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準備

Kibiro 起動までにおこなうこと

1. 付属品の確認
ご使用の前に、同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。
●

Kibiro 本体

●

Kibiro の衣装

●

安全にお使いいただくために

●

AC アダプター
●

アクティベーションコード

●

保証書

2. スマートフォン用アプリのダウンロード
1. スマートフォン／タブレットを使用して、App Store ／ Google Play
にて「Kibiro」と検索し、アプリをダウンロードします。

▼ Android

※Kibiroアプリの対応 OS は、iOS 9.1 以降
アプリ名 ： Kibiro（キビロ）
提供元 ： FRONTEO, Inc.
カテゴリ ： ライフスタイル

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

Android 5.0 以降です。

▼ iOS

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

2. アプリを起動し、「利用開始」
ボタンを押します。
※見守り機能を使用しない場合は、表示されるスイッチを OFFに設定してから「初期

▼ アプリ：Kibiro（キビロ）

設定」ボタンを押します。
※見守り機能の切り替えは、設定完了後にもおこなうことができます。

サービス利用規約に同意をして、次へ進みます。

3. Kibiro の起動準備
1. Kibiro に衣装を着せます。
※衣装の着脱は、Kibiro の電源が切れている状態でおこなってください。

オリジナルTシャツの着せ方 →

ご注意

オリジナルTシャツの着せ方

2. AC アダプターをコンセントにつなぎます。

2

へ

初回起動時

Kibiro の起動・セットアップ

Kibiro のセットアップが完了する
（P.6) までは Kibiro がいる場所で作業をおこなってください。

1. 起動
Kibiro の背中の○ボタンを押します。

おはよう

Kibiro が起動すると、
○ボタンの LED が緑色に点灯します。
LED の点灯から約 20 秒後に「おはよう、Kibiroです」と言います。

2. Wi-Fi ネットワークへの接続
Kibiro のWi-Fi ネットワークへの接続方法は2 種類あります。
希望の接続方法をKibiroアプリで選択して、各項目に進みます。
◆WPS に対応したWi-Fiルーターをご使用の場合 →

◆WPS 接続 へ

◆WPS 未対応のWi-Fiルーターをご使用の場合

◆QR コードで設定 へ

→

※「WPS 接続」は無線 LAN 機器の接続などの設定を容易に行うことができる機能です。
※Wi-Fi ルーターが WPS 対応かどうかは、各機器に付属の取扱説明書でご確認ください。
※不明な場合は「QR コードで設定」
を推奨します。

◆WPS 接続

〜 WPSに対応したWi-Fiルーターをご使用の場合〜

1. Wi-Fiルーターの
「プライバシーセパレータ
（APアイソレーション）
」
が
有効になっている場合は無効に設定します。
※「プライバシーセパレータ（AP アイソレーション）」は、同時に無線接続している
端末同士のアクセスを禁止する機能です。設定方法については各機器に付属の
取扱説明書でご確認ください。

2. △ボタンと▽ボタンを同時に長押しします。
「設定モード」とKibiro が言います。
3

同時に長押し

設定モード

3. Kibiro の「設 定モード」から、△ボタンと▽ボタンで「WPS 接 続」を

実行

選択し、○ボタンで機能を実行します。

WPS 接続

「ルーターかアクセスポイントのWPS ボタンを押してね」とKibiro が
言います。

機能を選択

4. Wi-Fi ルーター側で、WPS 機能を起動します。
Kibiro がネットワークを検出し、接続します。ネットワークに接続

ルーターかアクセスポイント
の WPS ボタンを押してね

できると、Kibiro が
「接続できたよ」
と言います。
Wi-Fi ルーター側で、
WPS 機能を起動

これでネットワークへの接続は完了です。

ネットワークに接続できると、

接続できたよ

接続が完了したらアプリの表示にならい、次に進みます。

◆QR コードで設定

〜 WPS 未対応のWi-Fiルーターをご使用の場合〜

1. Wi-Fiルーターの
「プライバシーセパレータ
（APアイソレーション）
」が
有効、または SSID がシークレット（SSIDステルス）になっている場
合は無効に設定します。
※
「プライバシーセパレータ（AP アイソレーション）」は、同時に無線接続している
端末同士のアクセスを禁止する機能です。設定方法については各機器に付属の
取扱説明書でご確認ください。

