六本木） / 燦糺＆Room 39（＠六本木） / Le Baron de Paris（＠青山） / 
WOMB（＠渋谷） / TSUTAYA TOKYO ROPPONGI（＠六本木） / ASIAN BREEZE（＠三軒茶屋）

　株式会社ロボット（東京都渋谷区恵比寿南 3-9-7 代表取締役 阿部秀司　以下、ロボット）は、8 月 16 日、GPS による位置情報と
連動したウォーキングオーディオガイドコンテンツを提供する iPhone アプリ『Sound Trip( サウンドトリップ )』の無料配布を
App Store にて開始しました。

東京の厳選されたスポット・コースを案内する、リアルタイムオーディオガイドです。
『Sound Trip』がオススメするスポット・コースに関する音声ガイドと、クリエーターがそのシーンに合わせて作る音楽及び、
それに付随する位置情報をリアルタイムで提供します。
　
アプリ内にて GPS の位置情報と連動したマップを表示することで、現在地とおすすめスポットまでの位置関係を把握することが可
能です。各スポットの外観や内装、メニューや商品等の情報は、手動のスライドショーで閲覧し、地図をスクロールしてスポットを
探すことができます。ネットワーク等に接続しなくても、GPS にて現在位置を割り出し、お勧めスポットに近づいた時や離れる時な
どに、着信音＆バイブレーションにてお知らせします。
　
メインターゲットとしては観光やビジネス目的で海外から東京に来た外国人を想定しており、
日本語・英語・中国語（北京語）と韓国語の４ヶ国語対応からのスタートなります。
　
今後は日本人利用者向けにも場所・ジャンル別にセグメントした展開や、
企業やアーティストの監修、映画や情報誌との連携など幅広くタイアップ先を募集していきます。

About   「Sound Trip 」とは      

Outline   「SoundTrip 」概要      



1、イントロ画面 2、全体MAP 3、詳細MAP 4、スポット情報
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5、パズル

▽

■デザインの特徴 / デザイン事務所の macla.inc がデザインを担当しました。
1) iPhone / iPod touch 独自のマルチタッチ機能を活かした、メニューバーの UI 設計
2) 外国人旅行者を意識した日本ならではの版画を原型にした地図の設計・デザイン
3) ゲーム感覚で東京を楽しめる 4 パズル機能の設計・デザイン

Images   画面イメージ     

本プレスリリースに関するお問い合わせ：ROBOT（担当）清水健太　soundtrip@robot.co.jp　TEL：03-3760-1282
　　　　　　　　　　　　　　　　　

Inquiry   問い合わせ      

ROBOT   会社情報      

Music Creators   様々な音楽クリエイター達      
DIESEL:U:MUSIC 2006" にて JAPAN WINNER にもなった若杉誠太郎が代表を務める「tatsumaki」
アメリカのボストンで精力的に活動中の音楽プロダクション「trig」、
船上やカフェ、ライブイベントなど様々な場所で、音楽と出会いの演出を手がける「BOSCA」
ピアノ、ギター、バイオリンを中心にした３人組で、自然をテーマにした和風インスト曲から
シーケンスを取り入れたフュージョンナンバーまで幅広い音楽を創出する「Shikinami」

●名　　称     ：株式会社ロボット　　http://www.robot.co.jp/
●本社所在地：〒150-0002　東京都渋谷区恵比寿南 3-9-7
●設立年月日：1986 年 6 月 3 日
●代　表　者：代表取締役社長　阿部 秀司（あべ　しゅうじ）
●事業内容      ：テレビコマーシャルの企画・制作、劇場映画、アニメーション、CG、TV 番組営造物の企画・制作、グラフィックデ
　　　　　　　ザインの企画・制作、ウェブサイトの企画・制作・運営、キャラクターの企画・開発・デザイン、音響、音響ソフ
　　　　　　　トの企画・制作及び音楽著作物の管理、VIDEO、DVD、CD 等の原盤の企画・制作、上記内容に付帯する著作権の管理、
　　　　　　　アーティストのマネジメント、その他広告及び映像物の企画・制作に関する業務全般



 

“Enjoy Tokyo with Good Music by Well-known Artists” 

 An Audio Walking Guide with a Built-in GPS System 

iPhone Application “Sound Trip” Release

～ Distributed free at App Store in four languages targeted for foreign travelers ～

