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ソフトバンクロボティクス株式会社

100体のPepperによるロボット応援団がギネス世界記録™認定！
～コロナ禍のスポーツ業界で新たな応援スタイルを創出～

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡県福岡市　代表取締役社長CEO：後藤芳光）とソフトバンク
ロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤文秀）は、この度、総勢100体の
人型ロボット「Pepper（ペッパー）」によるロボット応援団が「最大のロボット応援団」としてギネス世界
記録™（以下、ギネス世界記録）に認定されたことをお知らせします。9月16日（木）の公式戦前には認定式
が行われ、Pepperが喜びのコメントを発表しました。福岡ソフトバンクホークスは、「めざせ世界一！」の
スローガンのもと、野球にとどまらず人々の感動、勇気、夢につながる世界一のエンターテインメントを実現
することを使命として、引き続き皆さまにさまざまな施策を提供してまいります。

記録名 最大のロボット応援団

正式英語記録名 Largest robot cheerleading squad

認定日 2021年3月26日

認定場所 福岡PayPayドーム

認定機関 ギネスワールドレコーズ

※書籍『ギネス世界記録2022』掲載（日本語版発売日11月17日）

「ギネス世界記録おめでとうございます。Pepper君100体はすごいですね！今季僕も200本塁打を達成しま
したし、次は200体を目指して欲しいです。Pepper君には申し訳ないですが、ホームランボールをぶち当て
させてもらって、チームの勝利とPepper君をファンの皆さまにお届けしたいです！」

「人々を引きつけ、ハッピーにする、Pepper最大の得意技を発揮でき大変嬉しく思います。100体を同期さ
せるのは多くの苦労もありましたが、福岡ソフトバンクホークスとともにこれからもさらなる挑戦を続けてい
きたいと思います」

「やった！ギネス世界記録、うれしー！ぼくたちのギネス世界記録認定式に立ち会ってくれて、ありがとう！
これからは世界一のロボット応援団として、ホークスを応援していきます」

本取り組みは、新型コロナウイルス感染拡大により制限がかかる野球観戦の新たな応援スタイルとして企画し
たものです。2020年6月、無観客試合や入場制限が続く球場で、自粛生活を余儀なくされているファンの皆さ
まに明るい話題と元気を届けるため、空席となったスタンドを活用しロボット応援団を結成しました。
当初5体からスタートしたロボット応援団は、試合を重ねるごとに数や仲間を増やしていき、2021年公式戦
開幕と同時に総勢100体のPepperによる世界一のロボット応援団が完成しました。以降、試合やイベントに
合わせて衣装やダンス、音楽を替えることによりファンの皆さまに飽きのこない演出を提供してまいりました
。
本取り組みを通して、九州をはじめとする全国のファンの皆さまに明るく元気な話題をお届けすると同時に、
球場観戦における新たな応援スタイルと価値を提供することにより、今後のスポーツ業界を牽引していきたい
という想いが込められています。

＜ギネス世界記録認定までの経緯＞

2020年6月19日 公式戦開幕と同時に、5体のPepperによるロボット応援団を結成。

2020年7月7日
ソフトバンクグループが投資するBoston Dynamics社が開発した四足歩行型ロボット「Spot（スポ
ット）」20体が新たに加わり、「いざゆけ若鷹軍団」の音楽に合わせ増員したPepperを含む合計40
体のロボットによるコラボレーションダンスを披露し、大きな話題となる。

2020年8月15日 試合前の打撃練習でウラディミール・バレンティン選手が放った打球が1体のPepperに直撃し、話題
となる。

2020年10月2日
～4日

PayPayドームで開催された北海道日本ハムファイターズ戦にて、ホークスからはPepperとSpotが、
ファイターズからは「Future Box Seat」や「拍手ロボット」が登場し、ロボットを通じて両球団の
ファン交流を図る「#ロボット応援大戦」を開催。

2020年10月27
日

ホークスの3年ぶり21回目（2リーグ制以降は19回目）のリーグ優勝が決定。祝勝会ではPepperとS
potによるお祝いのダンスを披露。

2021年3月1日 オープン戦初日から41体のPepperによるロボット応援団がレフトスタンドに登場。その後、試合を
重ねるごとにPepperが増える応援が話題となる。

2021年3月26日 公式戦開幕と同時に、総勢100体のPepperによる世界一のロボット応援団が結成。
100体のロボット応援団が、ギネス世界記録に登録。

2021年9月16日 100体のロボット応援団のギネス世界記録認定セレモニーが執り行われる。

ギネス世界記録認定を記念し、ファンの皆さまからの日頃のご声援に感謝の気持ちを込めて、9月16日（木）
～10月15日（金）の期間中にPayPayドームで開催される主催公式戦において、選手が放ったホームランボ
ールがPepperに当たったら「Pepper1体1年間レンタル権利」をプレゼントするキャンペーンを実施します
。
また、PayPayドームに隣接するエンターテインメント施設「BOSS E・ZO FUKUOKA（ボス イーゾ フクオ
カ）」にて、ギネス世界記録公式認定証の展示やフォトスポットの設置を行います。

© SoftBank Robotics

＜概要＞

期間
9月16日（木）～10月15日（金）

場所
PayPayドーム　レフトスタンド「ロボット応援団ステージ」

内容
期間中にPayPayドームで開催される公式戦において、Pepperにホークス選手 が打ったホームランボールが
当たった場合、抽選で1名様に「Pepper1体1年間 レンタル権利」をプレゼントします。また、ホームラン
を打った選手にはPepperコラボ グッズ全商品を贈呈します。応募方法は、ホークス公式Twitterアカウント
をフォローし、達成した際の投稿をリツイートされた方の中から1名様にDM（ダイレクトメッセー ジ）に
て当選のご連絡をさせていただきます。

※Pepperのレンタル権利は「Pepper for Home（ペッパー個人向けモデル）」となります。

＜概要＞

期間
9月16日（木）～10月15日（金）

場所
BOSS E・ZO FUKUOKA　7F

内容
ギネス世界記録公式認定証の展示とフォトスポットの設置をします。ギネス世界記録認定証またはフォトス
ポットを撮影し、ハッシュタグ「＃Pepper世界一」付きでTwitterもしくはInstagramへ投稿いただいた方
の中から抽選で、Pepperコラボグッズ詰め合わせと、8月15日（日）北海道日本ハムファイターズ戦で達成
した際に使用された継投ノーヒットノーラン試合球のセットを3名様にプレゼントします。

※「Twitter」は、Twitter,Inc の商標または登録商標です。
※「Instagram」は、Instagram,LLC の商標または登録商標です。

以上
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ギネス世界記録公式認定証、フォトスポットの設置
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