
クイック マニュアル

同梱品と各部の名称 1.ロボットを登録する 2.充 電 す る

●ロボットの機能向上により、本書で説明している機
能や手順が変更になる場合があります。また、本書の内
容に関して予告なしに変更することがあります。●
本書に記載している画像やイラストはイメージです。
実際の製品とは異なる場合があります。●本書の内容
の一部または全部を無断転載することは禁止され
ています。●こちらはクイックマニュアルです。詳細に
つきましては取扱説明書をご覧ください。取扱説明書
はマイページよりご覧いただけます。

はじめに
このたびは、

あるくメカトロウィーゴ（以降ロボットと表記）を
お買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用いただく前に、次の同梱品が全てそろっていることをご確認ください。

▪本製品は精密機器ですので、水濡れや落下、ほこりにご注意ください。
▪本製品の動作推奨環境は10℃～30℃です。低温時や電池残量により動作が制限

されることがあります。また、ロボット本体の温度によって充電されないことがあります。
▪ロボット動作前に各パーツが本体にしっかり固定されていることを確認してください。

輸送時の振動等でパーツが外れやすい状態になっている場合があります。

●ロボット本体 ●microUSBケーブル ●クイックマニュアル

●製品保証カード

●着せ替えパーツ
＊着せ替えパーツ同梱製品購入時のみ
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頭／上に開くとカメラが見えます
目LED／動作中に点灯します。色によって電池残量等の状況を確認できます
マイク／音を検出します
距離センサー／ロボットの正面にある物体までの距離を検知します
カメラ／撮影をします
照度センサー／ロボットの周囲の明るさを検知します
頭スイッチ／Wi-Fi接続やロボットの緊急停止などの操作に使用します
背中LED／充電中や電源が入ると点灯します
腰フタ／開くと電源ボタンなどがあります
microUSB端子／充電時にmicroUSBケーブル接続します
スライドスイッチ／Wi-Fi接続など、モード切替として使用します
電源ボタン／長押しすると電源のON・OFFが行えます
リセットボタン／Wi-Fi接続状況の確認や長押しによる再起動が行えます
スピーカー／ロボットの声や操作音などが聞こえます
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①PCもしくはタブレットから
右記のURLにアクセスする

●1024×768以上のスクリーン●GoogleChrome 63以降、Mozilla Firefox 57以降、Microsoft Edge 15以降、Safari 11以降のブラウザ

サインインを求められた場合は、ロボット購入時に登録されたメールアドレスとパスワードを入力ください

④必要項目を入力し、「登録」をクリックする

プラン選択/オプション選択/コンテンツ選択にて、購入したプランを選択してください

ロボットの登録はこれで完了です。
続いて手順にそって、ロボットを設定してください。設定が完了したら下記の
モードからロボットを動かすことができます。

クリック

「プログラミングを学ぶ」
スクラッチを使ってロボットを動かしながら

プログラミング学習ができます

「ロボットリモコン」
ロボットに乗っている気分で
操縦ができます

クリック

②「マイページ」をクリックする ③「ロボットを登録する」をクリックする

④充電が完了したら、ロボットからmicroUSB ケーブルを抜く
※この際、ACアダプターも家庭用交流コンセントから抜くこと
※故障の原因となりますので、ロボットからmicroUSBケーブルを抜き差しする際は丁寧にお取り扱いください
※充電後ロボットを使用しないときは、電源を切ってください

お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからご使用ください。
充電には、 必ず同梱されたmicroUSB ケーブルを使用してください。

ACアダプターは、お客様がお持ちのものをご使用ください（推奨スペック：input: 100V、50/60Hz、Output: 5V/1.5A）

①ACアダプターにmicroUSBケーブルを差し込む

②ロボットにmicroUSBケーブルを差し込む

突起部

充電開始

背面LEDが
黄色または
赤色に点灯

充 電 中
背面LEDが
緑色に点灯充電完了

③ACアダプターを家庭用交流コンセントに差し込む

同梱品を確認する

各部名称

目LED点灯パターン一覧

※ロボット起動時に充電していると、必要に応じてソフトウェア
の更新を行い、状況に応じて目LEDの色が変わります。詳細は
取扱説明書をご確認ください

白

黄（点滅）

黄

オレンジ

水色（5秒後消灯）

Wi-Fi接続待機中

クラウド管理システム接続待機中

クラウド管理システム接続失敗/♪エラー：ピピピ!

