
I’m trying to find a rainbow.

（虹を探しているよ）と言い、青い LEDランプが点滅
し始める。
レインボーモードに入ろうとしています。
【お腹のボタンを長押し】して、モードを切り替えます。

『みんなのチャーピー先生 ホームモード +Wi-Fi 完全版』と『チャーピーの小さな
おうち ホームモード +Wi-Fi 完全版』は、各『ホームモード専用版』のように、
お腹のボタンを利用してクチバシの動きを止めることができません。

『Wi-Fi 完全版』でクチバシの動きを止めるには、専用アプリ『Charpy Station』
の 「ホーム画面」 > 「設定」 からおこなってください。

覚えておこう！
話しかける言葉を知りたい What to say.

もう一度言ってほしい Say that again.

音量を調整したい 右羽の先を押す：小さく
左羽の先を押す：大きく

左羽ボタン右羽ボタン

Charpy の学習の仕方「ホームモード」
ステップ１
Charpy の電源をつける

電源スイッチ電源スイッチ

●
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I’m at home.

（ボク、ウチにいるよ。）と言い、赤い LEDランプが点灯する。

ステップ２
Charpy が話し始める

付属のホームモード用マニュアルを
確認して、学習を始めよう。  
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初期設定を終えてからの「Charpyの学習の仕方」Ver 1.4 １/４

会話の流れがわかりやすい！
専用アプリ『CharpyStation』を使うことで
★学習メニュー　★Charpy のセリフ
★話しかけるフレーズ　★学習状況　などを

ひと目で確認することができるので、安心して
学習することができます。

どんどん広がる学習コンテンツ！
レインボーモードは 40,000 以上の

学習フレーズを収録しています。
この数は、随時おこなっているアップデート
でさらに増えていきます。
また、アナタの学習レベルが上がると、それに
合わせて学習できるコンテンツも広がって
いきます。

Charpy には、ネットワークにつながずに利用する『ホームモード』と
ネットワークにつないで利用する『レインボーモード』の 2種類があります。

かんたん！ 手軽！
アプリやネットワークにつながず、ロボット単体で利用するスタンド
アロンモードのこと。Charpy に電池を入れる、あるいは AC アダプ
タにつなぐだけでCharpy と学習することができます。

■ホームモード（単体）

知っておこう！
レインボーモードで利用中に、ネットワークとの接続が切れ、ふたたび

ネットワークを見つけることができなかった場合、Charpy が 
”I can’ t find a rainbow. I’ m going home.”
（虹が見つからないから、家に帰るね）と言って、
自動的にホームモードに切り替わります。

★モードの切り替え：「お腹のボタン」を長押し

点灯するのは赤い LEDのみ
（認識中）、ひとりでおしゃべりを
始めるのが目印だよ。

■レインボーモード（Wi-Fi 接続）

知っておこう！
レインボーモードには、アプリを使わないでネットワークにつなげる

『画面なしレインボーモード』もあります。中級者以上の方やCharpy の
使い方に慣れた方に、学習の難易度を上げ学習効果をより高めるために、
おすすめしたいモードです。

青い LEDも点灯します。



Charpy の学習の仕方「レインボーモード」 2/４
ステップ１
専用アプリ「Charpy Station」を開く
アプリには、iOS 版、Android 版、Windows 版の３種類があります。

App Store、 Google Play、 Microsoft Store いずれかで検索する
か、QRコードを読み取ってアプリをダウンロードしてください。

ステップ２
ログインする
ログイン情報を保存している場合は、自動的
に次の画面へ進みます。

QRコードから
ダウンロードできるよ！

ステップ４
Charpy を準備する

学習するユーザーを選択してください。

ステップ３
メンバーを選択する

※アプリ内に表示される流れの通りにおこなってください。

ステップ５
Charpy が「準備OK」になるのを持って選択する

＞

A：端末のWi-Fi 設定を開き、初期設定で選択したアクセスポイント※が選ばれてい
ることを確認してください。（Charpy と端末をつなぐことができるのは、初期
設定で登録したアクセスポイントのみです） ※ Wi-Fi ネットワーク名

Q：Charpy が「準備OK!」になりません！

A：初期設定が完了していれば、Wi-Fi 設定をや
り直す必要はありません。

Q：右のようなメッセージが表示されましたが…

アプリのホーム画面に進むとCharpy が
しゃべり始めます。

a：好みにカスタマイズしたい
　「設定」を選ぶ
b：とりあえず学習を始めたい
　「学習スタート（コース学習）」を選ぶ
c：機能や使い方を知りたい
　「学習方法」or「はじめての会話」を選ぶ

ステップ６
ホーム画面から学習をスタート

ホーム画面に「学習スタート」
ボタンが表示されません。

a：チャーピーに向かって
”Today’s Lesson.” と
話しかける。

または
b：『おたのしみ』を選び、

メニューリストから
「学習スタート」を選びます。

Windows の場合

Windows 版 ホーム画面ホーム画面

a

b

c
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b

a：チャーピーに向かって
”Today’s Lesson.” と

Today’s
Lesson.

