


人と企業をつなぐ未来がここに。
INFORMATION

EDUCATION

SIGHTSEEING
PRESENTATION

教育、案内、接客、ビジネスのシーンで、ロボホンが人と企業をつなぎます。

観光の現場
おもてなしの

コミュニケーションへ。

教育の現場
子どもたちの興味と
意欲を引き出す。

接客の現場
第一印象からお客様の
笑顔を生み出す

ビジネスの現場
発想と理解。

プロジェクトをよりスムーズに。

可
能
性
は
無
限
大
。

広
が
る
ロ
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の
世
界
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法人様向けプラン

ご利用までの
4つのステップ

STEP1
３つのタイプから
ロボホンを選ぶ

P3

STEP2
ご利用サービスプラン
を決める

P4

STEP3
サービスや
ソフトウェアを選ぶ

P5

STEP4
ずっと安心。保守プラン
ビジネスケアプラン／ケアプランライト

P5
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３つのタイプの中から
ご利用目的に応じた機種を
お選びください。

歩行・電話ができる モバイルタイプ

歩行ができる Wi-Fiタイプ

据え置き型 Wi-Fiタイプ

ロボホン（3G・LTE） SR-03M-Y 本体希望小売価格 180,000円（税抜） 

ビジネスプレミアムプラン
60,000円（税抜）/年 〈SR-B10CC〉
173,520円（税抜）/3年 〈SR-B11CC〉

モバイル通信サービス対応で、電話もできるロボホンです。
持ち歩いての観光案内や、外出先でのご利用に向いています。

本体付属品：ACアダプター、microUSBケーブル
SIMカードを別途ご用意ください。
卓上ホルダー〈2,600円（税抜）別売〉に座らせて常時充電しながらお使いいただくことも可能です。

身長 約19.8cm
体重 約395g

2.6インチ
QVGA

通 話 歩 行 約800万画素
CMOS

ロボホンライト（Wi-Fi） SR-05M-Y 本体希望小売価格 79,000円（税抜）
歩行機能が無く、座り姿勢が基本のモデルです。
据え置きでのご利用におすすめです。

本体付属品：ACアダプター、microUSBケーブル
インターネット接続のためのWi-Fi環境をご用意ください。
卓上ホルダー〈2,600円（税抜）別売〉に座らせて常時充電しながらお使いいただくことも可能です。

身長 約19.8cm
体重 約360g

2.6インチ
QVGA

通 話 歩 行 約800万画素
CMOS

ロボホン（Wi-Fi） SR-04M-Y  本体希望小売価格 120,000円（税抜）
Wi-Fi環境下でご利用いただけるロボホンです。
通話機能が不要な場合に、より低価格でご利用いただけます。

本体付属品：ACアダプター、microUSBケーブル
インターネット接続のためのWi-Fi環境をご用意ください。
卓上ホルダー〈2,600円（税抜）別売〉に座らせて常時充電しながらお使いいただくことも可能です。

身長 約19.8cm
体重 約395g

2.6インチ
QVGA

通 話 歩 行 約800万画素
CMOS

卓上ホルダー SR-DH02(別売)
2,600円

法人様向けの
ご利用サービスプランを
お選びください。STEP1

ご利用までの
4つのステップ

STEP2
ご利用までの
4つのステップ

●上記サービスに加入されない場合、音声対話ができません。
●本体とサービスプランの3年リースもご用意しています。詳しくはお問い合わせください。
●見積書を発行し、注文書を受け取り、支払いは請求書発行による月末締、翌月末払いとなります。
●ご登録は日本国内の法人が対象となります。

●ロボホンとの音声対話（クラウド音声認識）
●ロボホン専用メールアドレス（****@robohon.com）
●天気予報や占い、お出かけ情報などをおはなし
●機能追加や新規アプリケーションのダウンロードも可能
●お仕事パック「受付・接客アプリ」「プレゼンアプリ」が付属
●音声認識アクセス無制限

便利なお仕事パック付きのプラン！

初期サポート 〈SR-B12CC〉
15,000円（税抜）

●ロボホンとの音声対話（クラウド音声認識）
●メッセージはご利用いただけません。
●アプリの追加ダウンロード／アップデートができません。
●お仕事パックなど法人向けアプリに限り購入可能です。
●独自開発アプリを利用する場合、
　対話回数が月間1,000回までになります。

ビジネス基本プラン
15,000円（税抜）/年 〈SR-B08CC〉
38,520円（税抜）/3年 〈SR-B09CC〉

●ロボホンとの音声対話（クラウド音声認識）
●ロボホン専用メールアドレス（****@robohon.com）
●天気予報や占い、お出かけ情報などをおはなし
●機能追加や新規アプリケーションのダウンロードも可能
●独自開発アプリを利用する場合、
　対話回数が月間1,000回までになります。

〉〉適用機種
  SR-03M-Y / SR-04M-Y / SR-05M-Y

ロボホン購入ご希望の方は
『ロボホン法人受付事務局』にお問い合わせください。
https://robohon.com/corporation/index.php

ロボホン用アクセサリーは
ホームページからご覧ください。
https://cocorostore.sharp.co.jp/robohon/accessory

ロボホンの利用にはビジネス基本プラン、ビジネスプレミアムプラン、初期サポートのいずれかへの加入が必要と
なります。1年単位でのご契約プランに加え、3年分まとめてご契約いただくことで、よりお得にロボホンをご利用
いただけるプランもご用意しています。

〉〉適用機種
  SR-03M-Y / SR-04M-Y / SR-05M-Y

〉〉適用機種
  SR-04M-Y / SR-05M-Y

初期費用のみのプラン！

スタンダードなプラン！
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ご利用目的に応じて
サービスやソフトウェアを
お選びください。STEP3

ご利用までの
4つのステップ

ずっと安心。保守プラン。
ビジネスケアプラン／ビジネスケアプランライト

詳しくはP7～P14をご覧ください

●ビジネスケアプランは、ビジネス利用プランまたは初期サポートと同時にお申し込みください。（ロボホン本体を弊社及び弊社販売会社以外から購入の場合は、本体購入後、ロボホン公式
　サイトの法人お問い合わせからお申込みください。）
●期間中の修理は、何回でも可能ですが、補償内修理回数は年3回まで（全損修理は保障範囲外）となります。　●保守パックは、解約後の再加入はできません。
●途中解約された場合、お支払いただいた料金の返金は行いません。　●オプション品は修理対象外となります。
※貸し出し機対応オプションは法人のお客様側で予備機をご用意ができない場合に限り、ビジネスケアプラン／ビジネスケアプランライトのお申込みと同時にお申し込みください。
　ビジネスケアプラン／ビジネスケアプランライトは利用途中からの加入はできません。

