Charpy Chocolate

はじめてのチャーピー

Version 1.0.1

こちらの内容は Charpy をはじめてお使いになる場合を想定して、
基本的な利用方法や機能紹介を収録しております。
Charpy の初期設定や基本的な使い方などは「 User Guide」 を、
Home モードのコンテンツは「 Contents Guide」 でご確認ください。
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知っておこう！
もし会話に困ったら
Charpy がなんと言ったのか聞き取れない、 なんて答えればいいかわからない、 そんな時は次のように Charpy に言ってみ
ましょう。

話しかける言葉を知りたいとき
What to say.
なんて言えばいい？

もう一度言ってほしいとき
Say that again.
もう一度言って。

メニューにもどりたいとき
Select menu.
メニューへ。

Charpy の音量調節など、スイッチ操作のあれこれ

会話で迷子になった
ら、 背中のスイッチを
長押しして、 メニュー
に戻ろう！

音声の大きさを調整したり、 メニューにもどることができます。

右羽

左羽

右足

左足

"Yes"

"No"

音量ダウン

音量アップ

背中

セレクトメニュー

お腹

リアクション / コーナートップ

左羽

右羽

お腹

セレクトメニューへ

左足

右足

長押し

長押し

長押し

各コーナートップへ
音量調整

背中

【 学習中】 短押し
【 アップ】 短押し

【 ダウン】 短押し

音声スキップ

【 回答時】 短押し

YES
【 回答時】 短押し

NO
モード切替 *

長押し

* モード切替の詳細は P5.「 モードの切り替え」 を確認してください。
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Charpy のモードについて
Home モード
チャーピー単体で英語の学習を楽しむモードです。

Rainbow モード
チャーピーをクラウドに接続し、 すべてのコンテンツを楽しむモードです。 レベルに合わせた学習が可能。
学習履歴が記録されます。 圧倒的なボリュームで、 進化し続けるモードです。

Rainbow モード【アプリあり】
チャーピーのセリフ（ 英語 / 日本語「 ON / OFF 可」） や、 話しかけるフレーズ（ 見本音声あり） を、 チャット画面
で確認しながらおしゃべりができます。

Rainbow モード【アプリなし】
アプリを使用しないため、 耳で聞き取っておしゃべりを進めます。 慣れるまでは、 アプリを使用することをオススメし
ます。「 虹の島」 以外のほとんどのコンテンツが楽しめます。

電源を入れたときのモード
Wi-Fi で【 チャーピー登録】 が完了している場合、 チャーピーは前回電源を切る前におしゃべりしていたモードで起き上がり
ます。
※【 チャーピー登録】 が終わっていない場合は、「 Home モード」 のみでの利用が可能です。

前回 Rainbow モードでおしゃべりを終え、電源 OFF
1.

チャーピーの電源を入れる。

2.

左足の根元付近にある、 青い LED がゆっくり点滅後、 点灯

3.

Rainbow モード

I'm trying find a
rainbow.
「 虹を見つけようとして
いるんだ」

I'm at home.
「 ボク家にいるよ」

前回 Home モードでおしゃべりを終え、電源 OFF
1.

チャーピーの電源を入れる。

2.

右足の根元付近にある、 赤い LED が 1 回点灯して消える

3.

Home モード
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モードの切り替え
お腹のスイッチを長押し（約 3 秒）します。
・「 Home モード」 から「 Rainbow モード」 へ
・「 Rainbow モード」 から「 Home モード」 へ
モードが切り替ると、 チャーピーは以下のセリフを言います。

Home モード
I'm at home.「 ボク家にいるよ」

Rainbow モード
1.

I'm trying to find a rainbow.「 虹を見つけようとしているんだ」（ 青い LED ゆっくり点滅）

2.

Look ! A beautiful rainbow.「 見て！きれいな虹（ にじ）」（ 青い LED 点灯）

HELP! 「今、どちらのモードかわかりません」
＜解決策＞【 お腹のスイッチ】 を長押し（ 3 秒） して、 今のモードを確認しましょう。

Rainbow モードの始め方
アプリありで始める
左足の根元付近にある、 青い LED が点灯している状態のときに、 専用アプリ「 Chapry Station（ チャピステ）」 を起動
します。

アプリなしで始める
左足の根元付近にある、 青い LED が点灯している状態のときに【お腹のスイッチ】を短く 1 回押します。
すると、 チャーピーが以下のセリフを言います。
Push my back button and show me your face.
「 ボクの背中のボタンを押して、 ボクに顔を見せて」
※【 アプリなし】 の Rainbow モードは、Charpy の使い方に慣れて、英語力が少しついてきてからのご利用がオススメです。
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困ったその時
Charpy を Wi-Fi に接続できない
選択しているアクセスポイント、 パスワードが正しいか再度確認してください。 また、 接続の際は 2GHz 対応の Wi-Fi 機
器へ接続してください。

