水などの液体が直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手
での使用は絶対にしないでください。発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。
本製品はレーザープロジェクターを内蔵しています。落下等により本体が傷つくまたは
割れるなどした場合は、光を直視しないようにして、直ちに使用を中止してください。
視力低下や失明につながる恐れがあります。
付属の AC アダプタ以外で使用しないでください。故障や火災の原因になります。

警告

クイックスタートガイド

心臓ペースメーカや医療機器（補聴器など）の近くで使用しないでください。電波により
それらの装置・機器に影響を与える場合があります。
分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。
機器内部（スピーカー部、端子部、通気口など）に異物（燃えやすいもの、金属、液体など）
を入れないでください。発熱・発火・感電・故障の原因となります。
布でおおうなどして通気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、感電・火災・
誤動作・故障の原因となる場合があります。
AC アダプタのケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い
ものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・
ショート・火災の原因になります。

はじめに
このたびは、E3 製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用前に、本書をよくお読みうえ、正しくご使用ください。
なお、本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。最新の情
報については以下の E3 Web サイトにてご確認ください。
https://e3e.jp/product/petoco/

なお、本書中の会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。本書中には
TM、R マークは明記しておりません。
本製品についてのお問い合わせは上記 Web サイトから、または下記までお願いい
たします。
株式会社 E3 サポートセンター
support@e3e.jp
＊土日祝日および特別休業日を除く 9:00〜19:00

Rev.1.0

梱包品の内容
petoco 本体

クイックスタートガイド ( 本書 )
保証書

本製品を次のような場所で使用したり、放置したりしないでください。
●●
●●

極度に高温や低温の場所
湿気が多い場所や水がかかる場所

●●

静電気が発生する場所

●●

薬品や有害なガスに触れる可能性のある場所

●●
●●
●●

直射日光のあたる場所
ほこりや振動の多い場所

小さいお子様の手の届く場所

本製品を落とすなど、強い衝撃を与えないでください。
本製品を無理に曲げたり、重いものを載せたり、無理な力を加えないでください。
万一、本製品から異常な発熱・発煙・異臭が生じた場合は、直ちにご使用を中止してく
ださい。お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。
使用中、本製品が熱くなることがありますが、手で触れることができる温度であれば異
常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用すると、低温やけど※になることが
あります。
お手入れの際は、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などは使わずに、乾いた柔ら
かい布で行ってください。
寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で放置された場合、本
体内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は故
障の原因となりますので、結露がなくなるまで使用しないでください。
エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露す
ると、内部が腐食し故障の原因となります。
水をかけないでください。本製品は、防水仕様になっておりません。

スマートフォンは
付属しません

※低温やけどについて
体温より少し高い温度のものが、皮膚の同じ場所に長時間直接触れていると、低温やけどになる
ことがあります。

各部の名称
電源ボタン
表示エリア
スピーカー
カメラ
マイク

使用上の注意

本製品の取り扱いについて

ご使用になる前に以下の物品が揃っているか確認してください。
AC アダプタ

注意
直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気
やほこりの多い場所に保管しないでください。変形・故障の原因となる場合があります。
温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置かないでください。内部に結
露が発生し、感電・火災・誤動作・故障の原因となる場合があります。
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけ
がや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。
幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。
使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら
使用をしないでください。
異常が起きた場合は電源を切り、AC アダプタを外して使用を中止してください。また、
水に濡れたり、落下したり、破損したりした場合などもそのまま使用しないでください。
動作中の本製品・AC アダプタに長時間触れないでください。低温やけどの原因となる
場合があります。

通気口

ACアダプタ端子

安全上の注意

本製品は安全に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事
故が起こる可能性があります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ず
お守りください。

危険

引火や爆発のおそれがある場所
（ガソリンスタンドなど）、高温になる場所（火のそば、
ストーブのそば、炎天下など）
や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はし
ないでください。爆発・発火・破裂・故障・火災の原因となります。
電子レンジや高温容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因
となります。
火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆
の芯など）
が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災・故障の原因
となります。
釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原
因となります。
落下させる、投げつけるなどして強い衝撃を与えないでください。発熱・発火・破裂・
故障・電池の液漏れ・けがの原因となります。

Bluetooth・無線 LAN 機能について
本製品は Bluetooth 機能および無線 LAN 機能を使用しています。
本製品の使用周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電
力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局（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）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）
が運用
されています。
本製品を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の
構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア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、本製品から上記無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、使
用場所を変更するか、速やかに本製品の電源をお切りください。
本製品はすべての Bluetooth 機器および無線 LAN 機器との接続を保証するものではあ
りません。