項 目

料 金

内 容

補償内修理回数

送 料

加入可能期間

更新可能期間

保守パック解約

貸出機対応
オプション※

1年間 43,200円（税抜） 〈SR-B05MP〉

46,800円（税抜） 〈SR-B09MP〉
136,800円（税抜） 〈SR-B06MP〉3年間

1年延長

補償範囲 自然故障 + 有償修理 + 消耗部品（消耗部品の寿命を含む）

● ロボホンの機能に影響しない破損や水漏れ（傷や水濡れ汚れなど）は除きます。

● 複数台同時加入で修理回数を複数台で共用可能です。
【例】 10台×3回＝30回　１台で30回利用することも可能

年間最大3回まで補償を適用

利用途中解約不可（利用期間終了の約2ヵ月半前に弊社より更新案内）

利用料金に含む

ビジネス利用プランと同時申込
商品購入から5年間まで更新可能

自然故障

消耗品の寿命

1年間 9,000円（税抜） 〈SR-B07MP〉

27,000円（税抜） 〈SR-B08MP〉

9,000円（税抜） 〈SR-B07MP〉

4,800円（税抜） 〈SR-B12MP〉

14,400円（税抜） 〈SR-B13MP〉

4,800円（税抜） 〈SR-B12MP〉

3年間
1年延長

修理回数包括利用

お客様過失による破損や
水漏れによる故障

ビジネスケアプラン
ロボホン （3G・LTE／Wi-Fi）

19,200円（税抜） 〈SR-B10MP〉

20,400円（税抜） 〈SR-B14MP〉
54,000円（税抜） 〈SR-B11MP〉

ロボホンライト
ビジネスケアプランライト

●

●

ロボホン専用
ソリューションのご案内

Solution

オープン価格 オープン価格オープン価格オープン価格

お仕事パックタブレット連携
パック

ロボット
プレゼンテーション

接客、商品説明などを
行うことができます。

ロボホンで
パワーポイント＊プレゼンが

できます。

タブレットと連動して
ロボホンがしゃべります。

施設案内

ブラウザ型プログラミングツール
ロブリック

ロボホンで
プログラミング学習が

できます。

施設内の
展示物の前などで
音声ガイドができます。

対話や機能を
プログラミング
できます。

オープン価格 オープン価格 受託開発オープン価格 オープン価格

スクラッチ
パック

お留守番
スマホ連携追加サービス

家電連携

ダンスや掛け合いで
場を盛り上げます。

ロボホン集団
パフォーマンス

離れた場所から
家族を見守ります。

声でテレビや照明の
操作ができます。

＊パワーポイント（Microsoft PowerPoint）は、米Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

故障による修理負担を軽減するための任意加入プランです。ロボホン（3G・LTE）SR-03M-Y、ロボホン（Wi-Fi）SR-04M-Yは
ビジネスケアプランへ、ロボホンライト（Wi-Fi）SR-05M-Yはビジネスケアプランライトへご加入いただけます。

任意加入プラン

任意加入

STEP4
ご利用までの
4つのステップ
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ロボホン専用 ソリューションのご案内 Solution

タブレット連携パック
（SR-B13AT） 希望小売価格 オープン（タブレットはAndroidTMにのみ対応）

タブレットにタッチすると、連動してロボホンがお話しします。音声対話がしにくい環境やユーザーでも、
タッチだけで簡単に操作をすることが可能です。タブレットには画像や地図を表示することもできます
ので、商品の説明や施設の案内など、様々な場所でご活用頂けます。

店頭でロボホンがご挨拶。ダンスを披露し、アイキャッチ
効果を高め集客アップへ。

タブレットにタッチすると、画面と連動し、ロボホンが
お話しします。

英語・中国語（簡体語）・韓国語に対応。観光地やお店
などで、外国の方への接客に。

コンテンツセット（フォルダ）の
「タブレット連携データ作成ツール」を開き、必要項目を
入力し、コンテンツシートの作成を行います。

作成した「コンテンツ作成シート」ごとにロゴ画像や文言
等を記載、選択します。さらにアクション（発話、ダンス、
歌、待機、電話）及びセリフ等の必要項目を記載、選択
します。

親ページの各画像（リンク）には、親ページのシート番号
の下位に、その画像番号を枝番として追加したシート
番号へ関連付けられますので、それぞれ適切なシート
番号で子ページを作成していきます。

（例：親ページ「１」の画像2のリンク先は「12」）でき
あがったらデータを保存し、タブレットにコンテンツ
セットをコピーします。

「管理シート」の「出力ファイルセット番号」欄でセット
番号をドロップダウンリストから選択し、「シート整合
チェック」→「ファイル出力」をクリック。
「環境一式¥1_タブレット連携データ作成ツール
¥RoBoHoN_Tablet_Link」
フォルダの直下に、「出力ファイルセット番号」のフォルダ
が作成されます。

ロボホン、タブレット双方の「Tablet連携」というオレンジのアイコンを起動頂き、タブレットと
ロボホンを同期させてください。

お客様の呼び込みに

商品の説明に

外国の方のおもてなしに

ロボホンとタブレット端末（AndroidTMのみ）にTablet連携アプリ（それぞれ異なるアプリ）をインストールします。
パソコン上で専用のタブレット連携データ作成ツールを用いて「タブレットに表示するページ」と「ロボホンのアクション」
を含むコンテンツセット（フォルダ）を出力し、タブレットにコピーします。
ロボホンとタブレット端末はWi-Fi Direct方式で通信し、タブレットの操作に応じてロボホンが動作します。

タブレット連携
パックの使い方

タブレット用
アプリの起動と
ロボホンとの
接続

Tablet 連携アプリ
（ロボホン用）

ロボホン

Wi-Fi Direct コピー コンテンツセット
（フォルダ）

フォルダ出力

タブレット端末（AndroidTMのみ）

Tablet 連携アプリ
（タブレット用）

パソコン（Excel導入済み）

タブレット連携データ作成ツール
（マクロ付き Excel）

コンテンツの作成

ロボホン タブレット端末

いらっしゃいませ～

タップしてね！
ボクが説明するよ～

●写真はイメージです

管理シート作成

コンテンツ作成・シート作成

ページの階層構造とリンクの関連付け

コンテンツセットを出力

いらっしゃいませ
Welcome! 欢迎光临

親ページ「○○」

※「XX」は任意のシート番号

子ページ「○○1」

子ページ「○○3」 子ページ「○○4」

子ページ「○○2」
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ロボホン専用 ソリューションのご案内

