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ステップ 1

ステップ 2

はじめての利用

メールアドレスの入力

専用アプリ『Charpy Station』
をダウン
ロードし、アプリを開いたら、上部の
「はじめての利用」を選択します。

１．受信可能なメールアドレスを入力
２．
「次へ」を選択
１

＜アカウント作成済みの場合＞
下部の「メールアドレス」と「パスワード」を
入力して、
「ログイン」を選択します。
★「ログイン情報を保存」にチェックを入れて
おくと、次回から自動的にログインします。

１

「Charpy Station」

ダウンロード QR コード

２
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ステップ 3

ステップ 4

確認コードの入力

アカウント情報の入力

入力したメールアドレスに確認のための
メールが送信されます。

１．カメラ認証のための自画像登録

１．受信したメール本文内にある
「確認コード」を入力
２．
「次へ」を選択

２．メンバー名入力

１

カメラアイコンを選択して撮影、または、保存
されている画像を選択します。
この名前で Charpy はアナタを呼びます。

３．パスワード入力
２

英数字 6 〜 12 文字以内でお好きなパスワー
ドを入力します。

＜確認コードが届かない場合＞
ご自身で設定していなくても、プロバイダ（特に
Yahoo! メール、docomo メール）の設定で迷惑
メールへ振り分けられている可能性があります。

４．
「ログイン情報を保存する」にチェック
１

メールが届かない場合は、以下をご確認ください。
● 迷惑メール設定
● 迷惑メールフォルダの確認

３

次回アプリ起動時に自動でログインできます。

５．
「登録」を選択

４
５

２
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ステップ 5

ステップ 6

クラウドサービスの申し込み

アカウント登録完了！

クラウドサービスを利用するために、
クーポンコードを入力します。

登録が完了すると、メンバー選択画面に 1 名
表示されます（左上：オーナーメンバー）。
登録したメンバーを選択します。

１．製品に同梱された「クラウドサービス
利用券」を確認
２．クーポンコードを入力
３．
「確認」を選択

★メンバーの追加（4 名）は、いつでも行うことが
できます。

ステップ７からは、Charpy
との接続を行うよ！

クラウドサービス利用券がない場合
ステップ 5 は「スキップ」します。
ステップ 6 からステップ 13 までを手順通りに
おこない「初期設定」が完了してから、
クラウドサービスにお申込み
ください。

+

１
２

これ以降の初期設定
ムービーはこちら！

３

https://youtu.be/vhFz656P0sU

クラウドサービスお申込み手順 ⇒
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ステップ 7

ステップ 8

Charpy を追加

ニックネームの入力

アカウント登録直後、あるいは、Charpy の
登録を行っていない場合、右のようなメッ
セージが表示されます。

１．お好きなニックネームを入力
２．
「次へ」を選択

１．
「はい」を選択
＜位置情報の許可＞
この画面が表示されたら
「App の
使用中は許可」を選択します。

１

※Charpy Station が接続しているアクセス
ポイントの SSID を確認するために必要です。

１

＜Charpy に接続しない＞
クーポンコードの入力や
クラウドサービスの申込みなど、
Charpy Station の一部機能を
利用する場合に選択します。

２
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ステップ９

ステップ１０

本体をペアリングモードに

端末（スマホなど）の Wi-Fi 設定へ

Charpy 本体を Wi-Fi につなぐための準備を
します。
１．本体背面の電源を「ON」に
２．
「Wi-Fi 設定スイッチ」
を短く押す
３．Charpy 左足上の
青色 LED が 2 回ずつ点滅
していることを確認
４．
「次へ」を選択

１．Wi-Fi 設定を開く

２

iOS の場合
「設定へ」ボタンが表示されませんので、手動
で端末の「設定」＞「Wi-Fi 設定」を選択します。

3

Android の場合

１

「設定へ」ボタンを選択すると、自動的に「Wi-Fi
設定画面」に移動します。

Windows の場合
「ネットワークと
インターネット」ボタン
を選択します。

★ペアリングモードとは、アプリから Wi-Fi 経由で
Charpy を探し出せるようにすることです。
※「Wi-Fi 設定スイッチ」を 5 秒以上長押しすると、
設定情報がリセットされ、チュートリアルモードに
戻ってしまいます。

１

４
※画面は Windows のものです。

※画面は Android のものです。
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ステップ１１

ステップ１２

端末と Charpy をつなぐ

アクセスポイントを登録

１．
「CHARPY-XXXXXXXXX」を選択

アプリに戻ると、右の画面が表示されます。

「XXX」の部分は本体底面に記載
＜接続に関するダイアログが出た場合＞
「インターネットに接続していません」等のメッセージが表
示されたときは、そのまま次の手順にお進みください。
ユーザの操作を求めるダイアログが表示された場合は、
（例）のように選択し、[2.] の手順にお進みください。

１

１．Charpy を接続したい Wi-Fi のアクセ
スポイント（SSID）を選択
２．アクセスポイントのパスワード入力
３．
「次へ」を選択

１
CHARPY-E04F436352E9

★2GHz 帯（2.4GHz・IEEE802.11b/g/n）
の
アクセスポイントのみ利用できます。
★アクセスポイントを非表示に設定している場合
は、
「その他」を選択し、直接入力します。
★Charpy 本体と端末は、必ず同じネットワーク
に接続します。

例）
★「このネットワーク (Wi-Fi) はインターネットに接続して
いません。接続を維持しますか？」→「はい」
★「このネットワーク (Wi-Fi) はインターネットに接続して
いません。接続を切断しますか？」→「いいえ」

２．専用アプリ『Charpy Station』に戻る

２
３

次の画面に移動しない場合は
サポートへお問い合わせください！

※端末の本体下部にある「ホームボタン」を
押してホーム画面に戻り、アプリをふたたび開きます。
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ステップ１３

ステップ１４

Charpy の登録が完了

Charpy を選択する

Charpy の登録が成功すると、右のような
メッセージが表示されます。

Charpy 選択画面に移動し、10 〜 20 秒経
つと、追加した Charpy が表示されます。
（リストを下にスワイプすると瞬時に画面が更新さ

１．
「了解」を選択
★接続失敗のメッセージが表示された場合は、
アクセスポイント先やパスワードを再度確認し、
設定をやり直してください。

１

れます）

１．登録した Charpy を選択
★ステップ 13 で「Charpy 登録」が完了した
ものの、
「準備 OK!」にならない場合、端末の
Wi-Fi 設定画面で、Charpy 登録で選択した
アクセスポイントが選ばれているかどうか確認
してください。

１

ぐるぐる表示のまま登録が完了しない
場合は、サポートへお問い合わせ
ください！

※一度「Charpy 登録」が成功していれば、
「Charpy 登録」をやり直す必要はありません
のでご注意ください！
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ステップ１５

14

困ったときは…

学習を始めよう！

Charpy の設定方法や使い方でご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Charpy Station の中に入ったら、
１．
【学習を始める前に】の「学習方法」や「は
じめての会話」で、使い方について確認し
ましょう。

公式サイト (charpy.jp) の
「サポート」＞「困ったときは」をチェック
または

２．１が終わったら、
「学習スタート」を選ん
で、コース学習を始めましょう！

Charpy サポートへお問い合わせください
TEL：053-413-2100
Mail：support@charpy.jp
（祝祭日を除く月〜金 9 時〜 12 時、13 時〜 17 時 )

15

「困ったときは」
アクセス QR コード