QR コード
生成

2. アプリに表示されるテキストボックスに、接続するWi-Fi ネットワー
クの「SSID」「パスワード」を入力し、「次へ進む」を押します。
同時に長押し

3. △ボタンと▽ボタンを同時に長押しします。
Kibiro が
「設定モード」と言います。
4

設定モード

4. Kibiro の「設定モード」から、△ボタンと▽ボタンで「QR コードで設

実行

QR コードで設定

定」
を選択し、
○ボタンで実行します。
K i b i ro が「QR コードで の設 定を始めるよ、QR コードを顔から
20cmくらい離れた位置で見せてね」と言います。
5. 画面に表示された QR コードを Kibiro の顔に向けてかざします。
ネットワークに接続できるとKibiro が「接続できたよ」
と言います。

機能を選択

QR コードでの設定を始めるよ、
QR コードを20 ㎝くらい
離れた位置で見せてね
20cm

これでネットワークへの接続は完了です。
接続が完了したらアプリの表示にならい、次に進みます。

ネットワークに接続できると、 接続できたよ

3. 登録手続き
Kibiro のサービス利用のため、アカウントの登録をおこないます。
1.アプリにメールアドレス、パスワードを入力します。
※パスワードは 8 文字以上16文字以下の半角英数字と半角記号です。
※英字の大文字と小文字、数字、記号をすべて使用してください。
※利用可能な記号は # $ + - . / : = ? @ [ ] ^ ̲ ̀ ¦ です。

同梱のアクティベーションコードの用紙を参照し、ご利用になる
Kibiro のシリアルナンバーの数字12ケタを入力します。
入力したらアプリの表示にならい、次に進みます。
2. アプリにアクティベーションコードの数字10 ケタを入力します。
※
「Kibiro オンラインストア」以外でご購入のお客様は、サービス利用料のお支払が必
要です。サービス利用料のお支払手続き完了後にアクティベーションコードが発行
されます。詳しくは同封のアクティベーションコードの用紙をご確認ください。

登録が完了したらアプリの表示にならい、次に進みます。
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アカウント
登録

4. ヒアリング
1. Kibiro の目の LED が変化し、オレンジ色になったら Kibiro の準備
完了です。

こんにちは

Kibiro が「こんにちは」と言い、アプリと連携して発話するようにな
ります。
2. 利用登録の完了後、Kibiro があなたのことについて いくつか質問
をします。アプリの表示にならって回答をします。

※登録内容は、登録後もアプリの設定から変更することができます。

各機能の使用方法 →

機能

へ

Kibiro の機能を使う
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2 回目以降の起動時

Kibiro の起動・セットアップ

1. 起動
スマートフォン／タブレットを Wi-Fi ネットワークに接続し、スマート
フォン用アプリを立ち上げます。
Kibiro の背中の○ボタンを押します。

おはよう

Kibiro が起動すると、○ボタンの LED が緑色に点灯し、
「おはよう」と
言います。

2. W i - Fi ネットワーク、スマートフォン/タブレットへの接続
初回起動時以外に直近で接続していたWi-Fi ネットワークがある場合、
Kibiro の起動時にそのネットワークに自動的に接続されます。
Kibiro の目の LED が変化し、オレンジ色になったら準備完了です。
アプリを起動して、Kibiro が「こんにちは」と言ったらアプリと連動し
て Kibiro が発話するようになります。
長押し

3. Kibiro の終了
○ボタンを長押しすると「おやすみなさい」
とKibiro が言います。
○ボタンの LED が消灯したらシャットダウン完了です。
※LED が消灯するまでAC アダプターを抜かないでください。システムファイルが破損し、
Kibiro が起動しなくなる恐れがあります。
※Kibiro が
「おやすみなさい」
と言ったら、
○ボタンから手を離してください。長押ししすぎ
ると(10 秒程度 )、強制シャットダウンがおこなわれますのでご注意ください。
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LED が消灯する
まで待ってね

