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メールのやりとりを本にする新サービス 

「やりとり book store™」4月２日発売開始！ 
～何気ないコミュニケーションを読み込むアプリ、世界で１つのかんたん製本を実現！注文・出荷まで最短 3日で～ 

公式 HP : http://www.robot.co.jp/yaritori/ 

iTunes : https://itunes.apple.com/jp/app/id622735849 

 
	 映画、CMなどの映像コンテンツ制作会社、株式会社ロボット(本社:東京都渋谷区／社長:加太孝明)は、国内最大級のプリン

ト・オン・デマンドサービスを展開する株式会社グラフィック(本社:京都府／社長:西野能央)協力の元、アプリ経由でふだん

のメールのやりとりを実際の本にして配送する「やりとりbook storeTM」の新サービスを開始します。  

	 若者からお年寄りまで一様にメールでコミュニケーションするようになった今だから、そして、日々の情報量の中

ですぐに埋もれて、消えていくものだから…「残す」という価値に焦点を当て、いつの間にか積み重ねられた、何気

なくも大切なやりとりを「本」という形あるものに変えていきます。 

“人と人とのつながりあう想いを残す”デジタルを経由することで生まれた、この時代ならではの新しいアナログコ

ミュニケーションを、ご友人、ご家族、恋人とぜひ、お楽しみください。 

        	  	 	 	 	 	               

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 メールのやりとりが、アプリ経由で、実際の本に。  

	  
	 	 	 	 	 	 子育てを夫婦二人で記録に残す                      恋人との何気ない日常を  

※DRAFT※ 一部未確定な項目が含まれます。 

 



＜やりとり book のつくり方＞   

 

 

 
＜やりとり book store アプリの仕組み＞  

 
	 	 	 	 自分（やりとり book storeアプリユーザー）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 メールの相手 

 	  
	 	 ・アプリユーザーのメールアドレスはIMAP対応（@gmail.com,@yahoo.co.jp,@i.softbank.jp他 ）メールに限ります。  

	  ・相手のメールアドレスは、どんなアドレスでも大丈夫です。 
 	 ・過去のメール、これからのメールを読み込んで、製本前に一部非表示など編集してもお使いいただけます。 

 

＜使用用途／使い方は自由自在！たくさんの用途に合わせて＞  

 
■	 結婚式や記念日を迎える恋人同士で想いをつづる。 
■	 夫婦２人で子育てのへ気持ちを残す。 
■	 お誕生日、卒業式、歓送迎会のプレゼントや寄せ書きに。 
■	 クラブ活動、高校野球、受験など、友達同士の絆を残す。 
■	 旅行やイベントの準備計画〜旅行までを一連の思い出に。	 	  
■	 ラーメンやスイーツなど、共通の趣味を本に。 
■	 遠距離恋愛、単身赴任、離れた場所に住む家族の何気ない日々のやりとりを。 

	 →その他、ユーザーのアイデア次第で、さまざまな用途でご利用いただけます。 

まず、アプリをダウンロードします。メール相手のアドレスを登録したら、本のデザイ

ンを選んで、あとはいつも通りメールを楽しむだけ。本にしたいタイミングでボタンを

押せば、実際の本がご自宅に。大切な人とのコミュニケーションを一冊に。 

iTunes URLは、こちら↓ もしくは iTunesから「やりとりbs」で検索。 

https://itunes.apple.com/jp/app/id622735849 
 



 
	 	 	 旅行の準備から終わりまでを一冊の本に	 	 	 	 	 	 結婚する二人にサプライズプレゼント 

       
	 	 	 	 	 おばあちゃんとの何気ない日常を              ラーメン好きな二人でつくる究極の一冊  

＜選べるデザイン一例＞  
 http://www.robot.co.jp/yaritori/howto.html 

 

	 	  

＜「やりとり book store」サービス・アプリケーション概要＞  

 
 

  

推奨端末 ：iPhone4以降 (iOS 5 以上)専用アプリダウンロード後、閲覧・利用可能 

推奨人数 ：2人〜4人（32人まで可） 

利用料金 ：専用アプリダウンロード・閲覧は無料。 

書籍化 P52 版 2,600 円	 /	  P100 版 3,600 円（税別） 

決済方法は、代引き・クレジットカード・コンビニ決済からお選び頂けます。（手数料別途） 

製本サイズ：A5定型サイズ 148×210mm 

注文冊数：1冊から（配送方法は、メール便・宅急便等部数によってお選び頂けます。）（配送料別途） 

※ビジネスモデル特許出願中。 



 

＜公式 HP のご案内＞  

	  
 

 

 

＜企画・開発者の思い／河野透＞  

 
	 震災のとき、人がいちばん探し求めていたのが思い出の詰まったアルバムでした。どんなに時代が変わっても人の

思い出の価値は変わらない、もしそうだとしたら、そのとき生きた記録とともに、そのとき生きた記憶やコミュニケ

ーション、人と人との想いやつながりを残すことができたら、人間にとって新しい財産になる、そう思ったのがこの

サービスを生み出すきっかけでした。 
 

■河野透（株式会社ロボット所属／クリエイティブディレクター、コピーライター、監督）  

主な作品：映画「モテキ」「おおかみこどもの雨と雪」（コピーライター）、キャンペーン「OAKLEY／ドキュメント。松田翔太」「OAKLEY／WHY NO.1?

