
本製品をお楽しみいただくためには、スマートフォン用の専用アプリ

「おしゃべりちゅーりーちゃん」をダウンロードする必要があります。

アプリのダウンロード方法の詳細は、商品ページをご覧ください。※1※2

（http://www.huistenbosch.co.jp/shopping/robot/）

左記QRコードをスマート
フォン端末のバーコード
リーダーで読み取って
ください。

※1通信料はお客様のご負担となります。
※2 iOS：バージョン8/9、

Android：バージョン4.1～5.1に対応。
SOL26、F-02G、SCL23の機種で動作
確認済み。

■充電について

充電時間 ： 約4時間※1

充電が完了し、インジケーターが消灯したら充電用ケーブルを取り外してくだ
さい。安全のために充電終了後の通電を避けることを推奨します。また、充電
しながらのご使用はおやめください。連続再生時間は約8時間です。※2

商品ページはこちら

■QRコードが読み取れない場合は・・・
1.App Store、またはGoogle Playにアクセス
2.アプリ「おしゃべりちゅーりーちゃん」を検索してダウンロード

おしゃべりちゅーりーちゃん

取扱説明書

この度はおしゃべりちゅーりーちゃんをお買い上げいただきまして、誠に
ありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった
後は必ず保管してください。

※本書で使用している画像やイラストはイメージです。 実際の商品とは

異なる場合がございますのでご了承ください。

付属品の確認

□ ちゅーりーちゃん：1体 □ スピーカーユニット：1個※1

□ USB充電用ケーブル（約90㎝）：1本

□ 取扱説明書（本書）：1部

※1 スピーカーユニットはちゅーりーちゃんの内部に収納されています。
※2 音量は、お使いの端末の音量設定でも変更が可能です。

次の製品がすべてそろっていることをご確認ください。
万一、不足のものがありましたら、本製品サポート窓口にご連絡ください。

右上の手順に続きます

Bluetooth接続を行うために、スピーカーユニットの電源ボタンを長押しして
ペアリングモードにします。※1※2※3※4

Bluetooth接続設定

右上の手順に続きます

お使いになる前に

スピーカーユニットに付いているひもは、強く
引っ張らないでください。
また、ひもはスピーカーユニットの落下・紛失
防止のため外さないでください。

※1 工場出荷状態では、スピーカーユニットはちゅーりーちゃんの中に収納されています。
※2 ペアリングを行う際は、スピーカーユニットとお使いの端末との距離を半径1m以内
の範囲で行ってください。※3 最大2台までペアリングできます。※4 ペアリング済みの
端末を接続する場合は、電源ボタンを3秒長押しでBluetooth接続を開始します。

スピーカーユニット

※1充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。
※2通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために、待ち
受け/再生時間が短くなる場合があります。

［充電時の接続イメージ］

※スピーカー面がおなか側にくるように収納してください。
※スピーカーユニットは必要なとき以外は、ちゅーりーちゃん
の中へ戻し、面ファスナーをしっかり止めてください。

スピーカーユニットの

［電源ボタン ］を6秒長押し

iPhoneでのBluetooth接続設定

iPhoneの［設定 ］→［Bluetooth ］をタップしてください。1

裏面もご参照ください1 2 3 4

＊本製品の詳しい取扱説明書は商品ページよりダウンロードできます。

Bluetoothをオンに切替え、
スピーカーユニット「WS-BL1 SHARP」をタップします。

2

1

※パスワードが必要な場合は「0000」を入力してください。
※Bluetooth接続が完了すると、スピーカーユニットのインジケーター（青色）が「速く
点滅」から「5秒ごとに2回点滅」に切替わります。

「接続済み」と表示されたら
接続完了です。

AndroidでのBluetooth接続設定※5

［設定 ］→［Bluetooth］をタップして、Bluetoothをオンにして
ください。

Bluetoothをオンに※6

1

※5 お使いの端末によって設定画面が異なります。
Bluetoothの設定については、お客様のご利用端末の取扱説明書をご確認ください。

スピーカーユニットのインジケーターが青色で速く点滅していることを確認
し、デバイスの検索をしてください。インジケーターが点滅していない場合
は、再度スピーカーユニットの電源ボタンを6秒長押ししてください。

