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はじめに 
 この度は「健康王国レク for Pepper Biz3.0」をご購入頂きありがとうございます。 

 ご使用の前に必ず本書をよく読み、十分ご理解頂いたうえで正しくお使いください。 

 

 

ご注意 

 本書の内容の一部または全部を無断転載する事は禁止されています。 

 本サービスの仕様及びマニュアルの内容は、改良のため予告なしに変わる事があります。 

 各種「サービス利用規約」をよくお読み頂き、同意の上サービスをご利用ください。 

 一部、実際の画面イメージと異なる部分があります。 

 健康王国レク for Pepper Biz3.0 は、ソフトバンクロボティクスの Pepper を活用し、弊社

が独自に実施しているモノです。 
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健康王国レク for Pepper Biz 3.0 取扱説明書 

 

1. 概要 

本アプリは、Pepper 上で動作するアプリです。 

本アプリを利用するためには、Pepper for Biz 3.0 が必要です。 

本アプリを利用すると、健康王国の動画（以下、コンテンツ）に合わせ、Pepper が進行の補助をします。 

アプリは、コンテンツを一つずつ再生することと、予めプログラムされたプリセットプログラムの再生

ができます。 

プリセットプログラムは、初心者でも実施しやすい「やさしい」、少し運動をしたいときの「ふつう」、い

つもよりちょっとがんばりたいときの「がんばる」の 3 種類を用意しています。 

操作は、全て、Pepper に備えられた胸タブレットから行えます。 

コンテンツ動画も、Pepper の胸タブレット上で再生することができます。 

また、別売の ChromeCast を利用することで、コンテンツ動画を外部の TV 画面で再生することもでき

ます。 

 

2. アプリの取得 

パッケージファイルをロボアプリマーケットより取得してください。 

 

3. アプリの起動 

アプリは、お仕事かんたん生成 3.0 から起動します。 

お仕事かんたん生成 3.0 では、APP ボックスに、アプリの名称、アプリのパッケージ名、アプリのアク

ティビティ名を指定することで、アプリを起動させることができます。アプリのパッケージ名およびア

プリのアクティビティ名は、弊社までお問い合わせください。 

領域 記述内容 

アプリの名称 健康王国レク（※任意） 

アプリのパッケージ名 弊社までお問い合わせください 

アプリのアクティビティ名 弊社までお問い合わせください 

※アプリの名称は、「健康王国レク」以外でも動作いたします。わかりやすい名前での運用が可能です。 

 

3.1. パーミッション 

プログラムを初めて利用するときに一度だけアプリが端末上のファイルへアクセスするための許可を与

える必要があります。 

このとき、次のようなダイアログを表示します。 
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「許可」をタップしてください。 

 

3.2. 認証 

プログラムを初めて利用するときに一度だけ認証作業を行います。 

認証時には、次の画面を表示します。 

 
 

ボタン等 機能 

認証コード入力領域 認証コードを入力します。 

〇 入力した認証コードで認証を要求します。 

× 認証作業を中断します。 
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認証コード入力領域に認証コードを入力し、〇ボタンをタップします。 

認証が正しく行われるまで、アプリは実行できません。 

 

3.2.1. 認証コードの入力 

認証コード入力領域をタップすると、ソフトウェアキーボードを表示します。 

キーボードを使って、認証コードを入力します。 

 
認証コードを入力し終えたら、〇ボタンをタップして、認証を要求します。認証コードを正しく入力でき

ていれば、認証され、アプリが起動します。 

 

3.3. コンテンツの出力先指定 

認証後、アプリの起動時には、コンテンツの出力先を指定します。 

コンテンツは、Pepper の胸タブレット（タブレット）または外部の TV 画面（外部ディスプレイ）に表

示することができます。 

表示されたダイアログにていずれかを選択し、「はい」をタップしてください。 

 

ダイアログ表示 選択 

タブレット Pepper の胸タブレットにコンテンツムービーを表示します 

外部ディスプレイ 外部の TV 画面にコンテンツムービーを表示します。 

この場合、ChromeCast（別売）が必要です。 
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外部の TV 画面にコンテンツを表示する場合、ChromeCast（別売）が必要です。 

ChromeCast の TV への接続や設定については、ChromeCast の説明書を参照してください。 

 

4. 外部ディスプレイとの接続 

コンテンツの出力先指定で、外部ディスプレイを選択した場合、最初に、外部ディスプレイとの接続手続

きが必要です。 

外部ディスプレイを利用する場合、ChromeCast（別売）が必要です。 

ChromeCast の設定については、ChromeCast の説明書をご参照ください。 

 

4.1. 外部ディスプレイ接続ボタン 

外部ディスプレイ接続ボタンの四角い枠の中が透明の時、外部ディスプレイとの接続がされていません。 
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外部ディスプレイ接続ボタンをタップして、表示先の選択ダイアログを表示します。 

 

4.2. 表示先の選択 

表示されたダイアログから、該当の外部ディスプレイを選択します。 

 

外部ディスプレイに接続されると、外部ディスプレイに、健康王国のロゴを表示します。 

また、接続に成功すると、外部ディスプレイ接続ボタンの四角い枠の中が黒く塗りつぶされます。 

外部ディスプレイ

接続ボタン 

(枠内が透明) 
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4.3. エラー 

外部ディスプレイに接続されていない状態でコンテンツの再生を行おうとすると、再生を始めるタイミ

ングでエラーとなります。エラーの場合、次のようなダイアログを表示します。 

そのような場合、ダイアログの「はい」をタップしてダイアログを閉じた後、再度、表示先を選択しなお

してください。 

 
 