契約情報エラー/♪エラー：ピピピ!

クラウド接続完了（更新なし）/♪接続完了：シャラン

青

赤

緑（点滅）

緑

クラウド接続完了（更新成功）/♪接続完了：シャラン

更新失敗/♪エラー：ピピピ!

更新中（ダウンロード中）

ダウンロード失敗/♪エラー：ピピピ!

＊ひじ関節は曲がりません
＊関節部は可動範囲を超えて動かすと、破損の原因になります

※以下の環境が必要です

充電を開始すると自動的に電源が入り、
目LEDが点灯します。目LEDの点灯パターン
は下記の一覧をご参照ください。

https://edu-prog.livingrobot-platform.com/

3.電源を入れる/切る 4.Wi-Fi に接続する 5.ロボットを使う 注意事項

①電源ボタン（背面-右ボタン）を
　単押しする

②目LEDの色を確認する（約2秒後）

電源残量を確認する

目LEDの色

電池残量 最　適 普　通 不　足

※温度が著しく低い場合は赤く点滅します

緑　色 黄　色 赤　色単押し!

まず腰フタを開いて電源ボタンを確認

①腰フタを開いてスライドスイッチを右側にする

長押し!

電源を入れる

③電源が入ると、背面LEDが緑色に点灯します
②電源ボタン（背面-右ボタン）を
　長押しする

①腰フタを開いてスライドスイッチを右側にする

7秒!

電源を切る （使用後）

③電源が切れると、背面LEDが消灯します
②電源ボタン（背面-右ボタン）を
　7秒程度押す

頭ボタンから手を離してお待ちください。
約10秒ほどかかります。

※時間はお使いのネットワーク環境により変化します

① PCもしくはタブレットを用意する ②背面の腰フタを開き
スライドスイッチを左側にする

③目のLEDがピンク色に点滅するまで頭ボタンを長押しする

④目のLEDがピンク色に点灯する

⑦ご自宅のWi-FiのSSIDとパスワードを
　入力して「送信する」ボタンをクリック

⑧目LEDが緑色に点灯する

⑨約20秒〜1分後、接続状況に応じて目LEDが点灯する
　（青：接続完了／赤：接続失敗）

⑤お使いのPCもしくはタブレットのWi-Fi設定画面をひらき
　Wi-Fiの選択リストからロボット（右記）のアクセスポイント
　を選択する

●目のLEDがピンク色に点灯してからはWi-Fi設定が完了するまで、ロボットに触らないようにしてください。誤
動作の原因となり、Wi-Fi設定が正常に行えない場合がございます。●同時に同エリア内で複数台のロボットの
Wi-Fi設定を行うことは、ロボットの誤動作の原因となり、Wi-Fi設定が正常に行えない場合がございますので
お控えください。●2.4GHz帯のみに対応しています（5GHzには非対応）。

SSID
PASSWORD

MechatroWeGo-WiFi-AP
l iv ingrobot

⑥ロボットのWi-Fiに接続できたらWebブラウザ
　を開き下記のURLにアクセスする

長押し!

接続が完了したらロボットは自動的に再起動します。『トュルン』という音が鳴るまでしばらくお待ちください。

注意

左へスライド

接続完了

目LEDが青

『ピコッ』という音が鳴ります。ご自宅のSSID,PASSWORDが誤っていないか確認し、 再度②からやり直し
てください。SSID,PASSWORDが正しくても、 お使いのネットワーク環境によっては、上手く接続できずにタイ
ムアウトとなる恐れが有ります。 お使いのネットワーク環境をご確認ください。

