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2010年、新たに「ボイスメカニクスシリーズ」をスタート。そのコンセプトをプロダクト化した「オタ
マトーン」は国内外で50万個を販売し大ヒット、2010年オモチャ大賞を受賞する。2013年、同年
には文化庁文化交流の指名を受け、フランスにてスペイン人振り付け家ブランカ・リーによる明
和電機の楽器やコスチュームを用いたダンスパフォーマンス「ROBOT!」の制作に参加。現在も
ヨーロッパを中心にロングラン公演。2013年に２０周年を向かえ、赤坂ブリッツで20周年ライ
ブを開催。2014年から子供向けのメカニカルライブ「ヒゲ博士とナンセンス★マシーン」を開始。
2016年には中国・上海の現代美術館McaMにて、過去最大規模（3千㎡）の展覧会を成功さ
せるなど、国内外でますます活動の場をひろげている。

In 2010, the company newly developed the Voice Mechanics Series. The Otamatone series, in which 
the concept of the Voice Mechanics Series was put into commercial products, was a big hit at home 
and abroad, selling 20,000 units, receiving the 2010 Toys Grand Prix. In 2013 in France, as designated 
for cultural exchange by Agency for Cultural Affairs of Japan, the musical instruments and costumes 
of Maywa Denki were used for the production of the dance performance “ROBOT!” by Blanca Lee, a 
Spanish choreographer. The performances have been having a long run mainly in Europe. 
The performances had 20th anniversary in 2013 and the anniversary show was held in Akasaka Blitz.  
A mechanical live "Dr.HIGE and nonsense ★ Machine" for children was started in 2014. In 2016, they 
have been expanding the activities in Japan and overseas, including the successful held of the 
largest (3,000 m2) exhibition ever at the McaM Museum of Contemporary Art in Shanghai, China.



これらの製品はすべて一点しか存在しない「アート」ですが、
明和電機の活動の原動力となる「プロトタイプ」でもあります。
それでは明和電機の奇想天外なナンセンスマシーンの世界をお楽しみください。
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プランター

A flower generator that manipulates 
the strings of white oil with a 
computer program and weaves them 
together into a flower.

球体関節人形を使って表現した、
EDELWEISSの物語のジオラマ。

「林檎のエンジン」
「プードルズの反乱」
「歌う櫛」
「泣き羊」

エーデルワイス
    ジオラマ

Dioramas depicting the story of 
EDELWEISS, using sphere-shaped 
joint dolls.

6方向から噴出する白い液体をコントロール
することで、花の造形を作り出す装置。
2500x900x900mm / 30kg / 2016

女の都「末京」と、そこに住む脆弱な男の子「僕」の物語を通して、シリーズの中核となる
コンセプトを書いた本。すべてのページが製品に置き換えることを目指している。

「第一章 イントロダクション」「第二章 末京 ( まつきょう)」「第三章 林檎のエンジン」
「第四章 プードルズの反乱」「第五章 泣く羊 ( 執筆中 )」「第六章 歌う櫛」の六つの章からなる。



プランター

A flower generator that manipulates 
the strings of white oil with a 
computer program and weaves them 
together into a flower.

球体関節人形を使って表現した、
EDELWEISSの物語のジオラマ。

「林檎のエンジン」
「プードルズの反乱」
「歌う櫛」
「泣き羊」

エーデルワイス
    ジオラマ

Dioramas depicting the story of 
EDELWEISS, using sphere-shaped 
joint dolls.

6方向から噴出する白い液体をコントロール
することで、花の造形を作り出す装置。
2500x900x900mm / 30kg / 2016

女の都「末京」と、そこに住む脆弱な男の子「僕」の物語を通して、シリーズの中核となる
コンセプトを書いた本。すべてのページが製品に置き換えることを目指している。

「第一章 イントロダクション」「第二章 末京 ( まつきょう)」「第三章 林檎のエンジン」
「第四章 プードルズの反乱」「第五章 泣く羊 ( 執筆中 )」「第六章 歌う櫛」の六つの章からなる。







Lighting Toolsa



Lighting Toolsa



コア部
CORE UNIT

開発部
DEVELOPMENT
UNIT

マスプロモーション
[ 興行 ]

みんなにみてもらう事業

I n d u s t r y  a t t r a c t i n g  p u b l i c  

attent ion

I n d u s t r y  p r o v i d i n g  p r o d u c t s  

ava i l ab le  to  the  pub l i c

みんなに使ってもらう事業

マスプロダクト
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M A S S P R O M O T I O N
[Amusement Industry]

M A S S P R O D U C T
[ I n d u s t r y ]

ART RESOURCE
芸 術 資 源

A R T
アート

MASSPRO
マスプロ



明和電機の製品活溌の出発点には、芸術家・土佐信道のインスピ

レーションがあります。「自分とはなにか？世界とはなにか？」と

いう視点から、自分の中の「不可解」を探ります。この不可解を

とらえるために、土佐はたくさんのスケッチを描きます。スケッ

チの前半は本能的に描いた絵ですが、後半ではエンジニアリング

的な分析を行うので、スケッチは、「図面」や「コンセプト」にな

ります。

この土佐が作った「図面」と「コンセプト」をもとに製品開発を行い、

社会に発表していくシステムが「明和電機」です。明和電機の工

場では、「図面」と「コンセプト」をもとに、工員さんと土佐信道が、

工業技術を使って「ナンセンスマシーン」を作ります。この一点

だけつくられた製品を「芸術資源」と明和電機は呼んでいます。

通常、芸術家であれば、「芸術資源」を売って利益を得ますが、明

和電機はそれを売らず、さらに二次展開して収入を得ます。展開

の方法は二つあり、外部のオモチャ会社などとコラボレーション

して量産する「マスプロダクト（大量生産）」、もうひとつが、ナ

ンセンスマシーンを大衆に見せて収入を得る「マスプロモーショ

ン」です。この二つをまとめて「マスプロ」と呼んでいます。

このように明和電機では、芸術家・土佐信道のインスピレーショ

ンをエンジニアリングによって分析して「ナンセンスマシーン」

を作り、それを「マスプロ」によって大衆に届けています。これ

を「マスプロ芸術」と呼んでいます。

The inspiration of Novmichi Tosa as an artist reflects Maywa Denki 

products from the starting point of their developments.  “What am I?”… 

“What is the world for?”…  His search pursues the inexplicabilities inside 

himself.  He creates many sketches to grasp the figure of his questions, 

First sketches are created instinctively, and then the later sketches 

created are used for the analysis of the engineering.  Consequently, 

those sketches become “drawing” and “concept”.