　     　　　　　　　　　　　　　　　　          Tokyo,Japan-July 21th,2009

■application：Sound Trip
■terminal：iPhone / iPod touch
■operating conditions：OS 2.1 or later
■download URL：
Sound Trip ( J )　http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324265339&mt=8&uo=6
Sound Trip (E）　http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324271577&mt=8&uo=6
Sound Trip (K）　http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324663878&mt=8&uo=6
Sound Trip (C）　http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324662777&mt=8&uo=6
※ iTunes installation is required.
■price：Free
■language：Japanese, English, Korean, Chinese(Mandarin)
■network connection:  Not Required
■main features：
・　 Audio guide for the recommended areas/ courses.  
・　 Real time map by GPS system.
・  　Highly selected music for each areas/ courses.
・　 Photo information of overviews and interior views for each area and course.
・ 　 Information of menus and products of each area (restaurants and shops).

【Guide Areas for the First Edition】
GAZEBO CAFE（ @ Ebisu） / LOVELESS（ @ Daikanyama） / Yoyogi park（＠Harajuku） /  Tokyo Midtown（＠Roppongi） / 
HEARTLAND（＠ Roppongi） / Roppongi Hills（＠Roppongi） / Sankyu＆Room 39（＠Roppongi） / Le Baron de Paris（＠Aoyama） /
 WOMB（＠Shibuya） / TSUTAYA TOKYO ROPPONGI（＠Roppongi） / ASIAN BREEZE（＠Sangenjaya）

“Sound Trip” is an iPhone application that offers a walking audio guide in real time in order to introduce trendy 
courses in Tokyo. The contents will provide an audio guide for recommended places using actual positions in 
real time. The audio system guide will come with music that is composed exclusively for each place. The map 
can provide you with the actual position and the recommended spot detected by the GPS system. Overviews and 
interior views, menus and products of each area can be viewed by a manual slide show and those areas can be 
searched by scrolling the map. The GPS system would be able to provide you the actual position without 
network connection and let you know by a ringtone and vibration whenever you are near the recommended 
area or leaving the area.

“Sound Trip” is targeting foreign travelers and foreign business people and would be launched into four 
languages such as Japanese, English, Chinese (Mandarin), and Korean.

 It is planned to deliver the contents not only to foreign travelers but also to Japanese users in the future with a 
variety of contents; such as collaborations with companies, musicians, feature films and information magazines 

About   「Sound Trip 」      

Space 　「SoundTrip 」     

NEWS RELEASE
Dear Press Representative,



1、Introduction 2、Overall Map 3、Detailed Map 4、Information of Guide Areas
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5、Puzzle　

▽

 Features of Design

1) UI design of the menu bar (this is a popular feature, exclusive to the unique multi-touch system of iPhone / iPod / iPod touch.) 
2) Layout and design of the map inspired by Japanese hanga (Japanese traditional print works) to amuse foreign travelers.
3) Layout and design of 4 puzzles that the consumer can obtain a better feeling of Tokyo ‒ as if you are playing a game.

Screen image     

ROBOT / Kenta Shimizu　soundtrip@robot.co.jp　  tel：+81.3.3760.1282
　　　　　　　　　　　　　　　　　

contact      

Robot Communications Inc. COMPANY INFORMATION

    

Wide Varieties of Music Artists      
“Tatsumaki” / Seitaro Wakabayashi, the 2006 DIESEL U:MUSIC JAPAN WINNER is the representative.
“trig” / A music production that is active in Boston, USA.　
“BOSCA” / Produces the arrangement of music at various places, such as on the shipboards, cafes, and live events. 
“Shikinami” / A trio comprising of a piano, guitar and violin, 
producing a wide range of music from Asian instrumental music featuring nature sounds to Fusion music.

●Corporate Name：Robot Communications Inc.　
●Head Office ： 3-9-7, Ebisu Minami, Shibuya-ku, Tokyo, zip150-0002
●URL : 　http://www.robot.co.jp/en/index.html
●Established：June 3, 1986
●President：Shuji Abe
●Business Content : Television commercial planning and production / Feature films, animation, CGI, TV program visual planning 
and programming / Graphic design planning and production / Website planning, production and management / Character 
planning, development and design / Music, audio music media planning and production and administration of musical works / 
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