接続失敗

目LEDが赤
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プログラミングを学ぶ

①ロボットの頭を開ける
②「設定」ボタンや左右の＋マークをクリックして、ロボットの動作を設定

①コース・レッスンを選択する

②「スライド」をクリックしてスライドを表示する

ここにリアルタイムで
カメラが捉えた映像が
表示されます。

画面の左右にある□にアクションを追加し、
自分だけのコントローラーが作成できます。

カメラ

①「ロボットをうごかす」をクリック

ロボット登録後、はじめてロボットを接続する場合は、一度
マイページからサインアウトし、ログインしなおしてください

・「ロボット名で検索」に接続したいロボットの名前を入れる
・表示されたロボット名をクリックする
・接続には約1分ほどかかります

②接続したいロボットをクリックする

クリック

▶の方向に動きます

アクションをクリックすると動きます

「カメラアイコン」をクリックすると写真が撮れます

ロボットを接続する

ロボットリモコン

安全上のご注意（必ずお守りください）

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使
いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。● ここ
に示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を
未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こた
つや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、
放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本機の取り扱いについて

禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入
れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電な
どの原因となります。禁止

砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが
付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原
因となります。禁止

microUSBケーブル・ACアダプター（市販品）の取り扱いについて

microUSBケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。火災、
やけど、感電などの原因となります。

禁止

microUSBケーブルやACアダプターは、風呂場などの湿気の多い場所で
は使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

雷が鳴り出したら、microUSBケーブルやACアダプターには触れない
でください。感電などの原因となります。

禁止

microUSBケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど
無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因
となります。禁止

コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属製ストラップ
などの金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原
因となります。禁止

ACアダプターに海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用
しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。

禁止

本機にmicroUSBケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加
えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

指定の電源、電圧で使用してください。誤った電源、電圧で使用すると
火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプター：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

濡れた手でmicroUSBケーブルやACアダプター、電源プラグに触れな
いでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充
電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。内蔵電池の発
火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁止

距離センサーにはClass１不可視光レーザー(波長：940nm)を使用し
ております。距離センサーを直接覗き込むなど直接露光しないでくだ
さい。また、他人に向けないでください。目に影響を与える可能性が
あります。

●Bluetooth®は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。●「メカトロウィーゴ」のアイコンおよび「MechatroWeGo」ロゴは、小林和史/
講談社の商標または登録商標です。©小林和史/講談社●Qualcomm®及びSnapdragonTMはQualcomm Incorporatedの商標で米国及びその他の国・地域で登録されております。
●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。●掲載内容は2021年2月現在のものです。

禁止

釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつ
けたりするなど過度な力を加えないでください。内蔵電池の発火、破
裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。禁止

内蔵電池内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにき
れいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。内蔵電池内
部の物質などの影響により、失明や、体調不良などの原因となります。

水濡れ禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでくだ
さい。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水濡れ禁止

microUSBの接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿
など）を入れないでください。けど、けが、感電などの原因となります。

水濡れ禁止

分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因と
なります。

分解禁止

指示

クラス1レーザ製品

濡れ手禁止

指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した
状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指示

ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでくださ
い。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

指示

使用しない場合は、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜い
てください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、けが、
感電などの原因となります。

本機にmicroUSBケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無
理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正
しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。指示

電源プラグ
を抜く

電源プラグ
を抜く

電源プラグ
を抜く

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が入った場合は、直
ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。火災、やけど、感電
などの原因となります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。ペット
などが噛みつかないようご注意ください。発熱により、火災、やけど、
けがなどの原因となります。

商標／登録商標について

※ご自宅のWi-FiのSSIDとパスワードを確認する

クリック

Wi-Fi接続の解説動画はコチラ

スライドを見ながらロボットを動かし、
プログラミングを学びましょう！

クリック

●●●●●●●●
XXXXXXXXXXXX

クリック

クリック

※画面サイズによってボタンの表示される位置が変わる場合があります

※画面が正しく表示されない場合は、ブラウザをリロード（再読み込み）してください。
※ロボットご利用後は、ロボット本体の電源を切り、マイページはサインアウトしてください。

クリック

※15秒以上長押しすると、再起動する場合があります
クリック