The system of “Maywa Denki” is that from “drawing” and “concept” 

created by Tosa, the product developments are conducted and 

the products are socially released. At Maywa Denki Factory “THE 

NONSENSE MACHINES” are produced by Maywa Denki employees 

and Novmichi Tosa with their industrial technology based on “drawing” 

and “concept”.  And each of the products is called “Art Resource” at 

Maywa Denki. 

In general artist receives profits from selling the “Art Resource”; however, 

Maywa Denki receives profit through their second development.  

There are two ways in the second development:

1.“Mass Production” through the col laboration with outside 

manufacturers such as a toy company.

2.“Mass Promotion” through showing “THE NONSENSE MACHINES” to 

the general public.

These two ways are gathered to be called “MASS PRO” at Maywa 

Denki.

In this way described above, Maywa Denki produces “THE NONSENSE 

MACHINES” with the analysis of the engineering over the inspiration 

of Novmichi Tosa as an artist, and then though “MASS PRO” they are 

delivered to the general public.  This is called “MASS PRO ART”.

アートからマ ス プ ロ ダ ク ト へ
A R T  t o  M A S S P R O D U C T

現在「明和電機スケッチライブラリー」を明和電機ウェブサイトにて
公開中です。

Now many sketches created by Novmichi Tosa are opened to the 
public on the internet. 

http://www.maywadenki.com/sketch/

明和電機スケッチライブラリー



製品発表会
DEMONSTRATION

明和電機ライブの「松・竹・梅」コース

Matsu (pine) Course
Full live performance in which large-size musical inst
ruments,robots,President,four workers and sometimes 
Mr.Wono at the accounting department appear. 
(Performance time: 90 to 120 minutes)

Take(bamboo) Course
Performance in which President 
and two workers appear.You can 
enjoy a stage show unique to 
Maywa Denki.(Performance time: 
30 to 60 minutes)

Ume (plum) course
Performance in which only President plays a 
live show,using the minimum equipment. 
(Performance time: 15 to 30 minutes)

①「松（MATSU）コース」
大型楽器やロボット、社長、工員４名に、とき
には「会長」「経理のヲノさん」なども登場する
フルセットのライブ。  (公演時間 90 分～120 分）　

②「竹 (TAKE) コース」
社長と工員２名が登場し、明和
電機らしいステージを満喫でき
るコース。機動性があるため、
日本のみならず世界各地で、こ
のコースのライブが行われてい
ます。（公演時間 30 分～ 60 分 )

③「梅（UME）コース」
社長一人、最少の機材でライブを行うコー
ス。講演会と組み合わせることで、明和電
機の発想とモノ作りから、デモンストレー
ションまで楽しめます。
( 公演時間 15 分～ 30 分 )

講演会

ライブパフォーマンス

実際に描いたアイデアスケッチや実際の製品などを紹介しながら、
発想からものづくりまでのプロセスを、社長のゆかいなトークでご紹介しています。

明和電機の製品はすべて道具や機械のため、それを使ってみせる " 製品デモンストレー
ション " によって初めて面白さが伝わります。それがライブパフォーマンスです。コ
ンピュータ制御によって動く自動楽器にあわせて、社長や工員さんが歌って踊ります。
また電動楽器のほかにさまざまなロボットや社長のコスプレキャラクターも次々と登
場します。現在、日本だけではなく、ヨーロッパ、アメリカ、アジアなど世界中で公
演され、好評を得ています。

Lecture



明和電機の製品を近くでじっくり見学し、ときには触ることが
できる。それが製品展示会 (= 展覧会 ) です。全製品を展示す
る美術館での「大型展」から、各シリーズや製品を個別に展示
する「小型展」まで、さまざまなタイプがあります。

Product exhibitions provide visitors with 
the opportunity to observe the products of 
Maywa Denki closely and carefully and 
sometimes touch them. There are various 
types of exhibitions, including large-scale 
exhibitions held at museums, where all of 
our products are displayed, and small-scale 
exhibitions where products are displayed by 
series or individually. 

It is an exhibition that displays a 
part of Meiwa Denki's products. 
The exhibition area is 10 m²-
40m² 

It is an exhibition that displays 
one of MaywaDenki's series.  
The exhibition area is  
100 m²-800m². 

It is an exhibition that 
displays all the products 
of Maywa Denki.  
The exhibition area is  
800m²-3000m². 