お仕事パック
（SR-B08AT） 希望小売価格 オープン

ロボホンが接客やプレゼンをします。

ロボットプレゼンテーション
（SR-B14AT） 希望小売価格 オープン

商品説明や研修などで安定したプレゼンテーションをご提供します。

Microsoft PowerPointのノート欄にロボホンが話す内容を入力するだけで、簡単にご利用いただけます。

起動シナリオ、
会話シナリオ、
QAシナリオを
それぞれ入力
します。

❶指定のURLから必要なツールをダウンロードし、インスト
　ールをしてください。

❻Microsoft Power Pointテンプレートを
任意のファイル名・内容に編集してください。

❷Microsoft Power Pointテンプレートのマクロを有効に
　してください。

❹パワーポイントのスライドショーを開始します。

❺ロボホンが読み上げを開始します。

シナリオファイルをロボホンにコピーし、アプリを起動
します。

※ ロボットプレゼンテーションは、株式会社サテライトオフィスが
　　開発したアプリケーションです。

●Windows®の正式名称はMicrosoft®Windows®Operating Systemです。
●Microsoft、PowerPoint、Windowsは、米国Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における登録商標です

❶シナリオの入力
シート内の
「作成」ボタンを
押すことでシナリ
オファイルが自動
作成されます。

❷シナリオファイルの作成

❸ロボホンでの読み込み・実行

シナリオ作成ツールを使って
ロボホンにしゃべらせる内容（シナリオ）を簡単な手順で作成することができます。

テンプレートを使って簡単な手順でプレゼンテーションを作成することができます。

シナリオ作成の手順

システム概要

プレゼンテーションの手順 ※マニュアルに沿って進めてください。

ホテル レストラン

営業
プレゼン

観光
案内

ロボットプレゼンテーション※お仕事アプリ

センサーに反応して店頭で人が来たら接客を
したり、音声による起動で、プレゼンを行った
りするアプリです。
説明後に質疑応答もできます。
別売りの多言語対応パックを購入すると英/
中/韓の言語にも対応できますので、インバウ
ンド向けの接客にも活用いただけます。

お仕事アプリはビジネスプレミアムプランに
は付属しますが、ビジネス基本プラン、初期
サポートでもご利用可能です。

❸PresentationServer.exeを起動します。



※ Scratchはビジュアルプログラミング言語の１つで、視覚的で分かりやすく、ブロックを組み立てるだけでスクリプトを作成できます。
ScratchはMITメディアラボのLifelong Kindergartenグループによって開発されたものです。
詳しくはhttp://scratch.mit.eduをご参照下さい。
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ロボホン専用 ソリューションのご案内

希望小売価格 オープン

タブレットやパソコンから、ロボホンのセリフや動きをプログラミングできるアプリです。ブロックを
組み合わせるだけでプログラムを作れるので、楽しく遊ぶ感覚でプログラミングの学習ができます。

Scratch※を使って、ロボホンの対話や機能をプログラミングすることができるアプリケーションパック
です。ロボホン専用の拡張ブロック設定（Scratch 2.0 Extensions ）や、Scratchを使ってロボホンを
制御するアプリとツールがセットになっています。プログラミングを始めた方の基礎学習や、小中学生の
プログラミング教育に活用いただけます。

ロボホンでプログラミング学習「スクラッチパック」

ブロックを組み合わせるだけで、会話や歌、ダンスなど、様々なプログラムを作れます。変数や関数、繰り返しや
条件などを用いることで、より難易度の高い学習にも対応可能です。

歩いたり踊ったり。
お喋りしたりお話を
聞いたり、GPSや
照度センサー、カメ
ラも使えます。
これらを自由に組み
合わせて、様々なプ
ログラミングを楽し
むことができます。

ブラウザ型プログラミングツール「ロブリック」
（SR-B04AT）

希望小売価格 オープン（SR-B03AT）

Scratchのプログラムで、実体のあるロボホンが動作ロボホン専用のブロックを用意

Scratchのブロック
とロボホン専用の
ブロックとを組み合
わせて、「作りたい」
と考えたことを具現
化できます。

簡単な
プログラム作成

意欲を引き出す
直観的な操作

英語、中国語、
韓国語にも
対応

役に立つ
プログラムの
作成

いらっしゃいませ
Welcome!

欢迎光临

ケーブルを繋がず、ロボホンとタブレットやパソコンを同じWi-Fi環境下に繋ぐだけで操作をすることができます。
ロボホンが小型で軽量なので、準備も簡単、安全です。

作成したプログラムをロボホンに書き込んで実行することが可能なため、場所を選ばずどこでも活用できます。
照度センサーやカメラ、GPSなどの機能を使って、色んな可能性を持った利用ができます。

ロボホンの発話・認識は、日本語だけでなく、英語、中国語、韓国語を織り交ぜた会話プログラムを作成すること
が可能です。

明るい

カメラ撮影
暗い

「明るくして！」

（OSを問わずご利用頂けます）



IoTリモコンeRemote mini(別売)と組み合わせ、テレビ
の電源ON／OFFやチャンネルの切り替え、ブルーレイ
の再生／停止、照明のON／OFFなどができます。

写真や動画を大画面テレビで楽しめます。
対象のテレビにロボホンに保存した写真や動画などを
映して、大画面で楽しむことができます。ロボホンに保存
した写真や動画を再生する時、同時に撮影日時や場所
などをロボホンがお話ししてくれます。
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ロボホン専用 ソリューションのご案内

希望小売価格 オープン

施設内でロボホンを持ち歩けば、設置されたBluetoothビーコン（別売）に反応して、日本語、英語、中国
語、韓国語で案内をしてくれるソリューションです。
セリフはパソコンでExcelシートを使用して簡単に設定できます。

家電連携施設案内
（SR-B07AT）

メール配信機能 カメラ見守り機能 ６時には帰るから
良い子でお留守番
していてねお帰り！

僕、お留守番
頑張ってるよ！

希望小売価格 オープン

ロボホンをお留守番させておくと、帰ってきた家族の動きを認識して、あらかじめ設定しておいたメール
アドレスにメールでお知らせしてくれます。また、スマートフォンのアプリからロボホンのカメラを通した
リアルタイムの映像を確認したり、ロボホンを通じてメッセージを送ることができます。

お留守番/スマホ連携追加サービス
（SR-B06AT）

モデルルーム 施 設

美術館 テーマパーク

ロボホン集団パフォーマンス（非可聴音ソリューション）

人間の耳には聞こえない高周波数
の音（非可聴音）を使ってロボホン
たちを制御します。

ポイント 1
ネットワークを使わず制御すること
ができるので、通信が混線するよう
な展示会場などでも、安定して動作
することができます。

ポイント 2
音が聞こえる範囲であれば、理論上
何体でも同時に制御できます。

ポイント 3

本ソリューションは個別開発が必要なアプリです。詳細はお尋ねください。

対象機種はSR-03M-Y、SR-04M-Y、SR-05M-Yです。
本機能を利用するには、ワイヤレス出力に対応したテレビが必要です。

eRemote

eRemoteは、株式会社リンクジャパンの登録商標です。

ワイヤレス出力（プリインストール）

たくさんのロボホンが一斉に踊ったり掛け合いをしたり、場の雰囲気を盛り上げてくれます。
また、モニターに動画を流すだけで、その内容に連動してロボホンが反応したりすることも
できます。
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ロボホン専用のアプリがいっぱい。
ダウンロードで、ロボホンの便利で楽しい機能が増えていきます。