■「WS-BL1 SHARP」が表示されない場合は・・・

2

「WS-BL1 SHARP」をタップ

Bluetoothをオンにすると、接続可能デバイスが表示されます。※6

ペアリング済みデバイスの

「設定アイコン 」※6

をタップ

接続完了後は、スピーカーユニットをちゅーりーちゃんの中に入れ
面ファスナーをしっかり止めてください。

ペアリング設定の確認をします。3

「メディアオーディオ」※6にチェックが入っていることを確認して
ください。

4

メディアオーディオ※6

にチェック

2

充電完了後は、スピーカーユニットをちゅーりーちゃんの中に入れ
面ファスナーをしっかり止めてください。
すぐにちゅーりーちゃんと遊ぶ場合は、次の手順へお進みください。

本製品は、お使いになる前にスピーカーユニットを充電しておく必要があり
ます。充電には付属のUSB充電用ケーブルを使用します。

1 ちゅーりーちゃん下部の面ファスナーを開き、スピーカーユニットに
USB充電用ケーブルを接続します。

市販のUSB ACアダプタやパソコンにUSB充電用ケーブルを接続します。
付属のUSB充電用ケーブルを市販のUSB ACアダプタやパソコンのUSB
ポートに接続します。

インジケーター（紫色）が消灯したら充電完了です。

スピーカーユニットを充電する

2

3

スピーカー

音量ボタン※2

充電用マイクロUSB端子

インジケーター

電源ボタン

状態 インジケーター

ペアリング中 速く点滅（青色）

接続完了 5秒ごとに2回点滅（青色）

未接続 8秒ごとに1回点滅（青色）

※6 画面はイメージです。お使いの端末によって画面は変わる可能性があります。

スピーカーユニットから音声が流れます。音量に注意してください。

※スピーカーユニットの 音量ボタンを繰り返し押しても音量を調整できます。
• 音量ボタンを押し続けても音量は変化しません。
• 音量が最大（最小）になると音量ボタンを押しても高い（低い）効果音が

して、音量が変化しなくなります。
• 音量を最小にしても音がでます。
• 電源を切ると音量設定は元に戻ります。

［トップ画面イメージ］
発話シーンボタン

発話ボタン

いくつかの言い回しの中から
ランダムに発話されます。

発話シーンの切替え
ができます。

●使用イメージです。

ちゅーりーちゃんにお話しさせてみよう

発話ボタンをタップすると、ちゅーりーちゃんに定型文を発話させること
ができます。発話シーンボタンでシーンを切替えることができます。
※音量は、お使いの端末の音量設定で変更が可能です。