各シリーズの中の、さらに一部を
展示。ヒゲハ博士の装置の展示や、
オタマトーンを紹介する展示、明
和電機のオモチャを紹介する展示
などです。

Scale of the exhibition

S M LSmall Size Exhibition Medium Size Exhibition Large Size Exhibition

展示会関連イベント

展覧会のスケール

ギャラリートーク ワークショップサイン会 ライブコンサート 自動演奏

SHOP各シリーズの個別の展示が行われ
る展覧会。「ツクバ展」「魚器展」「Ｅ
ＤＥＬＷＥＩＳＳ展」など、ひと
つのシリーズにスポットをあてて
展示。 明和電機の全製品を展示する展覧会。国内で

2003 年から始まった「ナンセンスマシーン展」
が、広島、東京、岡山、鹿児島、高知、石川、
秋田、大阪で開催。また 2016年には上海に
て「明和電機・超常識機械展」が 3000㎡と
いう巨大スペースで開催されました。

会期中は、明和電機の制服を着る「コスプレコーナー」やライブ
パフォーマンス、講演会・ワークショップなどのイベントを行い、
展覧会を総合的に盛り上げます。

During the period of exhibitions, diverse events such as cosplay events, 
where visitors can wear a uniform of Maywa Denki, live performances, lecture 
presentations and workshops are held to comprehensively liven up the exhibitions.

Autograph session Gallery talk Live concert Automatic performance Workshop

Exhibition related events

製品展示会
EXHIBITION



オモチャのピロピロ笛を
20 本制御することで、背
中に装着すると、ダンスが
誰でも派手に見える装置。

An wearable device to make 
anyone’s dance looks flashy.
It’s a backpack type device 
with 20 controlled party 
horns.

Mecha Peacock
Velomin

Kuki-pong

ヒゲ博士とナンセンス★マシーン

子供むけに制作された明和電機のライブ
ショー。社長演じる「ヒゲ博士」が、ア
シスタントロボットとともに、ナンセン
スマシーンの発想のヒントと、完成した
マシンのデモンストレーションを行う。

金属の板でできた「舌」をはじい
て音を出し、耳の円盤を回してそ
の音程を変える宇宙人。

カゴメ ( 株 ) と共同開発した、走る
マラソンランナーにトマトを食べさ
せる装置。

足に装着した機構により、誰もが
「鳥が歩くような動き」になる装置。

エアキャップを連続的に潰す
マスク。プチプチ鳴る音が、
ストレスを一気に解消。

「◯」と「×」に変形する
ロボット。

ドロを撒き散らしながら歩
くロボット。

縦横無尽に動き回るお掃除ロボット。

A punching mask especially 
made  f o r  peck i ng  a i r -
capsheets. Suitable for 
those who are no good 
precision work.

A robot that transforms into 
the form of “O” and “X”.

OX ROBOT DORODOROBO CLEAN SPIDER
A robot spreads mud from 
his head while walking.

A cleaning robot moves around the 
horizontally and plainly.

The device to feed tomatoes to 
a marathon runner while running.
It’s also known as ”Tomatan” as a 
nickname.

600X500X300 / 3kg / 2016 Wearable tomato

700X400X350 / 3kg / 2014

Alien form another planet 
with a tongue made of metal.
It twangs the tongue and 
change its pitch by turning 
the ear disks.

Anyone is forced to "walk like a 
bird"by attaching this machine to 
one's legs.

An device to fire smoke rings with 
an air cannon.

空気砲を使って煙の輪を
両手から発射する装置。

A live show program for kids produced by Maywa Denki.

Dr.Hige, which is performed by Novmichi Tosa (Maywa Denki 

President) introduces hints of how to get ideas of nonsense-

machines with actual demonstrations with his robot assistants.

Dr.Hige and Nonsence machine

HM-04

HM-01 HM-02 HM-03

Petit-Petit Head

Bird Walker

明和電機が製品開発で得た「六つのプロセス」にもとづき、さま
ざまなタイプのワークショップをおこなっています。発想をト
レーニングする「おかしな発想法・ワークショップ」や、モノ作
りを体験するさまざまな楽器製作ワークショップ、そしてその両
方を体験する「ナンセンスおもちゃ研究所」などがあります。

Various types of Maywa Denki's workshops are 
held based on "Six Processes", that Maywa Denki 
obtained from experiences through developing own 
products. "Workshop: How to think of strange ideas" 
trains the creativity of the way of thinking. "Workshop: 
Making various music instruments" provides various 
experiences of manufacturing objects. And "Workshop: 
Nonsense Toys Laboratory" provides those two 
workshops above together.  

6 つ の プ ロ セ ス
S I X  P R O C E S S E S

おかしな発想法

オモケンベロミン
Velomin

Nonsense
way of thinking

NONSENSE 
TOY LABORATORY

OMOROBOChihuahua
Whistle

Knock!

チワワ笛 オモロボ

オモロボワークショップで子どもたちから生まれたアイデアを元に明和電機が開発した製品。
Maywa Denki developed those products based on the ideas of the children who attended OMOROBO Workshops.

オモロボ

発想法系ワークショップ

総合系ワークショップ工作系ワークショップ

パフォーマンス系
ワークショップ

工作系ワークショップ
総合系ワークショップ

ワークショップ
WORKSHOP

犬のようにワンワンと吠えるライフル。
足をたたむとライフル型に変形する。

U s i n g  b a r k i n g  f o r m a n t 
structure and artificial vocal 
cord,like dog.

690x170x445/2kg/2015
Bowgun

HM-05

HM-06



One Sixth Models
Maywa Denki started taking orders of One Sixth 
miniature models.The material, the finishing 
method, and the detailed parts are the same 
in these models.  And the same processes are 
precisely applied as much as possible.They are 
valuable gems as “ART PIECE” of Maywa Denki. 
For each product limited to just 10 units, a special 
case provided.