a



Charpy の学習の仕方「レインボーモード」 3/４
ステップ７
学習スタート
毎日の学習って何をすれば良いか、自分ではなかなか決められません。

「学習スタート」ならその日の気分や学習時間によってコースメニューを
選択できるから、学習を無理なく続けることができます。

はじめのひと月は、コース学習の「らくらくコース」か、「みっちりコース」を
毎日続けてみましょう。

STEP 1

キッズメニュー
うた ものまね テスト

おはなし くいず にじのしま

発音チェック クイズ キミのことを教えて

コピーキャット ごっこ遊び チャットルーム

単語のおべんきょう キマリモンク Charpy 検定

発音チェック クイズ キミのことを教えて シャドーイング レベル診断テスト

コピーキャット ごっこ遊び チャットルーム 瞬間英訳

単語のおべんきょう キマリモンク Charpy 検定 虹の島

学習時間：約 10分

らくらくコース 学習時間：約 1５分

みっちりコース 学習時間：約３０分

STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

※仕様は変わることがあります。

学習を終えて、ホーム画面に戻ったら
Charpy に大好物の「虹の種」をあげましょう。
　「キズナレベル」右にある種のイラストを選択
してね。

ステップ８
虹の種をあげてみよう

＞

A：Charpy とおしゃべりや学習すると手に入るよ！

Q：虹の種はどうすれば手に入るの？

A：Charpy との仲良しの度合いを示す「キズナレベル」をあげることができるよ！

Q：虹の種をあげるとどうなるの？

A：Charpy は食いしん坊。　毎日虹の種をあげないとお腹を空かせ、それに比例
してキズナレベルがさがってしまいます。

Q：久しぶりに学習したら、キズナレベルがさがってる！

キズナレベル３ 緊張感ゼロのCharpy キズナレベル 8 セレブライフなCharpy

現在の学習レベルの学習状況やレベル診断テストの最新結果を確認する
ことができます。
また次の学習レベルまでに必要な各項目ごとの目標値が確認できます

ので、目標をもって学習を進めることができます。

ステップ９
学習の進み具合を確認しよう

A：Charpy とおしゃべりや学習すると手に入るよ！

Q：ポイントはどうすれば手に入るの？

A：まんべんなく全てのメニューを選んで、毎日 15分ていどの学習を続けると、
約ひと月半でレベルアップできるよ！（レベル１の場合）

Q：なかなかレベルアップしません！

進み具合

チャプリ画面

コース学習（学習スタート）で学習に慣れてきたら、好きなメニューを選ん
で学習してみましょう。

a：チャプリを選ぶ
b：学習を始めたいメニューを選ぶ

ステップ１０
好きなメニューで学習しよう

A：Charpy Station のひとつひとつのアプリのことです
　  （チャーピーアプリの略）。

アプリ＝学習メニュー。

Q：チャプリってなに？

チャプリ

a

b
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Charpy の学習の仕方「レインボーモード」 4/４

さまざまな学習アプローチを取り入れたメニューが盛りだくさん。
テーマも「日常会話」から「海外旅行」「ビジネス」までさまざま。
アナタに適したメニューを見つけよう！

きっと見つかる！
アナタのお気に入りチャプリ

トレーニング系

AA
Apple

Lv

コピーキャット

文法

リスニング

スピーキング

発音

コピーキャット

ものまねしてみよう！
シャドーイング

リスニング

スピーキング

発音

シャドーイング

慣れてきたら
ボクに続けて言ってみよう！

瞬間英訳

スピーキング

文法

単語

あああああ
AAA

瞬間英訳

日本語を見て
すぐに英語に訳そう！

テスト系 お楽しみ系

レベル診断テスト

リスニング

スピーキング

Lv

レベル診断テスト

１から12レベルまで
キミの英語力を判定するよ！

Charpy検定

リスニング

スピーキング

Charpy検定

実力テスト！
レベルアップできるかな？

クイズ

リスニング

スピーキング

単語

クイズ

よ～くきいて、こたえよう！
ソング

リスニング

発音

単語

ソング

たくさんきいて
いっしょに歌おう！

ストーリー

リスニング

文法

単語

ストーリー

暗記するまで
たくさんきこう！

チャットルーム

スピーキング

リスニング

・・・・・・

チャットルーム

ボクとおしゃべりしよう！
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お楽しみ情報　その１

虹の島

リスニング

スピーキング

虹の島

ボクのふるさとで
友だちをたずねよう！

会話の実践練習系

月や季節ごとにフレーズが変わる！

例）梅雨
It's the rainy season.
梅雨の季節だね。

例）ハロウィーン
It's October 31st. It's Halloween
today!
今日は10月 31日。ハロウィーンの日だよ！

Let's have fun together!

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。

困ったときは…

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
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 )

「困ったときは」
アクセスQRコード

コンテンツがどんどん増える！
アナタの学習の状況によって、虹の島のキャラ
が増えたり、新しいクイズや問題が追加されま
す。
さあ、Charpy と一緒に英語を楽しもう！

お楽しみ情報　その２