イチロー」（クリエイティブディレクター、監督） 

 

＜制作＞  

 
■株式会社ロボット  

	 TVCM、映画、ドラマ、モバイルコンテンツ、Webサイト、アニメーション、キャラクター開発、グラフィックデザインなど、幅広い分野のエ

ンタテインメント・コンテンツを企画制作するクリエイティブ・プロダクション。代表作として、映画『ALWAYS三丁目の夕日』シリーズ、 

アカデミー賞受賞作『つみきのいえ』などがある。http://www.robot.co.jp 

 

■株式会社グラフィック  

	 総合印刷会社。印刷業界でインターネット注文の仕組みをいち早く取り入れ、現在はクリエイターから一般ユーザーまで様々な用途に応えた幅

広いサービスを展開中。高品質印刷とコストパフォーマンスの高さ、きめ細かいサービスで業界から注目されている。 http://www.graphic.jp/ 

 

■  大塚いちお（イラストレーター）  

	 1968年新潟県上越市生まれ。書籍や雑誌、広告、音楽関係のイラストレーションなど数多く手がける。「GIONGO	 GITAIGO	 J”ISHO」（ピ

エ・ブックス）で東京ADC賞受賞。著書に「スウィート・サインズ」（ピエ・ブックス）。「2011年度教育コンテンツ国際コンクール『日本賞』で

幼児部門最優秀賞を受賞した『みいつけた！』（ＮＨＫ Ｅテレ）では、キャラクターデザイン、アートディレクションを担当 」http://ichiootsuka.com/ 

 

 

■アプリ・サービスの詳しい使い方や、コンセプトムービー

などを掲載しています。 

	 http://www.robot.co.jp/yaritori/ ※PC・スマートフォン共通 

■やりとり bookのさまざまなシーンをコンセプトムービーで紹介 

http://www.youtube.com/watch?v=gHJ5VbUGN6Y 

■イラストはNHK Eテレ「みいつけた！」などで活躍中の	  

	 大塚いちお氏 



 

＜staff・cast＞  

 
	  

	 CREATIVE  

	 原案／クリエイティブディレクター：河野 透 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取材・掲載確認・コラボレーションのお問い合わせ先＞  

 
	 企業、クリエイター、アーティスト、フォトグラファー、キャラクターなど、様々なタイアップやコラボレーションを企画中です。 

タブレット端末対応など、アップデートを予定しています。 

 

 (株)ロボット 広報担当	 中上川 

TEL:03-3760-1064 / FAX:03-3760-1398  E-mail: press@robot.co.jp  

                                                                                         

MOVIE STAFF 

監督：河野 透 

編集：稲本 真帆 

プロダクションマネージャー：中平 拓志 

 

撮影：小針 亮馬 

撮影助手：松本 典朗 

照明：吉村 知弥 

	 	 	 大堀 治樹 

 

出演／孫：加藤 まりん 

出演／祖母：上月 左知子 

出演／カップル男：是佐 陽太 

出演／カップル女：河原 みのり 

出演／大学生女子１：笹川 友里 

出演／大学生女子２：原田 理央 

出演／大学生女子３：松原 安里 

出演／大学生女子４：伊藤 明子 

出演／家族父親：柳井 研 

出演／家族母親：柳井 千夏 

出演／家族子供：柳井 仁菜 

 

音楽プロデューサー：鮫島 充 

 

■TECHNICAL STAFF 

インタラクティブディレクター：田中 朝子 

インタラクティブデザイナー：上坂 和摩 

テクニカルディレクター：後藤 太 

開発ディレクター：岡本 信也 

プログラマー：小笠原 幸一 

	 	 	 	 	 	 	 岩澤 直輝 

 

■SPECIAL THANKS 

イラストレーター：大塚 いちお 

作詞・歌唱：世武 裕子 

作曲：Plus-Tech Squeeze Box 

 

■SPECIAL PARTNERS 

株式会社グラフィック： 

藤原 正孝 

中野 英治 

寺澤 岳 

田中 幸則 

清水 紋加 

岩井 奏 

 

 

CREATIVE STAFF 

プロジェクトマネージャー：田中 朝子 

アートディレクター：古谷 憲史 

デザイナー：金 ゆんみ 

アプリ／UIデザイン：上坂 和摩 

 

アニメーション制作進行：大嶋 美穂 

アニメーター：和田 洋平 

 

ウェブディレクター：横山 太志 

ウェブデザイナー：館野 勇樹 

コーディング：深田 恵美 

 

プロデューサー：阿部 大輔 

	 	 	 	 	 	 	 	 鈴木 丈亮 

 