明和電機のナンセンスマシーンの精巧な 1/6 サ
イズミニチュアモデルの受注を開始しました。素
材や仕上げ方、細部の部品など、できるだけ本物
とおなじプロセスで作った精巧なモデルです。明
和電機のアートピースとして価値のある逸品で
す。各製品限定１０台（エディション入り）。

1/6モデル

明和電機は、外部企業と組み、明和電機の「4 つの製品群」をさまざまなマスプロダクトに落とし込んでいます。その多角的
な商品展開を、商品の頭文字をとって、「ABCDEFG 計画」と呼んでいます。A はマルチプルとして複製されたアート、B は
出版物、C は CD などの音楽コンテンツ、D は DVD などの映像コンテンツ、E はデジタルコンテンツを中心とした e ビジネス、
F はファッション、G はおもちゃやグッズです。こうした商品展開を通して、明和電機はその芸術を広く大衆に普及させており、
その活動そのものが「アバンギャルド」であると考えています。

A B C D E F G 計画
ABCDEFG Scheme

Maywa Denki has put its four lines of products into mass production in diverse ways, in collaboration with outside 
companies. It describes such multifaceted business strategies for products as the ABCDEFG Strategy.“ A” refers to artistic 
products reproduced in a multiple way;“ B” to publication; C to CD and other music contents; D to DVD and other image 
contents; E to e-business focusing on digital contents; F to fashion; and G to toys and goods. Through these business 
strategies, Maywa Denki has widely popularized its art to the public. We believe that our business activities are nothing but 
those of the avant-garde.

アートをみんなに使ってもらう
明和電機のマスプロダクト

EW6M-P

各 ¥200,000 (税込)

明和電機の買える「マルチプルアート」。

専用ケース付き

TK6M-P VM6M-3VM6M-1TK6M-T



オタマトーンテクノ(ホワイト/ブラック)
スマートフォンの音楽系アプリを使用することで、オタ
マトーンの音色をいろいろな音に変えることが可能。
Otamatone Techno (White / Black)
By using smartphone's music application, it is 
possible to change the sound of Otamatone to 
various sounds.

¥10,584

犬のようにワンワンと鳴く笛「バウガン」の組み立てキット。

An assembly kit of a whistle "bow gun" that barks like a dog.

電気を使わず、ワイヤーアクションでコントロールする
打楽器トイ。オプションで缶などをとりつけ可能。かわ
いいヒゲつき。

A drumming puppet by steel wires.
Works with no electricity.You can replace 
drums with cans or other items as an 
option.A cute mustache is also included.

(ホワイト/ブラック)

Whistle that makes a barking sound like a dog 
the breath is exhaled to open and close its 
mouth.

オタマトーンでじたる 
(ホワイト / ブラック)

鍵盤型のしっぽスイッチになり、だれで
も簡単に演奏可能。
ギターサウンド、ドラムサウンドも内臓。

Otamatone Digital 
 (White / Black)
Easier for anyone to play with 
keyboard type switches on the 
tail. Guitar and drum sound 
samples are now installed

息を吹き込み、口をパクパクさせる
と犬のようにワンワンと吠える笛。

オタマトーンの電池交換用ドライバー
がついたキーチェーン。

‘

¥2,500 (税込)

バウガン組立キット

BOWGUN CRAFT KIT

明和電機ロゴTシャツ
Maywa Denki 
Logo T-shirts
パチモクTシャツ
Pachimoku 
T-shirts
コイビートTシャツ
Koi-beat T-shirts
ベロミンTシャツ
Velomin T-shirts

各 ¥3,000 (税込)

¥4,104

¥8,424

¥3,024 ¥3,024 ¥3,024

オタマトーン
くまモンバージョン

Otamatone
KUMAMON Ver.

体を揺らして、赤ちゃんのガラガ
ラの音を出す。 
¥1,659 (税込) 完売
Pololon
Colom Makes a rattling sound 
by shaking its body.

完売

完売 完売

完売

完売

842 一部色 完売

ケロタマ
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By using smartphone's music application, it is 
possible to change the sound of Otamatone to 
various sounds.

¥10,584

犬のようにワンワンと鳴く笛「バウガン」の組み立てキット。

An assembly kit of a whistle "bow gun" that barks like a dog.

電気を使わず、ワイヤーアクションでコントロールする
打楽器トイ。オプションで缶などをとりつけ可能。かわ
いいヒゲつき。

A drumming puppet by steel wires.
Works with no electricity.You can replace 
drums with cans or other items as an 
option.A cute mustache is also included.

(ホワイト/ブラック)

Whistle that makes a barking sound like a dog 
the breath is exhaled to open and close its 
mouth.

オタマトーンでじたる 
(ホワイト / ブラック)

鍵盤型のしっぽスイッチになり、だれで
も簡単に演奏可能。
ギターサウンド、ドラムサウンドも内臓。

Otamatone Digital 
 (White / Black)
Easier for anyone to play with 
keyboard type switches on the 
tail. Guitar and drum sound 
samples are now installed

息を吹き込み、口をパクパクさせる
と犬のようにワンワンと吠える笛。

オタマトーンの電池交換用ドライバー
がついたキーチェーン。

‘

¥2,500 (税込)

バウガン組立キット

BOWGUN CRAFT KIT

明和電機ロゴTシャツ
Maywa Denki 
Logo T-shirts
パチモクTシャツ
Pachimoku 
T-shirts
コイビートTシャツ
Koi-beat T-shirts
ベロミンTシャツ
Velomin T-shirts

各 ¥3,000 (税込)

¥4,104

¥8,424

¥3,024 ¥3,024 ¥3,024

オタマトーン
くまモンバージョン

Otamatone
KUMAMON Ver.

体を揺らして、赤ちゃんのガラガ
ラの音を出す。 
¥1,659 (税込) 完売
Pololon
Colom Makes a rattling sound 
by shaking its body.