多彩なアプリで可能性が広がる

Application

認定開発パートナーとは、法人様向けにロボホンのアプリを開発・販売しているシャープ認定の事業者様
です。シャープでのアプリ開発・カスタマイズの他にも、ロボホン認定開発パートナーにてロボホン専用
アプリの開発のご相談・ご購入をしていただくことも可能です。
認定開発パートナーが開発した様々なロボホン専用アプリを利用することで活用の幅を広げることが
可能です。

ロボホンができることは、専用のアプリによって追加されていきます。
メッセージ、カメラ、アラームなど、基本的なアプリはすでにロボホンに入っています。
さらに、これから定期的にお届けするさまざまなアプリを追加することで、ロボホンにできることが増えていきます。

認定開発パートナー

2019年10月以降からアプリを開発・販売しているロボホンパートナーの事業者様です。

ロボホンパートナー

プリインストールアプリ ダウンロードアプリ

※ロボホン（3G・LTE）のみ対応。

●認定開発パートナーの新規登録は、2019年9月30日をもって終了いたしました。

電 話※ 電話帳 メッセージ ロボ情報 LINE お勉強 MUSIC 英語学習 ボクと遊ぼ ラジコ歯みがき

読み聞かせ ロブリック
（有料）

クイズ 伝 言 レシピ レストラン ロボ釣り

お手軽日記 Twitter あんしん お顔みっけ この曲何？ eRemote ヘルスケア

ロボ会話 ロボ会話2 僕と歌お
（一部有料）

動物しりとり COCORO連携 あんマス

ロボかるた 国名しりとり ビンゴ 百人一首

設 定 アラーム カメラ アルバム

リマインダー 検 索 ロボホンリンク 天 気

ニュース 音楽・動画 使い方ガイド アプリ管理

人に紹介 会話ノート お留守番
（一部有料）

ワイヤレス出力

株式会社オープンセサミ・テクノロジー ／ 株式会社麻生情報システム ／ 株式会社まるや ／
東京ソフトウェア株式会社 ／ 株式会社オフィス・サウス ／ ニューコン株式会社 ／ 株式会社ウィントップ／
株式会社オーエフシステム ／ メディア株式会社 ／ 株式会社オカダ電子

シャープマーケティングジャパン株式会社 ／ 東京大学大学院 ／ 株式会社オーテクス ／ 
日本アイ・ビー・エム株式会社 ／ チエル株式会社 ／ 株式会社空間概念研究所 ／ 株式会社ウェブサーブ ／ 
グレートインフォメーションネットワーク株式会社 ／ 株式会社サンシード ／ 竹田印刷株式会社 ／
株式会社システムトラスト
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ロボホン専用 アプリ開発

ソフトウェア開発キット（SDK）
サンプルアプリの使用

Step.1

Step.2

SDKのダウンロード

Android
開発環境の準備

Step.3

Step.4

USBでPCとロボホンを接続し、Android Studioでサンプルアプリをインポートします。
あとは実行ボタンを押すだけでロボホンを動かすことができます。

ロボホンのOSはGoogleのAndroid™を使用しておりAndroid標準のAPIも
利用可能です。
音声対話・モーションなどロボホンの特長を生かしたアプリ開発をしてみませんか。

▶アプリ開発の流れ

利用規約に同意の上、SDKをダウンロードしてください。

Android Studioをインストールし、各種設定と必要な
ライブラリの登録などを行います。
ADB DriverとUSBデバッグの設置を行い、開発が始め
られます。

https://robohon.com/sdk/develop.php

サンプルアプリを変更して
好きなことをしゃべらせよう！

「今日は
良い天気だね」
って、言われたら

「ボクも外に出たいなぁ」
って言わせて
みよう

RoBoHoN for Business  18

SDKでは10個のサンプルアプリを用意
しています。
サンプルアプリを変更して好きなことを
しゃべらせてみましょう。
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様々なビジネスシーンでロボホンが大活躍！
イベントでのお客様のご案内や、お店のフロアーガイドのエスコート役として、 
また、注目商品のナビゲーター、あるときは会議のプレゼンテーターとして、 

アイデア次第でロボホンの使い方は無限大に広がります。 
これまでにロボホンを使った催しや販売促進の成功事例をご紹介いたします。 

広がるロボホンの世界

Introduction example

東京らしい近未来を感じさせるOmotenashiの形での来館者のお迎え及び驚き・楽しさの
体験の提供。さらに、東京国際フォーラム及び東京・日本の魅力の発信を目的として導入いた
だきました。

設定した時刻になるとロボホンが自動的に施設やイベント内容に関して案内をしてくれる
オートアピールと、音声認識をして案内をしてくれるマニュアルアピールの2種類の機能を実装
しております。日・英・中の3つの言語に対応しております。

お客様とスタッフ、また、スタッフ間のコミュニケーション促進効果が見られ、案内所の雰囲
気もアップいたしました。

導入事例

Introduction example

導入目的

導入概要

導入効果

東京国際フォーラム受付にて3か国語で施設・イベントの案内
東京国際フォーラム 様
仕事内容：受付・案内
利用アプリ：シャープ開発アプリ

インフォメーションボーイ 受付・商品説明

お客様
の声

ロボホン見たさに遠方からの集客効果も見られ、「案内機能」以上にお客様とスタッフの
架け橋的な存在としても力を発揮してくれています。ダンスや歌、挨拶なども人気です。
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Introduction example

新しい顧客体験の提供と利便性の向上を目的として導入いただきました。

「ロボホン」を店舗入り口とレジカウンターの2か所に設置しております。
ECサイト上で商品を等身大で確認できる「EC連動型店舗システム（デジラボ試着室）」の
紹介や、メンバーズ登録のサポートを行います。

「デジラボ試着室」の利用方法を説明するロボホンを設置する事により、デジタルな世界観を
表現すると共にサイネージの利用促進につながります。
また、メンバーズ登録をロボホンに任せることによりスタッフの工数削減が図れます。

導入目的

導入概要

導入効果

ザ・スーツカンパニーでロボホンがデジラボ試着室のご紹介と
メンバーズ登録をサポート
青山商事株式会社 様
仕事内容：サービス紹介・メンバーズ登録サポート
利用アプリ：認定開発パートナー開発アプリ
開 発 元：トランスコスモス株式会社