音声認識がしづらい
話すタイミングや周辺の環境に左右されることがあるので、 次のことを注意してください。
• Charpy 右下の赤い LED が点灯していない。（ Charpy が話しているときは消灯しています。）
• 他の方と同時に話しかけていたり、 周辺の環境音が大きい。
• Charpy から離れすぎている。（ 20cm 〜 30cm 以内が良い）

Rainbow モードの期限が過ぎてしまったら？
Charpy station を立ち上げて、 クラウドボタンから更新手続きを行ってください。

Charpy の電源をそのまま切ってしまった
特に問題はありませんので、 利用するときに再度電源を ON にしてください。
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ご利用上の注意
警告
付属の AC アダプタ以外は使用しないでください。 火災 ・ 感電 ・ 故障の原因となります。 感電注意。 濡れた手でＡ Ｃアダ
プタを触らないでください。
Ａ Ｃアダプタを抜くときは、 電源コードを引っ張らないで必ずプラグ部を持って抜いてください。
たこ足配線は絶対にしないでください。
電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。 火災・感電の原因となります。
電源コードの上に家具 ・ 電化製品 ・ 置物など重いものを絶対にのせないでください。 また、 傷つけたり、 加熱したりする
と電源コードが破損し、 火災 ・ 感電の原因となります。
家庭用電源 １ ０ ０ Ｖ以外では使用しないでください。 異なる電源電圧で使用すると、 火災 ・ 感電の原因となります。
心線の露出や切断などで電源コードが痛んだらそのまま使用しないでください。 火災 ・ 感電の原因となります。
雷が鳴り出したら、 早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。
AC アダプタから異臭や異音、 煙が出ていたり、 落下または破損したときは使用しないでください。
火災 ・ 感電 ・ 故障の原因となります。

電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してく
ださい。
• 古い電池と新しい電池、 いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
• ＋ −（ プラス、 マイナス） を正しくセットしてください。
• ショートさせたり充電、 分解、 加熱、 火の中に入れたりしないでください。
• 万一、 電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、 医師に相談してください。 皮膚や服に着いた時
は水で洗ってください。
• 廃棄するときは、 自治体の破棄物処理の指示に従ってください。

使用上のお願い
• 本機を分解したり、 改造したりしないでください。 火災 ・ 感電の原因となります。
• へんな臭いがしたり、 煙が出ているなど異常な状態で使用すると、 火災 ・ 感電の原因となります。 すぐに電源スイッ
チを切り、 その後、 必ずコンセントから AC アダプタを抜いてください。
• 本機は非防水のため、 水を入れたり濡らしたりしないでください。 また、 ほこりや湿気の多い場所、 湯気や油煙が多
い場所には置かないでください。 万一、 異物や水などが内部に入った場合、 まず本機の電源スイッチを切り、 AC ア
ダプタをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると火災 ・ 感電の原因となります。
• お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
• 思わぬ事故の危険がありますので、 作動中は絶対に口ばしに指を入れないでください。
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Wi-Fi 使用における注意
この機器の使用周波数帯では、 電子レンジ等の産業 ・ 化学 ・ 医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移
動体識別用の構内無線局（ 免許を要する無線局） 及び特定小電力無線局（ 免許を要しない無線局） 並びにアマチュア無
線局（ 免許を要する無線局） が運用されています。
この機器を使用する前に、 近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用され
ていないことを確認して下さい。
万一、 この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波
数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（ 例えば、パーティショ
ンの設置など） についてご相談して下さい。
その他、 この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発
生した場合など何かお困りのことが起きたときは、 次の連絡先へお問い合わせ下さい。
連絡先 ： 株式会社 CAI メディア

保証における注意
本体を水につけてしまった、 可動部分の嘴を押さえつけて動かなくなった等 お客様の責任による破損の場合は、 お見積
を出させていただき修理金額をご負担いただくことになりますが、 それ以外の、 お客様の責任ではないと思われる破損、 故
障は弊社側負担で修理、 あるいは新品と交換をさせていただきます。 保証期間は 1 年間です。

お問合せ・サポート先
株式会社 CAI メディア「 Charpy サポート係」
公式ウェブサイト https://www.charpy.jp
サポート E-mail support@charpy.jp
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ドキュメントリリース
公開日

2018 年 4 月 24 日
2018 年 4 月

変更内容

V1.0.1
V1.0.0

P3.「 スイッチ操作のあれこれ」 内容追加
初回リリース

ドキュメント中の画面イメージは説明目的でのみ使用されています。
実際の画面はこの説明書の画面イメージと異なる場合があります。
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