完売

完売 完売

完売

完売

842 一部色 完売

ケロタマ



(非売品)

ヒゲ博士とオモチャ箱

Dr.HIGE & Toybox

2016 Maywa Denki

子ども向けライブ「ヒゲ博士とナンセン
ス★マシーン」のテーマ曲。

The theme song of live for children "Dr. 
HIGE and Nonsense ★Machine"

明和電機　超常識機械
Maywa Denki 
NONSENSE MACHINE

活動履歴 (2003~2016)

海外展示
2003年9月「アルスエレクトロニカ  サイバーアーツ 2003」OK センター（オーストリア）
2003年10月～04 年 1月「人とロボット展」パリ日本文化会館（パリ）
2005年10月～11月「ナンセンスマシーンズ」ジョーダン・シュニッツアーミュージアム（アメリカ  オレゴン）　　
2006年9月「ナンセンスマシーンズ : 魚器」アニエスベー  ライブラリーギャラリー（香港）
2007年10月～11月「ナンセンスマシーンズ : 魚器」　
　　　　　　　　　　 Eslite Sinyi store（1階ロビー、２階アニエスベー SPORT b 店舗） （台湾）
2008年11月「Article Biennale 08」（ノルウェー   スタバンガー ）
2009年10月「デバイスアート 2009」Gallery Nano（クロアチア）
2009年9月「アルスエレクトロニカ 2009」アルスエレクトロニカセンター（オーストリア  リンツ）
2009年9月「文化庁メディア芸術祭  ウィーン展  2009」ミュージアムクォーター（オーストリア）
2010年8月～10月「文化庁メディア芸術祭  イスタンブール展  2010」ペラ美術館（トルコ）
2011年 6 月7月「TRANSFORMER」Le360（フランス  べチューヌ）
2011年9月「筑波大学アルスエレクトロニカ 2011 キャンパス展」kunstunversität（オーストリア  リンツ）
2014 年 4 月 ~1 月「Art Robotique/Robotic Art」CitédesSciencesetdel’ industrie,Paris.（フランス）
2014 年 12 月～ 1 月  「Shenzhen NewMedia Art Festival」（中国）
2016 年1月～4月　「明和電機　超常識機械展」　明当代美术馆 Ming Contemporary Art Museum（中国　上海）

主な受賞歴
1993 年　ソニー・ミュージックエンタテインメント第2回アート・アーティストオーディション大賞受賞
1996 年　魚骨型電源用延長コード「魚コード」 モノマガジン・スーパーグッズ・オブ・ザ・イヤー編集部特別賞受賞
2000 年　文化庁第 3 回メディア芸術祭　デジタルアート・インタラクティブ部門優秀賞受賞
2000 年　グッドデザイン賞受賞（人間初受賞）新領域デザイン部門
2003 年　アルスエレクトロニカ・インタラクティブアート部門　準グランプリ受賞
2010 年 　電子楽器「オタマトーン」　日本おもちゃ大賞 2010「ハイ・ターゲット・トイ部門  大賞」受賞
2010 年 　電子楽器「オタマトーン」　ライセンシング・オブ・ザ・イアー 2010「プロダクトライセンシー賞」受賞
2015 年　「omosiroi award World OMOSIROI Award 1st.」 受賞

「明和電機  ナンセンス＝マシーンズ」 広島市現代美術館（広島）
「明和電機  ナンセンス＝マシーンズ」NTT インターコミュニケーション・センター（東京）
「明和電機  ナンセンス = マシーンズ」霧島アートの森（鹿児島）
「明和電機  ナンセンス = マシーンズ」岡山市デジタルミュージアム（岡山）
「明和電機 ノック！ミュージックの世界展」ギャラリー ル・べイン＋ギャラリー MITATE（東京）
「明和電機 ノック！ミュージックの世界展」オリエンタルデザインギャラリー（広島）
「明和電機ナンセンス＝マシーンズ」高知県立美術館（高知）
山中俊二ディレクション「骨」21_21 Design Sight（東京）

「サイバーアーツジャパン アルスエレクトロニカの30年」東京都現代美術館（東京）
「明和電機ボイス計画宣言」西武渋谷店（東京）
「ノック！ミュージック～打楽器からコンピュータに至る4つの進化論～」日本科学未来館（東京）
「VISUAL CIRCUS」SKIP シティ 映像ミュージアム（埼玉）
「ナンセンスマシーンズ展」金沢 21 世紀美術館（石川）
「明和電機 20 周年記念展」誠品書店 × 明和電機
「EDELWEISS」市川市芳澤ガーデンギャラリー（千葉県）
“ つくばメディアアートフェスティバル ”   茨城県つくば美術館 ( 茨城県 )

「明和電機　ナンセンスマシーン展　in 秋田」　秋田県立美術館　県民ギャラリー　（秋田）
「明和電機　ナンセンスマシーン展　in 大阪」　グランフロント大阪 ナレッジキャピタル EVENT Lab.（大阪）
「奇想天外！ アートと教育の実験場 筑波大学〈総合造形〉展」　茨城県近代美術館　（茨城　水戸）

国内ライブ
2004年  ライブツアー「メカトロニカ」東京、大阪、広島
2005年  ライブツアー「Switched On Kappa 2005」東京、名古屋、大阪、福岡、台湾（5箇所 6回公演）
2007年2月  単独ライブ「六本木メカトロニカ」国立新美術館（東京）
2007年10月  単独ライブ「松本メカトロニカ」（長野）
2008年2月  単独ライブ「メカトロニカ」（広島）
2010年12月  単独ライブ「ボイスメカニクス」品川よしもとプリンスシアター（東京）
2011年  ライブツアー「ボイスメカニクス」東京、大阪、高知、島根、福岡、岡山（6ヶ所 7回公演）
2013 年 12 月  単独ライブ 「祝・明和電機 20 周年ライブ」赤坂 BLITZ（東京）