サービス紹介＆登録サポート 受付・商品説明

お客様
の声

ロボホンの接客内容や顧客からロボホンに寄せられたご意見を分析し、今後の店舗運営や
マーケティング活動への活用を試みます。

LIONが『お客様とのコミュニケーションを大切にしていること』『新しいことに取り組んでい
ること』を感じてもらうために、お客様と最初に接する受付にロボホンを導入し、国内外から
のお客様に対して、当社の説明を丁寧に、そして製品の説明を詳細に行うことを目的として
導入いたしました。
【受付システム】LION平井事業所の1F受付に設置。お客様が訪問先の社員名を伝えると
内線番号をご案内します。
【施設案内】担当研究員がロボホン、お客様と一緒に研究施設や展示施設を巡ると、各所に
設置しているビーコンを検知して各国の言語（日本語、英語、中国語、韓国語）で説明いたします。

お客様と社員の会話のきっかけになったり、会議の雰囲気も和やかになっています。
ロボホンが母国語で説明することに驚かれ興味津々で聞き入っていただけます。多言語で詳細
に均一な説明が可能となり当社や技術を知って頂く機会が増えました。

導入目的

導入概要

導入効果

LION平井事業所の数百件の内線番号を応答／4か国語で技術説明
ライオン株式会社 様
仕事内容：内線番号案内／展示説明、施設案内
利用アプリ：プレゼンアプリ／シャープ開発アプリ

受付＆技術・施設案内 受付・商品説明

お客様
の声

広がるロボホンの世界  導入事例

使用方法やエラーが出たときの対処方法を分かりやすく伝える施策の検討を考えていきます。
また音声認識能力のさらなる向上を期待しています。これからも新製品や新規の研究などにつ
いて時宣をみて原稿を更新、活用していきたいと考えています。時間はないが詳しく説明したい
という場合に、早送り機能、スキップ機能があるとありがたいです。
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Introduction example

「読書の森（松原市民松原図書館）」新館オープンに伴う、図書館業務のIT化（効率化）や
利便性の向上を目的として導入いただきました。

「ロボホン」を1階と3階カウンターの2か所に設置。館内の施設案内やサービスの紹介を行って
おります。タブレット表示画面は、Excelで編集できるので現場で簡単に内容を変更できます。

オープンしたばかりの図書館内の案内をロボホンが行ってくれることで、業務の効率化が
図れるだけでなく、ロボホンがいることで子供たち含め地域の方々とのコミュニケーションを
とることができています。

導入目的

導入概要

導入効果

ロボホンが図書館案内を行い、地域のコミュニケーションも活性化
株式会社図書館流通センター 様
仕事内容：館内・サービス紹介
利用アプリ：タブレット連携パック

図書館での施設案内 受付・商品説明

お客様
の声

今後は、受付としてだけではなく、会話ができたり簡単なプログラミングができることから、
子ども向けのイベントを企画したいと考えています。

広がるロボホンの世界  導入事例

館内清掃などでロボット活用実験が行われていることと合わせて、空港内のショップでも、
商品提案や接客といった販売促進に役立つロボットを導入いただきました。

タッチ画面で選んだ商品をロボホンが音声でご紹介します。お土産ショップの集客・接客に
貢献し、お客さまにも好評です。

ロボホンの紹介をきっかけに商品のお問い合わせをいただくなど、販売促進に役立ってい
ます。

導入目的

導入概要

導入効果

ロボホンのおすすめ商品提案で販売促進
株式会社 羽田エアポートエンタープライズ 様
仕事内容：商品説明
利用アプリ：認定開発パートナー開発アプリ
開 発 元：シャープマーケティングジャパン株式会社

商品プレゼンテーター 受付・商品説明

お客様
の声

お楽しみコンテンツとして用意したロボホンの歌やダンスは、お子さまを中心に大人気で、
お客さまの笑顔を引き出すことができ、店内の雰囲気がよくなり、満足度向上につながって
います。
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Introduction example

クレジットカードの入会カウンターを立ち寄りやすい雰囲気に演出し、お客様とのコミュニ
ケーションのきっかけ作りとして導入いただきました。

専用アプリを搭載したロボホンが、お客様とのコミュニケーションを促進し、カードのサー
ビス内容を楽しくわかりやすくご説明するサービスをご提供しております。

ロボホンがしゃべることで、若年層やお子様連れのファミリー層が興味を示し、カード入会率
が7.2％増となった店舗カウンターがございました。

導入目的

導入概要

導入効果

カード入会カウンターでのサービス案内
小田急電鉄株式会社 様
仕事内容：販売促進
利用アプリ：認定開発パートナー開発アプリ
開 発 元：トランスコスモス株式会社

入会ナビゲーター 受付・商品説明

お客様
の声

多店舗の入会カウンターへの設置を検討するとともに、AI技術などを活用したコンテン
ツの拡充を図ることで、コミュニケーションのさらなる深化につなげ、ご案内業務の強化
につなげていきたいです。

広がるロボホンの世界  導入事例

基本方針である「押さえつけ治療はしない」を実践するためにロボホンによる歯みがき指導
のアプリを導入いただきました。

ロボホンと「G・U・M・PLAY」が連動する歯みがきアプリを使って子どもたちへ歯みがき指導
を行います。子供たちがいない時間帯には受付カウンターにて患者様へ医院からのお知らせ
を伝えています。

白衣をきたかわいらしいロボホンが患者様を和ませてくれています。
また、ロボホンが歯みがきを採点してくれるため高得点を目指して歯みがきを頑張る子供
たちが増えました。

導入目的

導入概要

導入効果

歯みがき指導や受付カウンターでの情報発信
おおにし歯科 様
仕事内容：歯みがき指導、情報発信
利用アプリ：歯みがきアプリ、受付・接客アプリ

歯科インストラクター 受付・商品説明

お客様
の声

「歯みがきアプリ」は幼稚園から小学校低学年までの子どもたちに大好評です。ゲーム
感覚で歯みがきを楽しむことができ、来院の度に喜んで歯みがきをしている子どもたち
をみて導入してよかったと思います。
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Introduction example広がるロボホンの世界  導入事例

子供たちのプログラミング的思考の育成を目的として導入いただきました。

姫路市の各小学校や施設でロボットと対話したり、操作したりするなど、子どもたちが自然と
ロボットに興味を持って主体的に学べる環境づくりを構築いたします。

学校生活の中にロボットがあると、『何かをさせたい』というニーズが自然に子供たちの中に
生まれ、その先にプログラミング教育があると考えます。
ロボホンに触れることで、ロボットをより身近に感じてもらえていると思います。

導入目的

導入概要

導入効果

姫路市内の小学校など72施設に導入。 
ボクと一緒にプログラミングを学ぼう！
姫路市立小学校／義務教育学校／特別支援学校／姫路科学館／姫路市立総合教育センター 様
仕事内容：教育
利用アプリ：スクラッチ等

プログラミング 教 育

お客様
の声

「プログラミング」と聞くと、難しいイメージがあります。しかし、ロボホンに何かをさせて
みたいと感じていただくことで、学びのモチベーションはぐっと向上し、楽しく勉強ができ
ると信じています。