こんにちは！

アプリをダウンロードした端末の「おしゃべりちゅーりーちゃん」を起動
します。

※パスワードが必要な場合は
「0000」を入力してください。

アプリの設定画面からお話し相手が登録できます。

お話し相手を登録する

1

「お話し相手登録」を
タップ

2

おなまえ入力後

発話ボタンで確認

入力欄にちゅーりーちゃんに呼んでほしい名前を入力してください。

保存ボタン

ひらがなやカタカナ入力をお試しください。
特殊文字など読み上げができない文字があります。

■うまく名前を呼んでくれないときは・・・

おなまえ削除ボタン

おなまえ登録が完了す
ると「登録済みのおなま
え」が表示されます。
ごみ箱アイコンをタップ
すると、おなまえの削除
ができます。

メニューボタンをタップして

メニューを開きます

「設定」をタップ

※入力欄

インジケーター
充電中：紫色（点灯）

USB充電用ケーブル（付属品）

※ペアリング解除後、約5分間使用しなかった場合、スピーカーユニットの電源が自動的
にオフになります。

［スピーカーユニット］

Bluetooth接続が完了すると、スピーカーユニットのインジケーター
（青色）が「速く点滅」から「5秒ごとに2回点滅」に切替わります。

スピーカー

ちゅーりーちゃん下部の面ファスナーを開けてご確認ください。
■スピーカーユニットの確認方法



発話シーンボタンの「フリー会話」をタップしてください。

ちゅーりーちゃんに話してほしい言葉を入力して、発話ボタンをタップ
してください。

削除したい会話を選択して、削除ボタンをタップしてください。2

④保存ボタンをタップ

②文字入力後

発話ボタンで発話

①「フリー会話」をタップ

［フリー会話入力画面イメージ］

登録先を選択して保存
ボタンをタップすると、
選択したシーンに発話
ボタンが追加されます。

フリー会話

句読点を付けると、読み間違いやイントネーション
が直ることがあります。漢字を読み間違える時は、
ひらがな入力をお試しください。

■変なしゃべり方をするときは・・・

■スピーカーユニットの電源ボタンを3秒長押しし、電源を切ってください。
• 押すたびに電源が「入↔切」します。

• 電源が入ると、効果音とともにインジケーターが青色に点灯（短い時間）します。電源を

切ったときは、効果音とともにインジケーター（赤色）が点滅してから電源が切れます。

■お使いの端末のBluetoothをオフにしてください。

■お子様の手の届かないところへ保管してください。

1

4

※文字入力欄が、キーボードで隠れてしまうときは「おなまえ」表示を閉じてください。

登録したフリー会話の削除

1 削除したいフリー会話の登録シーンを開いてください。

メニューボタンをタップして

メニューを開きます

「削除」をタップ

削除したい会話を選択して

削除ボタンをタップ

1

2

「安全にお使いいただくために」もご参照ください5 7 8

※確認ダイアログが表示されます。

3

③登録したいシーンを選択

2

遊び終わったあとは

＜お願い＞
本製品の対象年齢は６才以上です。お客様もしくは第三者がこの製品の使用を
誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令
上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あら
かじめご了承ください。●本製品は日本国内での使用を想定して設計されており
ます。●製品保証/サポートは、日本国内においてのみ有効です。●発音のイント
ネーションが違っていたり、聞き取りにくいことがあります。●本書の内容の全部
または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することはお断りします。●日本
国以外では使用しないでください。この装置は日本国内専用です。国外では独自
の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかね
ます。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、海外
からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがを
したり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな
表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって
生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文を
お読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の意味 （絵記号の一例です。）

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

記号は、しなければならないことを表しています。

記号は、してはいけないことを表しています。

記号は、気をつける必要があることを表しています。

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射
日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しない。
火災・やけど・けが・感電・故障の原因となります。

火の中に投げ入れたり、加熱したりしない。
火災の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れない。
火災・感電の原因となります。

分解や改造をしない。
火災・感電の原因となります。

水や雨、海水、飲料水、ペットの尿などでぬらさない。
中に水が入ると、火災・感電の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
火災・感電の原因となります。

破損したまま使用しない。
火災・感電の原因となります。

引火性のある物のそばで使用しない。
●灯油・ガソリン●ベンジン・シンナー●スプレー●化学薬品など。使用中に発生
した静電気がガスに引火し、火災の原因となります。

ぬれた手でUSB充電用ケーブルを抜き差ししない。
感電の原因となります。

病院内や航空機の中などでは使用しない。
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機器や
航空機の計器類などの誤動作の原因となります。

子供が使用する際には、保護者が取扱い方法を教え使用中も
正しく使用しているか確認する。

本製品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かない。
長時間接触していると色が移る場合があります。

屋外で使用する際は、周りの安全に注意する。
屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調節してご使用
ください。また、交通量の多い道路など安全に注意が必要な場所での使用はしない
でください。

小さなお子様の手の届くところに保管しない。
誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

定期的に充電する。
本製品を長期間使用しない場合でも6ヶ月に1度を目安に充電してください。バッテリー
が膨張したり、劣化の原因となります。

発熱したり、異臭や異音、煙などの異常が発生したら、使用を
中止する。充電中の場合は充電を中止し、USB充電用ケーブル
を取り外す。
その後は本製品をご使用にならず、本製品サポート窓口にご相談ください。

充電が終わったら、必ずUSB充電用ケーブルを取り外す。また、

必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったんUSB
充電用ケーブルを取り外す。
所定の充電時間を超えて充電した場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性
があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・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（免許を要する
無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）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および特定小電力無線局が
運用されていないことを確認してください。●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、または
電波の発射を停止してください。

使用周波数帯域 ： 2.4GHｚ
変調方式 ： 周波数拡散方式FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）
想定干渉距離 ： 約10m（障害物のない場合）
周波数変更の可否 ： 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特性小電力無線局」帯域を回避可能