海外ライブ
2003 年 10 月～ 04 年 1 月 ライブツアー パリ「メカトロニカ」（4 公演）
2005 年 9 月　「BIAS」  LUXY（台湾） 
2005 年 7 月　「カルティエデテ フェスティバル」 チュイルリー公園（パリ）
2005 年 1 月　「The Jill Watsin Festival Across the Arts」 カーネギー・メロン大学（アメリカ・ピッツバーグ）
2005 年 11 月  「明和電機ライブ」シェドコンサートホール（アメリカ　オレゴン）
2006 年 6 月　「Bellurd Bollwerk International」 （スイス　フリブール）
2006 年 7 月　「digital　brainstorming」 （スイス）
2006 年 10 月　「メカトロニカ」 香港シティホール（香港　2 公演）
2007 年 4 月　「L’ EXPERIENCE JAPONAISE」 ニーム劇場（フランス　ニーム）
2007 年 6 月　「Esplanade Presents Mechatronica 」 エスプラネードコンサートホール（シンガポール）
2007 年 11 月　「メカトロニカ」 ソンナムアートセンター　オペラハウス（韓国）
2008 年 2 月　「Japan! Culture ＋Hyperculture 」 ジョンＦ・ケネディセンター （アメリカ ワシントンＤＣ）
2008 年 6 月　「Les Beins Numeriques #3 」 Enghien les Bains（フランス　アンギャン・レ・バン）
2008 年 11 月　「FAT FESTIVAL 08」チャレンジャー・ホール（タイ）
2009 年 10 月　「デバイスアート 2009」 Kapelica gallery （スロヴェニア）　Tvornica Jedinstvo（クロアチア） 
2010 年 7 月　「GREC Festival de Barcelona」 CCCB（スペイン バルセロナ） 
2011 年 4 月　「ボイスメカ二クス」 Star Hall（香港）　
2011 年 5 月　「digital brainstorming 」 PLAZA（スイス）
2011 年 9 月　「ボイスメカ二クス」 ATT Show Box （台湾）
2013 年 7 月    「Japan EXPO」（フランス）
2014 年 6 月　「Voice Mechanics」esplanade（シンガポール）
2014 年 11 月　「最強美少女博覧会」　台湾台北市（台湾）
2013 年 ~ 「ROBOT ! 」( フランス )
2015年　6月　　「Shenzhen Maker Fair」（中国　深圳）
2016年　7月　「淘宝造物节」”Taobao Maker Festival”　上海世博展览馆（中国　上海）
　
プロデュースイベント　
2007 年 11 月　「バカロボ 2007」　ルミネ the よしもと （東京）
2008 年 12 月　「バカロボ 2008」　よしもと∞ホール （東京）
2009 年 11 月　「ストレンジボイス」　品川よしもとプリンスシアター（東京）
2015 年 5 月　「Mise Mono GO! Yeahhh!!!」　渋谷西武百貨店 （東京）
2015 年 6 月   「ロボ婚」  青山 CAY（東京）
2014 年 7 月 ~「ヒゲ博士とナンセンス★マシーン」( 東京、沖縄、高知、熊本、茨城 )

国内展示
2004年7月～10月
2004年11月～12月
2006年7月～9月 
2007年7月～8月  
2008年1月 
2008年2月～4月 
2009年4月 
2009年5月～8 月 
2010年2月～3月 
2010年5月～6月  
2010年6月～10月  
2011年12月～4月
2013 年 1 月～ 2 月
2013 年 6 月
2014 年 4 月～ 6 月
2015 年 3 月 
2015 年 11 月
2016 年 6 月
2016 年 11 月 ~1 月

Jun 2015,    “Shenzen Maker Fair” (China Shenzen)
Jul 2016,    “Taobao Maker Festival” (China Shanghai)

Jul 2014~      “Dr.HIGE and Nonsense Machine” (Japan)

Jan-April 2016 “Maywa Denki NONSENSE MACHINE” Ming Contemporary Art Museum (China Shanghai)

Nov 2015,  “Maywa Denki NONSENSE MACHINES in AKITA” Akita Museum of Art  (Akita)
Jun 2016,  “Maywa Denki NONSENSE MACHINES in OSAKA” knowledge Capital GRAND FRONT OSAKA  (Osaka)
Nov~Jan 2016,  “University of Tsukuba <PLASTIC ARTS & MIXEDMEDIA> Exhibition” The Museum of Modern Art ,Ibaraki  (Ibaraki)

メディア出演

(完売) (完売) (完売)

(完売)(完売) (完売)

たてわり社長
TATEWARI SHACHO
自費出版/Self-publication

手がき一発コラム
Hand drawing Column
自費出版/Self-publication

ドラマ TV drama

Movie

Radioラジオ

映画

TV

Media Appearance

2014 年　「スッキリ！」（日本テレビ）
2016 年　学生ロボコン（NHK）
2016 年　探検バクモン（NHK）

2015 年　「なかじましんや　土曜の穴」文化放送
2016 年　「UR LIFESTYLE COLLEGE」J-WAVE
2016 年　「エレマガラジオＤＸ」ラジオＮＩＫＫＥＩ　Ｒ２
2016 年　「すっぴん！」NHK ラジオ第１
2017 年　「INNOVATION WORLD」J-WAVE

2016 年 重版出来 ! （見坊我無役） 
              Juuhan Shuttai!
2017 年 増山超能力師事務所 （店長・染谷保役） 
              Masuyama Chounouryokushi Jimusho 

