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2020年
1月1日より

2019年
12月末まで

レゴ エデュケーションWeDo2.0 基本セット ¥25,410 ¥24,200

スマートハブ ¥9,660 ¥9,200

スマートハブ用充電池 ¥9,450 ¥9,000

パワーモーターM ¥3,885 ¥3,700

モーションセンサー ¥3,885 ¥3,700

チルトセンサー ¥3,885 ¥3,700

WeDo 2.0 補充部品パック(10個パック） ¥9,870 ¥940

※年の途中で価格が変わる場合がございます。何卒ご了承くださいませ。

◆価格改訂　レゴⓇ エデュケーションWeDo2.0　関連製品

品番  製品名
メーカー希望小売価格（税抜）
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2020年
1月1日より

2019年
12月末まで

インテリジェントブロックEV3 ¥40,740 ¥38,800

EV3 充電式バッテリー ¥15,225 ¥14,500

EV3 インタラクティブ・サーボモーター L ¥5,355 ¥5,100

EV3 インタラクティブ・サーボモーター M ¥4,515 ¥4,300

EV3 超音波センサー ¥6,720 ¥6,400

EV3 ジャイロセンサー ¥6,510 ¥6,200

EV3 カラーセンサー ¥5,145 ¥4,900

EV3 タッチセンサー ¥4,095 ¥3,900

EV3 IR ビーコン ¥5,355 ¥5,100

EV3 IR センサー ¥6,510 ¥6,200

EV3 ケーブルパック ¥3,255 ¥3,100

DC アダプタ ¥4,305 ¥4,100

教育版レゴ マインドストームEV3 基本セット ¥56,175 ¥53,500

教育版レゴ マインドストームEV3 拡張セット ¥17,010 ¥16,200

EV3 スペースチャレンジセット ¥32,340 ¥30,800

EV3 補充部品パック 1（１０個パック） ¥9,450 ¥9,000

EV3 補充部品パック 2（１０個パック） ¥9,450 ¥9,000

EV3 補充部品パック 3（１０個パック） ¥11,550 ¥11,000

EV3 補充部品パック 5（１０個パック） ¥9,980 ¥9,500

EV3 補充部品パック 6（１０個パック） ¥9,980 ¥9,500

EV3 補充部品パック 7（１０個パック） ¥9,980 ¥9,500

LE 補充部品輪ゴムセット（１０個パック） ¥9,980 ¥9,500

◆価格改訂　教育版レゴⓇ　マインドストームⓇEV3　関連製品

※年の途中で価格が変わる場合がございます。何卒ご了承くださいませ。

品番  製品名
メーカー希望小売価格（税抜）
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2020年
1月1日より

2019年
12月末まで

45002 デュプロ® 楽しいテックマシーンセット 30,345 28,900

45005 デュプロ® おはなし作りセット 17,010 16,200

45018 デュプロ® みんなのきもちセット 12,705 12,100

45019 デュプロ® はじめてのブロックセット 9,870 9,400

45024 デュプロ® くるくるゆうえんちセット 26,775 25,500

45025 デュプロ® プログラミングトレインセット 31,143 30,900

9333 レゴ® はたらく車セット 19,320 18,400

9335 レゴ® 空と宇宙への冒険セット 25,725 24,500

9385 レゴ® 基本ブロック カラフルセット 14,700 14,000

9389 レゴ® 楽しい遊園地セット 29,295 27,900

45020 レゴ® たのしい基本ブロックセット 8,715 8,300

45022 レゴ® 新はたらく人形セット 8,610 8,200

45023 レゴ® 絵本の人形セット 8,610 8,200

9071 デュプロ® 大型基礎板 5,565 5,300

9286 レゴ® 基礎板セット 5,775 5,500

9386 レゴ® 新ドアと窓 7,035 6,700

9387 レゴ® バラエティ車輪セット 7,245 6,900

9388 レゴ® 基礎板バラエティセット 4,620 4,400

9840 レゴ® 収納用ケース(6個入) 16,800 16,000

製品名

※年の途中で価格が変わる場合がございます。何卒ご了承くださいませ。

◆価格改訂　レゴⓇ　エデュケーション　プレスクール製品関連

メーカー希望小売価格（税抜き）
製品番号
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2020年
発売開始より

2019年
12月末まで

レゴ エデュケーションSPIKE プライム ¥45,800 ―

レゴ エデュケーションSPIKE プライム拡張セット ¥13,920 ―

レゴ テクニック ラージハブ ¥33,600 ―

レゴ テクニック L アンギュラーモーター ¥4,630 ―

レゴ テクニック M アンギュラーモーター ¥4,310 ―

レゴ テクニック 距離センサー ¥4,660 ―

レゴ テクニック カラーセンサー ¥3,130 ―

レゴ テクニック フォースセンサー ¥2,710 ―

レゴ テクニック ラージハブバッテリー ¥7,990 ―

レゴ テクニック マイクロUSB コネクタケーブル ¥1,117 ―

レゴ エデュケーションSPIKE プライム補充パーツセット（１０個
パック）

¥6,180 ―

※年の途中で価格が変わる場合がございます。何卒ご了承くださいませ。

品番  製品名
メーカー希望小売価格（税抜）

◆2020年新製品　レゴⓇ エデュケーションSPIKE プライム　関連製品
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◆2020年新製品



2020年
発売開始より

2019年
12月末まで

45026 　ゆかいなチューブ 19,173 -

45027 　英文字あそび 15,389 -

45028 　みんなのビッグワールド 33,805 -

45029 　いろんなどうぶつ 18,417 -

45030 　いろんな人たち 11,604 -

◆2020年　レゴⓇ　エデュケーション　プレスクール新製品

※2020年2月に発売予定です。

年の途中で価格が変更となる場合がございます。何卒ご了承くださいませ。

製品番号 製品名
メーカー希望小売価格（税抜き）
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　空気力学セット

　レゴ　エネルギーセット

　レゴ　ソーラーパネル

　レゴ　エネルギーメーター

　エネルギー貯蔵ユニット

　Eモーター

　温度センサー

　デュプロⓇ　楽しいチューブセット

　デュプロⓇ　幼児向けスペシャルセット

　デュプロⓇ　カフェセット

　デュプロⓇ　わくわくじどうしゃセット

　デュプロⓇ　たのしい農場セット

　デュプロⓇ　あてっこ動物セット

　デュプロⓇ　はたらく人たち

　デュプロⓇ　世界の人たち

　デュプロⓇ　ゆかいな動物セット

　デュプロⓇ　カラフルタウンセット

◆廃盤製品

品番  製品名

2019年12月にて終了となり、LEGO JAPAN社在庫限りとなります。
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