■内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗
は、特性であり故障ではありません。バッテリーの交換修理は行っておりません
のでご了承ください。
●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電
を繰り返すと回復します。●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■本製品を廃棄するときは

各自治体の廃棄ルールに従っていただきますようお願いします。自治体によって
規制が異なりますので、お客様がお住まいの各自治体にご確認ください。

Q ： スピーカーユニットの電源が入らない。

A ： ①スピーカーユニットが充電されているかどうかを確認してください。
充電されていない場合はスピーカーユニットを充電してください。

②電源ボタンを3秒長押しし、電源が入るかご確認ください。
③ボタン部分のラバーがずれていないかご確認ください。

Q ： Bluetooth接続（ペアリング）できない。

A ： ①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認
してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合
は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。

②一度、スピーカーユニットの電源を切り、電源ボタンを6秒長押しして
再度ペアリングをやり直してください。

③お使いの端末からスピーカーユニットの登録情報を削除または解除
し、再度ペアリングをやり直してください。

Q ： スピーカーユニットから音がでない。

A ： ①端末上でBluetooth接続が完了されているかご確認ください。
②お使いの端末のイヤホンジャックにイヤホン等が接続されていない

かご確認ください。
③スピーカーユニットの電源を入れ直してください。

Q ： 使用中にスピーカーユニットとの接続が切断される。

A ： ①アプリ起動中でも、しばらく操作していない場合は、Bluetooth接続
が切断される場合があります。再度設定ください。

②ラジオ受信機やトランシーバー、防災無線機などの無線機器、
電子レンジやドライヤーの使用により、正常に再生されないことや
Bluetooth接続が切断される場合があります。

③ちゅーりーちゃんとお使いの端末との間に、障害物がないかご確認
ください。

■製品に関するお問い合わせは・・・

ハウステンボス株式会社

〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1

TEL ： 0956-27-0220
電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10時～17時

※おかけ間違いのないようご注意ください。

■Q&A こんなときは・・・

■ちゅーりーちゃんをお手入れするときは

水で濡らして固く絞った布で汚れを拭き取ってください。

本製品に水がかかるような場所に設置しない。
火災・感電の原因となります。本製品の近くに花びんなど、水の入った容器を置か
ないでください。お風呂やシャワー室では使用しないでください。エアコン等水を排出
する機器にも注意してください。

困ったときは

安全にお使いいただくために

■商標について

本製品（付属品を含む）に使用されている商標または登録商標は以下のとおりです。
microAITalkは株式会社エーアイの登録商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で
あり、シャープ株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。他のトレード
マークおよび商号は、各所 有権者が所有する財産です。
Android、Google PlayはGoogle Inc. の商標または登録商標です。
Apple、iPhoneは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

使用する際は、心臓ペースメーカーなど埋込み型医療機器の
装着部位から22cm以上離して使用する。
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

内部に水や異物、または虫などが入ったときは、使用を中止する。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

はじめから音量を上げすぎない。
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

通気孔などに付着したほこりやごみはこまめに取り除く。内部の
清掃は販売店に依頼する。
内部や通気孔にほこりやごみをためたまま使用すると、火災や故障の原因となる
ことがあります。内部の清掃費用については、販売店にご相談ください。

充電するときは、パソコンまたはUSB給電器のUSB端子に付属
のUSB充電用ケーブルを接続して使用する。
他の機器による充電は、電池の液もれや、発熱、破損の原因となります。

雷が鳴り出したら充電を中止し、USB充電用ケーブルを取り外す。
火災・感電の原因となります。

充電池の液がもれた場合は素手で触らない。
充電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐに
きれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。皮膚や衣類に付着
した場合は、皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い
流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

スピーカーユニットを落としたり、人や物に向けて投げない。
壊れたり、けがや事故の原因となります。

This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign
languages other than Japanese.

充電式電池のリサイクルご協力のお願い
充電式電池はリチウムイオン充電池を使用しています。
この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
電池の廃棄に際してはリサイクルにご協力ください。

リチウムイオン充電池のリサイクルマークです。

●ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」
のステッカーを貼ったリサイクル協力店へお持ちください。
●詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。
ホームページ ： http://www.jbrc.com/

※画面イメージは、Androidのものです。お使いの端末によって画面は変わる可能性があります。

6