1994 年『河童』kappa ※舞台セットデザイン
2004 年『サバイプスタイルファイブプラス』 SURVIVE STYLE 5+ 
2005 年『ヒノキオ』HINOKIO
2006 年『日本沈没』Sinking of Japan
2007 年『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』Funuke Show Some Love、You Losers! 
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海外展示
2003年9月「アルスエレクトロニカ  サイバーアーツ 2003」OK センター（オーストリア）
2003年10月～04 年 1月「人とロボット展」パリ日本文化会館（パリ）
2005年10月～11月「ナンセンスマシーンズ」ジョーダン・シュニッツアーミュージアム（アメリカ  オレゴン）　　
2006年9月「ナンセンスマシーンズ : 魚器」アニエスベー  ライブラリーギャラリー（香港）
2007年10月～11月「ナンセンスマシーンズ : 魚器」　
　　　　　　　　　　 Eslite Sinyi store（1階ロビー、２階アニエスベー SPORT b 店舗） （台湾）
2008年11月「Article Biennale 08」（ノルウェー   スタバンガー ）
2009年10月「デバイスアート 2009」Gallery Nano（クロアチア）
2009年9月「アルスエレクトロニカ 2009」アルスエレクトロニカセンター（オーストリア  リンツ）
2009年9月「文化庁メディア芸術祭  ウィーン展  2009」ミュージアムクォーター（オーストリア）
2010年8月～10月「文化庁メディア芸術祭  イスタンブール展  2010」ペラ美術館（トルコ）
2011年 6 月7月「TRANSFORMER」Le360（フランス  べチューヌ）
2011年9月「筑波大学アルスエレクトロニカ 2011 キャンパス展」kunstunversität（オーストリア  リンツ）
2014 年 4 月 ~1 月「Art Robotique/Robotic Art」CitédesSciencesetdel’ industrie,Paris.（フランス）
2014 年 12 月～ 1 月  「Shenzhen NewMedia Art Festival」（中国）
2016 年1月～4月　「明和電機　超常識機械展」　明当代美术馆 Ming Contemporary Art Museum（中国　上海）

主な受賞歴
1993 年　ソニー・ミュージックエンタテインメント第2回アート・アーティストオーディション大賞受賞
1996 年　魚骨型電源用延長コード「魚コード」 モノマガジン・スーパーグッズ・オブ・ザ・イヤー編集部特別賞受賞
2000 年　文化庁第 3 回メディア芸術祭　デジタルアート・インタラクティブ部門優秀賞受賞
2000 年　グッドデザイン賞受賞（人間初受賞）新領域デザイン部門
2003 年　アルスエレクトロニカ・インタラクティブアート部門　準グランプリ受賞
2010 年 　電子楽器「オタマトーン」　日本おもちゃ大賞 2010「ハイ・ターゲット・トイ部門  大賞」受賞
2010 年 　電子楽器「オタマトーン」　ライセンシング・オブ・ザ・イアー 2010「プロダクトライセンシー賞」受賞
2015 年　「omosiroi award World OMOSIROI Award 1st.」 受賞

「明和電機  ナンセンス＝マシーンズ」 広島市現代美術館（広島）
「明和電機  ナンセンス＝マシーンズ」NTT インターコミュニケーション・センター（東京）
「明和電機  ナンセンス = マシーンズ」霧島アートの森（鹿児島）
「明和電機  ナンセンス = マシーンズ」岡山市デジタルミュージアム（岡山）
「明和電機 ノック！ミュージックの世界展」ギャラリー ル・べイン＋ギャラリー MITATE（東京）
「明和電機 ノック！ミュージックの世界展」オリエンタルデザインギャラリー（広島）
「明和電機ナンセンス＝マシーンズ」高知県立美術館（高知）
山中俊二ディレクション「骨」21_21 Design Sight（東京）

「サイバーアーツジャパン アルスエレクトロニカの30年」東京都現代美術館（東京）
「明和電機ボイス計画宣言」西武渋谷店（東京）
「ノック！ミュージック～打楽器からコンピュータに至る4つの進化論～」日本科学未来館（東京）
「VISUAL CIRCUS」SKIP シティ 映像ミュージアム（埼玉）
「ナンセンスマシーンズ展」金沢 21 世紀美術館（石川）
「明和電機 20 周年記念展」誠品書店 × 明和電機
「EDELWEISS」市川市芳澤ガーデンギャラリー（千葉県）
“ つくばメディアアートフェスティバル ”   茨城県つくば美術館 ( 茨城県 )

「明和電機　ナンセンスマシーン展　in 秋田」　秋田県立美術館　県民ギャラリー　（秋田）
「明和電機　ナンセンスマシーン展　in 大阪」　グランフロント大阪 ナレッジキャピタル EVENT Lab.（大阪）
「奇想天外！ アートと教育の実験場 筑波大学〈総合造形〉展」　茨城県近代美術館　（茨城　水戸）

国内ライブ
2004年  ライブツアー「メカトロニカ」東京、大阪、広島
2005年  ライブツアー「Switched On Kappa 2005」東京、名古屋、大阪、福岡、台湾（5箇所 6回公演）
2007年2月  単独ライブ「六本木メカトロニカ」国立新美術館（東京）
2007年10月  単独ライブ「松本メカトロニカ」（長野）
2008年2月  単独ライブ「メカトロニカ」（広島）
2010年12月  単独ライブ「ボイスメカニクス」品川よしもとプリンスシアター（東京）
2011年  ライブツアー「ボイスメカニクス」東京、大阪、高知、島根、福岡、岡山（6ヶ所 7回公演）
2013 年 12 月  単独ライブ 「祝・明和電機 20 周年ライブ」赤坂 BLITZ（東京）