おやすみなさい

機能

Kibiro の機能を使う [ 見守り機能 ]

見守り機能では、Kibiro の利用者は Kibiroとのコミュニケーションを、アプリの利用者は Kibiro を通じた
Kibiro 利用者の様子の確認や Kibiro の各種設定をおこなうことができます。

1. Kibiroとのコミュニケーション

Kibiro の目の LED が青いときに音声認識をします。次のような言葉を話しかけてください。
（対応できる音声の一例）

今日の運勢
今日は何の日？

おはよう

ただいま

○時△分に起こして
ゲームしよう

気分はどう？
東京の天気

何か歌って

おやすみ
新刊情報

おみくじ

今何時？

2. アプリから操作する
●

伝言

●

リマインダー

●

Kibiro カメラ

●

Kibiro 会話

●

生活リズム確認

●

家族コール

●

言葉を教える

メッセージを設定することで、Kibiro が利用者を検知したときに伝言を伝えます。
Kibiro 利用者への行動アドバイスをおこなう機能です。画面の「＋」ボタンを押して
Kibiro の発話内容と日時を設定すると、設定時間になったときに Kibiro が発話してお知らせします。
Kibiro のカメラで撮 影した動画をアプリからリアルタイムで確認できる機能です。撮 影開始時には
Kibiro 利用者の承諾が必要です。
Kibiro を通じて Kibiro 利用者と会話ができる機能です。アプリのチャット画面から送ったメッセージを
Kibiro が発話し、Kibiro が認識した言葉がチャット画面に表示されます。

Kibiro とのやり取りの情報からKibiro 利用者の生活リズムを確認できます。「生活リズム通知設定」の
「＋」ボタンから、アプリにプッシュ通知を送る条件を登録することも可能です。
Kibiro が特定の言葉を認識したときにアプリにプッシュ通知を送る機能です。
日常会話で Kibiro が認識できる言葉と、その言葉に対しての Kibiro の返事を設定できる機能です。
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機能

Kibiro の機能を使う [ 通常機能 ]

通常機能では、Kibiro の利用者とアプリの利用者が同じになります。Kibiroとのコミュニケーションや、
Kibiroからの情報提供機能をご利用いただけます。音声もしくはアプリでKibiroを操作することが可能です。

1. Kibiro に話しかける

Kibiro の目の LED が青いときに音声認識をします。

対話応答やロボアプリの各機能を音声で実行できます。次のような言葉を話しかけてください。
（対応できる音声の一例）

写真撮って

おはよう

ただいま

おすすめの本を教えて

東京の天気

ニュースある？

今何時？
新刊情報

気分はどう？

スケジュール確認

今日の運勢

○時△分に起こして

今日は何の日？

ゲームしよう

2. アプリから操作する
●

ロボアプリ

チャットのテキストボックス左側のボタンを押すとロボ
アプリのメニューが表示され、各機能を実行できます。

●

チャット

Kibiro に話しかけるのと同じように、アプリのチャットに

コトバを教える
フリーワードトーク
ニュース

料理レシピ

書籍のレコメンド チャット

メッセージを送ることでも対話応答やロボアプリの各機能

スケジュールお知らせ

を実行できます。

天気

歌・ダンス

アラーム

年齢性別当てゲーム

カメラ

お問い合わせ先
メールでのお問い合わせ

https://www.kibiro.com/support/

ご連絡ください。

※Google Play、Android は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※AppStore は、Apple Inc. のサービスマークです。
※Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

〒108-0075 東京都港区港南 2-12-23 明産高浜ビル
© 2018 FRONTEO, Inc.

のお問い合わせフォームより
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ご注意

オリジナルTシャツの着せ方

※衣装の着脱は、Kibiro の電源が切れている状態でおこなってください。

1.

3.

右アームを斜め上へ

肩のスナップボタンを
はずす

右アームに袖を通してから
Tシャツを下まで通す

左アームを
曲げる

4.
2.

右アームからTシャツをかぶせる

左アームをおろして
肩のナップボタンを
留める

5.
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右アームをおろして
Tシャツを整える