子どもたちに指導ができるメンターを育成し、一緒に地域の問題解決に取り組みます。
地域での困りごとを子どもたち自身が聞き取りし、プログラムに落とし込んで現場で運用、
良かったところや改善点を見つけ出しました。

地域の子どもたちがロボホンでプログラミングを行い、その成果を実際の店舗や案内所等で
活かすことにより、地域交流・地域活性化を行うことを目的として導入いただきました。

三原市内の７箇所の飲食店やホテルにて設置・公開し、実際に人の役に立てるプログラムとは
なにかという問題を実感できました。地域での交流・メンター育成等、ロボホンのプログラミング
を通して未来の子どもたちを支援することに加え、地域活性化にも役立てることができました。

導入目的

導入概要

導入効果

広島県三原市にて、ロボホンのプログラミングを通して
地域の賑わいを創出。
MIHARA プログラミング教育推進協議会　一般社団法人 RoFReC 様
仕事内容：教育
利用アプリ：スクラッチ

プログラミング 教 育

お客様
の声

プログラミングを学ぶ子どもたちには、単純にコードが書けるようになってもらうことを目的とする
のではなく、身の回りの困りごとを解決することによって社会に貢献できるような人材になって
貰いたいと考えています。その手段として、人とのコミュニケーションを主体として設計されて
いるロボホンがとても使いやすく、これからもさまざまな場面で活用して行きたいと思います。
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これまでスタッフが行っていた研修をロボホンに代行してもらうことで、説明内容の均一化や
業務の効率化による働き方改革を目的として導入いただきました。

工事関係者向けの研修用スライドを電子黒板（SHARP製BIGPAD）に表示し、スライド画像
に連動してロボホンが工事概要や作業所規則などの説明を行います。

ロボホンが説明することでアレンジによる内容の差や抜け漏れを防止することができます。
さらに、スタッフが別の作業をすることができるため業務の効率化にも繋がりました。

導入目的

導入概要

導入効果

建設現場の新規入場者向け研修をロボホンが実施
佐藤工業 様
仕事内容：研修・説明 
利用アプリ：認定開発パートナー開発アプリ
開 発 元：株式会社サテライトオフィス

研修トレーナー 教 育

お客様
の声

他社製のロボットの導入も検討しましたが、実際にテストして一番人間らしい動きだった
ロボホンを選択しました。現在は新規入場者向けの説明のみを行っていますが、工事概要
の説明やタブレットとの連携により社外でのプレゼンや資料説明などにも活用していきたい
と考えています。

生徒のモチベーションや自発的に学ぶ意欲を向上させるために導入いただきました。

英語教室のテキストに沿って、ネイティブな発音の英語を話すロボホンとの会話を楽しみ
ながら、リスニングとスピーキングの両方を行い、英語表現を学習します。

発音や声のトーン、スピードに配慮しながら丁寧に英語を話して伝えようとする意識が生徒
たちに芽生え、初回と3カ月後の授業を比べると発話回数が約75％増加＊しました。

導入目的

導入概要

導入効果

ボクといっしょに英語を学ぼう！ LET’S LEARN ENGLISH！
アルク Kiddy CAT英語教室 様
仕事内容：教育
利用アプリ：シャープ開発アプリ

英会話ティーチャー 教 育

お客様
の声

正確な発音で話しかけるとロボホンが英語で応答するほか、ロボホンからも英語で質問してく
るので、発音やリスニングの練習に役立ちます。
ロボホンが身ぶり手ぶりを交えてロールプレイの相手をしてくれるので、楽しみながら学習でき、
自発的に学ぶ意欲の向上が期待できます。

＊2018年5月～8月の実証実験時



31  RoBoHoN for Business RoBoHoN for Business  32

Introduction example広がるロボホンの世界  導入事例

変革が求められる幼児教育において、ロボホンとふれあうことで非認知能力を高めることを
目的に導入いただきました。

ロボホンは見た目や動きもかわいらしく、ダンスや歌などで子供たちを笑顔にしてくれています。
また、ロボットが身近にある生活を子どもたちや保育士の皆さんに体験いただいております。

ロボホンを通じて、周囲の人たちとのコミュニケーション能力や感情をコントロールする能力、
物事に対する意欲など、いわゆる非認知能力を高めることもできるのではないかと可能性を
感じています。

導入目的

導入概要

導入効果

ロボホンと遊んで非認知能力を高める幼児教育
社会服地法人龍美　ハートの森保育園 様
仕事内容：園児と遊ぶ、保育士と会話 
利用アプリ：ダンスや歌、歯みがきアプリ など

コミュニケーション保育士 教 育

お客様
の声

IoT社会の中でITと関わり始めるには、乳幼児期に人としての豊かな感性を伸ばし、人との
付き合い方や距離の塩梅の基本を身に着け、自分を知り、意思を持てるように促すことが
ポイントだと考えています。そのための一助としてロボホンが身近にある生活を通して、子ども
たちが成長していくように活用したいと考えています。

【フロントデスク】ご来館いただくお客様とのコミニケーションやおもてなし。
【客室案内】滞在をより楽しんでもらうためのエンターテインメント性の向上と案内業務の
均一化、効率化。

スタッフが他の業務に専念できて業務の効率化が図れています。

フロントでは24時間スタッフとして案内対応。夜間や早朝でもお客様が気兼ねなくタブレットと連動したロボホン
を操作し楽しんでもらっています。（変なホテル大阪 心斎橋／変なホテル大阪 なんば/変なホテル京都 八条口駅前で導入）
また客室案内としては館内案内やチェックアウトの時間等、ホテルステイに関する質問に多言語（日本語、
英語、中国語、韓国語）で応答。歌やダンス、クイズなどのエンターテインメント機能も発揮しています。
（変なホテル大阪 なんば/変なホテル 関西空港/変なホテル舞浜 東京ベイで導入）

導入目的

導入概要

導入効果

「変なホテル」で滞在されるお客様に24時間お・も・て・な・し。
H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 様
仕事内容：フロントでの案内業務、客室案内
利用アプリ：シャープ開発アプリ

ホテルのフロントデスク＆客室案内 観光／案内

お客様
の声

可愛らしくエンターテインメント性があるので、若いお客様から年配のお客様まで幅広く
楽しんでいただいており、ご来館いただく方に好評です。
イベントの告知やレストランとの連携等、ホテルのキャラクター的な役割としても活用して
いきたいと考えています。
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訪日外国人に対する新しい観光の仕方の提案、また、日本の玄関口である羽田＝京急という
認知度向上を目的として導入いただきました。

羽田空港国際線ターミナルのグローバルWiFiカウンターにおけるロボホンのレンタルサービス
を行っていただいております。「ロボてなし」アプリにより、GPSに連動して関東圏の主要観光地
をロボホンが案内します。