■無線 LAN について

IEEE802.11b/g/n 2.4 FH1/DS4/OF4

無線 LAN は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自
由に LAN 接続できる利点があります。その半面、セキュリティの設定を行っていない
ときは、悪意のある第三社に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可
能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用す
ることを推奨します。
本製品のワイヤレス機能は、日本国内のみでお使いください。
電気製品・AV・OA 機器などの時期を帯びているところや電磁波が発生しているとこ
ろで使用しないでください。
»» 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音がおおきくなったり、通信ができなくなるこ
とがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）
。
»» テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れること
があります。
»» 近くに複数の無線 LAN アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用している
と、正しく検索できない場合があります。
無線 LAN をオンにしてから利用可能な無線 LAN ネットワークを検索して接続します。
無線 LAN 機能を使用するときには十分な電波強度が得られるようご注意ください。無
線 LAN の電波強度は、お使いの機器の位置によって異なります。無線 LAN ルーター
の近くに移動すれば、電波強度が改善されることがあります。

準備をする

無線 LAN 設定・管理者登録をする

無線 LAN 環境を確認する

スマートフォンアプリの
「petoco の利用を開始」をタップして、QR コード
を表示させます。

本製品をインターネットに接続するために 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
に対応した無線 LAN 環境が必要です。本製品を設置する場所で上記無線
LAN が使用可能か事前にご確認ください。

アプリをインストールする
petoco アプリをスマートフォンにダウンロード、インストールしてくださ
い。アプリは AppStore もしくは GooglePlay で「petoco」を検索してくだ
さい。

表示された QR コードを petoco のカメラにかざしてください。
QR コードが表示エリアにできるだけ大きく表示されるようにスマート
フォンをカメラに近づけ、動かさないでください。

スマートフォンの対応 OS バージョンは以下の通りです。
»» Android OS：バージョン 5.0 以降
»» iOS
：バージョン 9.0 以降

＊上記条件を満たしていても機種によっては動作しない場合があります。

petoco 本体を設置する

petoco 本体をテーブルや机など平らで、容易に落下しない場所に設置して
ください。
十分な電波が受信できるように、できるだけ無線 LAN ルータの近くに設置
してください。
以下のような場所には設置しないようにしてください。
●●
●●
●●
●●

極度に高温や低温の場所
湿気が多い場所や水がかかる場所
静電気が発生する場所

布団や衣類など布製品が近くにある場所

●●
●●
●●
●●

直射日光のあたる場所
ほこりや振動の多い場所
小さいお子様の手の届く場所
テレビやオーディオ機器など
他の電化製品の近く

petoco 本体に電源を接続する

petoco 本体底面にある AC アダプタ端子に付属 AC アダプタのプラグを接
続してください。また、AC アダプタはコンセントにしっかり差し込んで
ください。

QR コードの読み取りが完了すると、アプリの画面が切り替わり接続可能
な無線 LAN ネットワークのリストが表示されます。接続する無線 LAN ネッ
トワークをタップし、画面に従って設定を進めてください。
無線 LAN 設定
ネットワーク名 (SSID) を確認し、パスワードを入力
管理者登録
»»「名前」
・・・短く呼びやすい名前で入力（ひらがな）
»»「誕生日」
»»「性別」
»»「メールアドレス」
「パスワード」
»»「LED カラー」
»»「写真」の登録
・・・明るい場所で、できるだけ大きく、
正面から撮影したものを登録してください
これで管理者の登録は完了です。
引き続き、その他の利用者登録を行ってください。
各種設定作業は部屋を明るくして実施してください。部屋が暗い状態で行う
と QR コードをうまく読み取れない場合があります。
初回設定時には petoco 本体のソフトウェアダウンロードが実行される場合
があります。petoco 本体の表示に従い、設定を行ってください。
メインテナンスのために夜間（真夜中から朝方にかけて）
使用できない場合が
あります。メンテナンス中は petoco 本体にその旨が表示されます。

使ってみよう！
AC アダプタプラグ

設定をする

AC アダプタ

petoco の電源をオンにする
petoco 本体底面にある電源ボタンを長押し（約 3 秒）してください。内部の
LED ライトが光れば手を離して起動が完了するのを待ってください。表示
エリアに petoco のロゴマークが表示された後、カメラの映像と「QR コー
ドをかざしてください」と表示されたら起動完了です（起動完了までには数
分かかります）
。

petoco に呼びかける
どんな音声操作も
「ハイ、ペトコ」から始めます。petoco が「なーに !」と反
応したら、続けて " ボイスコマンド " を喋ってください。

なーに？

ハイ、ペトコ

QR コードをかざしてください

電源オン状態でプラグや AC アダプタを抜くと故障する可能性があります。
設置場所を変更するなど、電源をオフしたいときはアニメーションが表示さ
れるまで電源ボタンを長押し（約３秒）、表示が消えたら電源オフ状態です。

ボイスコマンド
メッセージを読んで / メッセージを送って
テレビ電話 / ライトオン / ライトオフ
ボリュームを上げて / ボリュームを下げて
いま何時？ / X 時 X 分にアラームをセット
ハイ
（肯定）/ イイエ
（否定）
バイバイ
（終了、停止、キャンセル）

など