5. 再生 

コンテンツ表示先を選択した後、コンテンツ選択画面を表示します。 

この画面で利用したいコンテンツを選択し、再生します。 

 

外部ディスプレイ 

接続ボタン 

（黒く塗りつぶされている） 
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5.1. コンテンツ選択画面 

 

コンテンツ選択画面では、単体で再生したいコンテンツを選択できます。 

コンテンツの選択は、コンテンツのタイトルをタップすることで行います。 

画面下部に設けた 3 つのボタン（「おまかせ やさしい」、「おまかせ ふつう」、「おまかせ がんばる」）

をタップして、予めプログラムされたコンテンツを再生することもできます。 

 

5.2. コンテンツを単体で再生する 

 

5.2.1. タブを選択する 

コンテンツは、種類ごとに 3 分野に分けて収蔵しています。利用したいコンテンツが存在するタブをタ

ップして選択することで、利用したいコンテンツを探します。 
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体を動かす 観る／癒す 遊ぶ 

体操など ニュース映像など クイズなど 

※分野は健康王国に準じた分類としています。 

 

5.2.2. 再生するコンテンツを選択する 

コンテンツ選択画面で、利用したいコンテンツをタップすることで、コンテンツを選択します。 

 
 

5.2.3. 選択内容の確認 

選択されると、選択内容を確認するダイアログを表示します。 

ダイアログで「はい」を選択することで、コンテンツの選択を確定します。 

ダイアログで「いいえ」を選択することで、コンテンツの選択を破棄し、コンテンツ選択画面に戻ります。 
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5.3. プリセットプログラムを再生する 

コンテンツ選択画面の下方のボタンをタップすることで、予め設定されたプログラムを再生できます。 

プリセットプログラムは、「やさしい」、「ふつう」、「がんばる」の 3 つがあります。 

 

5.3.1. プリセットプログラムを選択する 

再生したいプログラムボタンをタップします。 

 

 

5.3.2. 選択内容の確認 

選択されると、選択内容を確認するダイアログを表示します。 
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ダイアログには、プリセットに含まれる各コンテンツのタイトルを表示します。 

ダイアログで「はい」を選択することで、コンテンツの選択を確定します。 

ダイアログで「いいえ」を選択することで、コンテンツの選択を破棄し、コンテンツ選択画面に戻ります。 

 

 

5.4. 再生制御 

コンテンツの再生中、ボリウムの調整、再生の停止、再生のスキップができます。 

再生のスキップは、プリセットプログラムの再生中のみに利用できます。 

Pepper の胸タブレットで再生している場合、タブレットの画面をタップすることでボタン類を表示し、

ボタン領域以外を再度タップすることでボタン類を非表示にできます。 

 

 
 

各ボタンの機能は次の通りです。 

 

外部の TV 画面で再生中 Pepper のタブレットで再生中 再生制御ボタン 
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ボタン 機能 

小 音量を小さくします。 

大 音量を大きくします 

□ 再生を停止します。 

▷▷｜ 再生をスキップします。 

 

5.4.1. 再生制御ボタンの表示 

Pepper の胸タブレットにてコンテンツ動画を再生しているときは、画面をタップすることで、再生制御

ボタンを表示させられます。 

 

 

5.4.2. ボリウムを調整する 

「大」「小」のボタンをタップすることで、ボリウムを調整します。 

胸タブレットをタップすると・・・ 再生制御ボタンを表示します 

胸タブレットをタップすると・・・ 再生制御ボタンを非表示にします 
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ボタン 機能 

大 ボリウムを 1 段階大きくします。 

小 ボリウムを 1 段階小さくします。 

 

5.4.3. コンテンツをスキップする 

プリセットプログラムを再生中に、現在再生中のコンテンツをスキップすることができます。 

スキップするためには、スキップボタン（▷▷｜）をタップします。 

 

 
 

5.4.3.1. スキップの確認 

スキップボタンをタップすると、スキップの確認のためのダイアログを表示します。 

ダイアログで、「はい」をタップすることで、スキップすることができます。 

ダイアログで、「いいえ」をタップすると、スキップを中断し、再生を継続します。 

外部の TV 画面で再生中 Pepper のタブレットで再生中 

外部の TV 画面で再生中 Pepper のタブレットで再生中 
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5.4.4. 再生を停止する 

コンテンツの再生を停止するには、再生制御ボタンの中から、停止ボタンをタップします。 

 
 

5.4.4.1. 停止の確認 

再生の停止時には、停止を確認するダイアログを表示します。 

ダイアログで、「はい」をタップすることで、停止することができます。 

ダイアログで、「いいえ」をタップすると、停止を中断し、再生を継続します。 

外部の TV 画面で再生中 Pepper のタブレットで再生中 
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6. アプリ終了 

アプリを終了するには、コンテンツ選択画面で、「×」のボタンをタップします。 

 

コンテンツ選択画面以外からアプリを終了させることはできません。 

 

6.1. 終了確認ダイアログ 

アプリの修了を選択すると、終了を確認するダイアログを表示します。 
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ダイアログで、「はい」をタップすることで、アプリを終了できます。 

ダイアログで、「いいえ」をタップすると、アプリの修了を中断します。 

 

アプリを終了すると、お仕事かんたん生成 3.0 に戻ります。 

 