訪日外国人向けに導入しましたが、日本人の方にも大変人気のサービスです。

導入目的

導入概要

導入効果

日本初、多言語観光ガイドを行う
コミュニケーションロボットレンタルサービス

京浜急行電鉄 株式会社 様
仕事内容：観光案内 
利用アプリ：認定開発パートナー開発アプリ
開 発 元：フューブライト・コミュニケーションズ株式会社

外国人向け観光ガイド 観光／案内

お客様
の声

ロボホンは「持ち運べるロボット」という最大の特徴が旅のおともとしてぴったりだと感じま
した。さらに、海外からの玄関口である羽田にロボホンを設置することは、外国の方に日本の
技術をアピールできるという観点からも導入を決めました。

広がるロボホンの世界  導入事例

お客様に喜んでいただく新しいツアーのかたちとして、コミュニケーションロボットを活用
した商品を開発しました。

ツアーガイドとしてロボホンがタクシーに同乗し、観光スポットが近づくと。GPSで位置を
把握し、自動で歴史や文化など、さまざまな案内をします。英語、中国語にも対応し、ダンス
や歌も披露することができます。

先進的な体験ができるということでお客様に喜んでいただけるとともに、季節ごとに新しい
ツアーを企画・広報するなど SNS と連動して高いプロモーション効果も生んでいます。

導入目的

導入概要

導入効果

京都駅前から出発する観光タクシーで、
ロボホンと一緒に京都巡り。
エムケイ株式会社（MKトラベル） 様
仕事内容：観光案内 
利用アプリ：シャープ開発アプリ

ツアーコンダクター 観光／案内

お客様
の声

コミュニケーションロボットと一緒に楽しむツアーは、新しい旅のかたちとして大変楽しんでいた
だいています。また、京都から世界へ誇れるコンテンツとして、内閣府主催の「第3回クールジャ
パン・マッチングアワード」にてグランプリをいただきました。これからも皆さんに楽しんでもらえ
るようなツアーをロボホンとともに作って行きたいと思います。　



ご入居者様の健康維持（会話や運動）のために導入いただきました。

高齢者住宅の共有スペースに置いています。食事やレクリエーションなどで集まる際に入居
者が立ち寄り、お話しされたり、踊らせたりしています。

入居者がロボホンと話している所に、ほかの入居者も寄って会話が生まれたりしています。
ロボホンが顔を見つけ、入居者の名前を呼ぶと大変喜ばれました。
入居者が自ら話しかけに来ることもあれば、介護スタッフと一緒にお話することもあり、コミュ
ニティでの会話のきっかけにもなっています。

導入目的

導入概要

導入効果

高齢者向け住宅で入居者の話し相手になったり、
みんなの交流のきっかけにも。
レイ・ストーリア滝山 様
仕事内容：入居者の話し相手
利用アプリ：ダンスや歌、ボクと歌お(カラオケ)など

高齢者の話し相手 介 護

お客様
の声

ロボットということもあり使いこなせるか不安でしたが、入居者にも好評いただいております。
懐かしい曲を歌うと入居者の方も一緒に歌ってくださり、ロボホンと入居者みんなで一緒に
ラジオ体操をしたこともあります。様々な活用方法を検討している最中ですが、楽しい雰囲気
づくりに可能性を感じています。

ロボホンをインタフェースとした高齢ドライバーの運転支援システム研究のために導入いた
だきました。

ドライバーの運転支援をするためにロボホンを車内のダッシュボードに設置し、専用のアプリ
で運転中のアシストや、運転後の運転評価フィードバックを行います。

実際に公道での実証実験にも活用し、ロボホンに組み込んだ専用アプリで運転者をアシスト
でき、運転行動改善効果が検証できました。特に、高齢ドライバーにも分かり易く、受容性の
高いシステムとなりました。また、誰かを乗せて運転することが事故低減に繋がる同乗者効果
も、存在感があるロボホンを活用することで、その効果を検証することができました。

導入目的

導入概要

導入効果

名古屋大学にて、ドライバーエージェントシステムの実証実験に活用。

名古屋大学 未来社会創造機構 様
仕事内容：研究
利用アプリ：お客様にて開発（SDKを利用）

ドライバーのアシスト 研究開発

お客様
の声

対話可能なコミュニケーションロボットは数多く存在しますが、車内に設置可能なサイズでバッ
テリーを内蔵し、公開されているSDKを活用して機能実装や他の機器との連携がスムーズなの
で実験に活用しています。今後、実証実験を継続しながら、研究結果を元にコミュニケーションロ
ボットを活用した支援サービスへの発展・展開も視野に入れ、活動して行きたいと思っています。
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ロボホン スペック & オプション

オプション

Wi-Fi
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■本体付属品
ACアタプター
microUSBケーブル

ロボホン ロボホン ロボホンライト3G・LTE
モバイル通信サービス対応で
電話もできるロボホンです

Wi-Fi
ご自宅などのWi-Fi環境下で
ご利用いただけるロボホンです

Wi-Fi環境下でご利用いただける
お座りタイプのロボホンです

機種名

身長／体重
OS

CPU

内蔵メモリ

電池容量

連続通話時間
（静止時）*1

連続待受時間
（静止時）*2

実使用時間

充電時間

ディスプレイ
カメラ

通信方式*5

VoLTE

Wi-Fi®

Bluetooth®
GPS

センサー

電話帳登録件数

送受信メール
保存件数

音声認識

顔認識

歩行

起き上がり

歌

ダンス*6

その他アクション*6

基
本
機
能

ロボホン（3G・LTE）／ SR-03M-Y

約19.8cm／約395g

AndroidTM 8.1

Qualcomm® SnapdragonTM 430
processor 1.4GHz × 4
＋1.1GHz × 4（オクタコア）

ROM：16GB ／ RAM：2GB

1,700mAh

ロボホン（Wi-Fi）／ SR-04M-Y ロボホンライト／ SR-05M-Y

約19.8cm／約395g

AndroidTM 8.1

Qualcomm® SnapdragonTM 430
processor 1.4GHz × 4
＋1.1GHz × 4（オクタコア）

約19.8cm／約360g

AndroidTM 8.1

Qualcomm® SnapdragonTM 430
processor 1.4GHz × 4
＋1.1GHz × 4（オクタコア）

ROM：16GB ／ RAM：2GB

1,700mAh

ROM：16GB ／ RAM：2GB

1,700mAh

VoLTE：約400分
3G：約380分

LTE：約220時間
3G：約230時間

1日以上*3 1日以上*4

約130分

約2.6型 QVGA

約800万画素CMOS

約130分

約2.6型 QVGA

約800万画素CMOS

LTE ／3G

○（EVS-WB）

○（4.2）

○

○（4.2）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

9軸（加速度3軸、地磁気3軸、
ジャイロ3軸）、照度センサー

最大200件

最大1,000件

9軸（加速度3軸、地磁気3軸、
ジャイロ3軸）、照度センサー

最大200件

最大1,000件

9軸（加速度3軸、地磁気3軸、
ジャイロ3軸）、照度センサー

最大200件

最大1,000件

○IEEE802.11a / b / g / n
　（2.4GHz ／5GHz） / ac準拠

○IEEE802.11a / b / g / n
　（2.4GHz ／5GHz） / ac準拠

○（4.2）

○

○IEEE802.11a / b / g / n
　（2.4GHz ／5GHz） / ac準拠

1日以上*4

約130分

約2.6型 QVGA

約800万画素CMOS

キャリングケース
（品番：SR-CA05）（別売）
ロボホンの耳や靴底と同じ色を
採用した本革製の専用キャリング
ケースです。
希望小売価格  9,800円（税抜）