海外ライブ
2003 年 10 月～ 04 年 1 月 ライブツアー パリ「メカトロニカ」（4 公演）
2005 年 9 月　「BIAS」  LUXY（台湾） 
2005 年 7 月　「カルティエデテ フェスティバル」 チュイルリー公園（パリ）
2005 年 1 月　「The Jill Watsin Festival Across the Arts」 カーネギー・メロン大学（アメリカ・ピッツバーグ）
2005 年 11 月  「明和電機ライブ」シェドコンサートホール（アメリカ　オレゴン）
2006 年 6 月　「Bellurd Bollwerk International」 （スイス　フリブール）
2006 年 7 月　「digital　brainstorming」 （スイス）
2006 年 10 月　「メカトロニカ」 香港シティホール（香港　2 公演）
2007 年 4 月　「L’ EXPERIENCE JAPONAISE」 ニーム劇場（フランス　ニーム）
2007 年 6 月　「Esplanade Presents Mechatronica 」 エスプラネードコンサートホール（シンガポール）
2007 年 11 月　「メカトロニカ」 ソンナムアートセンター　オペラハウス（韓国）
2008 年 2 月　「Japan! Culture ＋Hyperculture 」 ジョンＦ・ケネディセンター （アメリカ ワシントンＤＣ）
2008 年 6 月　「Les Beins Numeriques #3 」 Enghien les Bains（フランス　アンギャン・レ・バン）
2008 年 11 月　「FAT FESTIVAL 08」チャレンジャー・ホール（タイ）
2009 年 10 月　「デバイスアート 2009」 Kapelica gallery （スロヴェニア）　Tvornica Jedinstvo（クロアチア） 
2010 年 7 月　「GREC Festival de Barcelona」 CCCB（スペイン バルセロナ） 
2011 年 4 月　「ボイスメカ二クス」 Star Hall（香港）　
2011 年 5 月　「digital brainstorming 」 PLAZA（スイス）
2011 年 9 月　「ボイスメカ二クス」 ATT Show Box （台湾）
2013 年 7 月    「Japan EXPO」（フランス）
2014 年 6 月　「Voice Mechanics」esplanade（シンガポール）
2014 年 11 月　「最強美少女博覧会」　台湾台北市（台湾）
2013 年 ~ 「ROBOT ! 」( フランス )
2015年　6月　　「Shenzhen Maker Fair」（中国　深圳）
2016年　7月　「淘宝造物节」”Taobao Maker Festival”　上海世博展览馆（中国　上海）
　
プロデュースイベント　
2007 年 11 月　「バカロボ 2007」　ルミネ the よしもと （東京）
2008 年 12 月　「バカロボ 2008」　よしもと∞ホール （東京）
2009 年 11 月　「ストレンジボイス」　品川よしもとプリンスシアター（東京）
2015 年 5 月　「Mise Mono GO! Yeahhh!!!」　渋谷西武百貨店 （東京）
2015 年 6 月   「ロボ婚」  青山 CAY（東京）
2014 年 7 月 ~「ヒゲ博士とナンセンス★マシーン」( 東京、沖縄、高知、熊本、茨城 )

国内展示
2004年7月～10月
2004年11月～12月
2006年7月～9月 
2007年7月～8月  
2008年1月 
2008年2月～4月 
2009年4月 
2009年5月～8 月 
2010年2月～3月 
2010年5月～6月  
2010年6月～10月  
2011年12月～4月
2013 年 1 月～ 2 月
2013 年 6 月
2014 年 4 月～ 6 月
2015 年 3 月 
2015 年 11 月
2016 年 6 月
2016 年 11 月 ~1 月

Jun 2015,    “Shenzen Maker Fair” (China Shenzen)
Jul 2016,    “Taobao Maker Festival” (China Shanghai)

Jul 2014~      “Dr.HIGE and Nonsense Machine” (Japan)

Jan-April 2016 “Maywa Denki NONSENSE MACHINE” Ming Contemporary Art Museum (China Shanghai)

Nov 2015,  “Maywa Denki NONSENSE MACHINES in AKITA” Akita Museum of Art  (Akita)
Jun 2016,  “Maywa Denki NONSENSE MACHINES in OSAKA” knowledge Capital GRAND FRONT OSAKA  (Osaka)
Nov~Jan 2016,  “University of Tsukuba <PLASTIC ARTS & MIXEDMEDIA> Exhibition” The Museum of Modern Art ,Ibaraki  (Ibaraki)

メディア出演

(完売) (完売) (完売)

(完売)(完売) (完売)

たてわり社長
TATEWARI SHACHO
自費出版/Self-publication

手がき一発コラム
Hand drawing Column
自費出版/Self-publication
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7メールアドレス: mail@maywadenki.com
株式会社明和電機 (Maywa Denki Co., Ltd.)Official Webshop https://maywadenki.stores.jp/

2010年、新たに「ボイスメカニクスシリーズ」をスタート。そのコンセプトをプロダクト化した「オタ
マトーン」は国内外で50万個を販売し大ヒット、2010年オモチャ大賞を受賞する。2013年、同年
には文化庁文化交流の指名を受け、フランスにてスペイン人振り付け家ブランカ・リーによる明
和電機の楽器やコスチュームを用いたダンスパフォーマンス「ROBOT!」の制作に参加。現在も
ヨーロッパを中心にロングラン公演。2013年に２０周年を向かえ、赤坂ブリッツで20周年ライ
ブを開催。2014年から子供向けのメカニカルライブ「ヒゲ博士とナンセンス★マシーン」を開始。
2016年には中国・上海の現代美術館McaMにて、過去最大規模（3千㎡）の展覧会を成功さ
せるなど、国内外でますます活動の場をひろげている。

In 2010, the company newly developed the Voice Mechanics Series. The Otamatone series, in which 
the concept of the Voice Mechanics Series was put into commercial products, was a big hit at home 
and abroad, selling 20,000 units, receiving the 2010 Toys Grand Prix. In 2013 in France, as designated 
for cultural exchange by Agency for Cultural Affairs of Japan, the musical instruments and costumes 
of Maywa Denki were used for the production of the dance performance “ROBOT!” by Blanca Lee, a 
Spanish choreographer. The performances have been having a long run mainly in Europe. 
The performances had 20th anniversary in 2013 and the anniversary show was held in Akasaka Blitz.  
A mechanical live "Dr.HIGE and nonsense ★ Machine" for children was started in 2014. In 2016, they 
have been expanding the activities in Japan and overseas, including the successful held of the 
largest (3,000 m2) exhibition ever at the McaM Museum of Contemporary Art in Shanghai, China.