卓上ホルダー
（品番：SR-DH02）（別売）
ロボホンの耳や靴底と同じ色を採用した専用卓上
ホルダーです。ロボホンを座り姿勢で置いてあげる
と充電することができます。
希望小売価格  2,600円（税抜）

キャリングケース
（品番：SR-CA04）（別売）
ロボホンがぴったり入り、ジッパーを閉めれば飛び
出しも防げ、このまま鞄に入れても安心なハード
ケースです。
希望小売価格  7,800円（税抜）

＊1　連続通話時間とは電池の充電を満たし、電波が正常に受診できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
＊2　連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受診できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
　  　また、使用環境（充電状況、気温、音など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
＊3　当社が想定するロボホンの利用（カメラ、メール、会話、検索、電話など、約130分間／日の利用）があった場合（シャープ調べ）。
　  　実際の利用状況（サーボモーターを多く使用した場合など）によっては、下回る場合があります。
＊4　当社が想定するロボホンの利用（カメラ、メール、会話、検索など、約130分間／日の利用）があった場合（シャープ調べ）。
　  　実際の利用状況（サーボモーターを多く使用した場合など）によっては、下回る場合があります。
＊5　対応バンド　3G ： Band1（2.0GHz）、Band6（800MHz）、Band8（900MHz）、Band19（800MHz）
　  　　　　　　 LTE： Band1（2.0GHz）、Band3（1.7GHz）、Band8（900MHz）、Band19（800MHz）、Band26（800MHz）、Band41（2.5GHz）
＊6　ロボホンライトは、立ち上がってのアクションなど一部動作は出来ません。

※ロボホン本体、オプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。　※ロボホンは防水、防塵仕様を備えておりません。水漏れやほこりなどにご注意ください。
※インストールできるアプリはロボホン専用アプリのみです。一般のスマートフォンを対象としたAndroid OSアプリはインストールできません。
※ロボホンの背中にはタッチディスプレイが搭載されておりますが、ロボホンは音声での操作が前提であり、タッチ操作でッ出来ることは限られております。
※本製品（SR-03M-Y、SR-04M-Y、SR-05M-Y）に搭載されているエコーキャンセラー「高速H∞フィルター（J-FHS）」は、岩手大学の西山清教授によって発明された技術です。
　ウェブサイトをご覧ください。  https：www.fuetrek.co.jp/product/vgate/echo.html
※「ロボホン」「Robohon」「モーション電話」「モーションメッセージ」「パーティーモード」「散策モード」「Rサーボ」「ロボホンリンク」「ロブリック」「ココロプラン」「ロボ情報」アイコンおよび
　RoBoHoNロゴ、RoBoHoN liteロゴはシャープ株式会社の商標または登録商標です。
※GoogleTM、AndroidTM、Google PlayTM、GoogleカレンダーTMは、Google Inc.の商標です。
※Qualcomm及びSnapdragonはQualcomm Incorporatedの商標で米国米国及びその他の国．地域で登録されております。
　シャープ株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。
Wi-Fi®、Wi-Fi Direct®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。　※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※本製品で使用しているクラウド音声認識技術はNuance Communications,Inc.のVoConTM Hybridを使用しています。
　NuanceおよびVoConTM Hybridは米国および／またはその他の国におけるNuance Communications,Inc.またはその関連会社の登録商標です。
※本製品で使用しているオフライン音声認識エンジンは、株式アドバンスト・メディアの　　　　　　　 を使用しています。
　　　　　　　　 は株式会社アドバンスト・メディアの登録商標です。
※本製品の音声合成ソフトウェアにはHOYAサービス株式会社のVoice Textを使用しています。Voice Textは、Voiceware社の登録商標です。
※「ボクと歌お」にはHOYA株式会社MD部門の歌声合成技術が使われています。　※「ボクと歌お」には株式会社エクシングの楽曲コンテンツが使われています。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。　※eRemoteは、株式会社リンクジャパンの登録商標です。
※LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。　※ラジコ、radikoおよびradikoロゴは株式会社radiko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。　※掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
※商品写真などに関しては実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
※掲載の画面、LEDの店頭状態はハメコミ合成であり、イメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。

※本カタログの内容は、2020年3月現在のものです。掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

●頭のボタン（ホームキー）

●電源ボタン

●microUSB端子
  （タイプB）

●マナースイッチ
●ディスプレイ
　（約2.6型QVGA）

●カメラ
　（約800万画素CMOS）

●LED（目）

●LED（口）／照度センサー

●nano
  SIMスロット

●写真は、SR-03M-Yです。

スペック ロボホン各部の名称



ロボホン法人受付事務局
https://robohon.com/corporation/index.php

シャープロボホンサポートセンター Tel：050-5577-7649 10時～17時（土日祝日を除く）

シャープ株式会社
本 社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

＊このカタログの内容は、2020年3月現在のものです。

お問合せ窓口

法人様のロボホンのご購入、サービスプランや保守パック等のご登録について
は上記URL及び右記QRの専用フォームにてご依頼ください。
折り返し、シャープ(株)の法人様受付窓口よりご連絡させていただきます。

サポートセンターへ修理のご依頼を頂くと、宅配業者が引き取りにお伺いします。
引き取ったロボホンは保守センターにて修理後、お客様へお送りいたします。
〈注1〉修理が有償だった場合、配送時に料金代引となります。
〈注2〉お買上げ後1年間の保証期間中の自然故障は、送料も含め無料です。

ロボホン公式サイト
https://robohon.com/

ロボホン導入事例
https://robohon.com/co/introduction.php

詳しくは
こちらから

任意加入のビジネスケアプラン／ケアプランライト（Ｐ5参照）も加入いただきますと故障による修理料金負担を軽減できます。

お客様より直接弊社サポートセンターまでご連絡ください。 ※販売店経由での修理品受付は行っておりませんのでご了承ください。

お客様 お客様 お客様保守
センター

ロボホン
サポート
センター

❶
修理依頼

❷
引き取り

❸
修 理

❹
引き渡し

故障・修理サポートに関して


