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ユニボストアとは 

ユニボの初期設定や、アカウント情報の変更などを行う Web サービスです。 

スマートフォンアプリ「Unibo-with」で利用する友達登録用 QR コードも表示できます。 

 unibo-with を活用すれば、自分のスマートフォンから家族のユニボに電話をかけたり、自分

が所有しているユニボとスケジュールを連携させたりすることができます。 

unibo-with の詳しい使い方については、別紙「unibo-with ガイド」をご覧ください。 

所有者とは 

ユニボの各種設定変更は、所有者にしか行えません。 

家族・友達とは 

家族として登録したユニボとは、ビデオ通話・スケジュールの共有が可能です。 

友達として登録したユニボ同士では、ビデオ通話が可能です。スケジュールの共有はできません。 

家族や友達の管理 

家族や友達を削除したい場合は、ユニボストアのマイページから行うことができます。 

 

用語説明 

スキルクリエイター 

ユニボ専用のソフトウェア開発キット（SDK）です。スキルパックの開発が行えます。 

スキルパック 

ユニボの会話や動作を制御するプログラムのパッケージです。ユニボストアで公開 

（無料・有料販売）することができます。 

コマンド 

ユーザーが特定の言葉（コマンド）を発することによって、ユニボにインストールされた 

スキルパックが起動します。 
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初回設定 

ここでは、ユニボを最初に起動するときの設定を説明します。以下の手順で設定してください。 

 手順１ ユニボストアのアカウントを作成する・・・3 ページ 

 手順２ ユニボストアで QR コードを作成する・・・6 ページ 

 手順３ ユニボにユーザー情報を読み込ませる・・・10 ページ 

 

手順１ ユニボストアのアカウントを作成する 

 ユニボを購入いただいた際、ユニボストアのアカウントを既に作成済みの所有者は、この手順 1 を

行う必要はありません。手順 2 に進んでください。 

 ユニボに家族や友人として登録したいユーザーは、ユニボストアでアカウントを作成する必要があ

ります。 

 

1 ユニボストア（https://store.unibo.info/）にアクセスします。 

2 ［新規会員登録］ボタンをクリックします。 

 

 利用規約のページが表示されます。 
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3 ［同意して会員登録へ］ボタンをクリックします。 

 会員登録（入力ページ）が表示されます。 

 

4 アイコンや氏名、ニックネームなど、必要な情報を入力し、［確認ページへ］ボタンをクリックしま

す。 

 入力内容が正しい場合、会員登録（確認ページ）が表示されます。 

5 登録内容を確認し、［会員登録をする］ボタンをクリックします。 

 

 会員登録（完了ページ）が表示され、登録したメールアドレスに、認証用の URL が記載されたメー

ルが届きます。 
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6 メールに記載されている URL にアクセスします。 

 本会員登録（完了ページ）が表示されます。 

 

次回から、登録したメールアドレスとパスワードで、ユニボストアにログインできます。 
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手順２ ユニボストアで QR コードを作成する 

ユニボの初回起動には、ネットワークとユーザー情報の設定が必要です。 

ユニボストアで、必要な情報の入った QR コードを作成します。 

1 ユニボストア（https://store.unibo.info/）にログインします。 

2 ［アカウントサービス］から、［マイページ］を選択します。 

 

3 ［ユニボ］タブで、購入したユニボを選択します。 

 

 ［ユニボ詳細］画面が表示されます。 

  



ユニボストアガイド  初回設定 

Copyright © Unirobot Corporation. All rights reserved. 7 

4 ［基本設定］を選択します。 

 

  



ユニボストアガイド  初回設定 

Copyright © Unirobot Corporation. All rights reserved. 8 

5 ユニボのニックネームやネットワーク設定、ユニボの設置住所の設定を行います。 

無線 LAN を使用する場合は、SSID（ネットワーク名）とパスワードを指定してください。 
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6 設定が完了したら、画面下部にある［設定］ボタンをクリックします。 

 QR コードが生成されます。 

 

7 表示されている QR コードを A4 用紙などに拡大印刷します。 
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手順３ ユニボにユーザー情報を読み込ませる 

初回起動時に、ユニボは所有者のユーザー情報を読み込みます。 

1 電源を入れて、ユニボを起動します。 

 ユニボが自己紹介を始めます。 

2 「ストアで作成した QR コードを僕にかざしてください。」とユニボが言ったときに、ユニボに QR

コードをかざします。 

3 「顔を覚えていきますので、順番に顔を見せてください。」とユニボが言ったときに、ユニボ所有者

や家族、友人の顔を順番に見せます。 

4 ユニボが設定を行っている間、しばらくお待ちください。 

 ユニボが「初期設定は、これで終わりです。お疲れ様でした。」と言ったら、登録完了です。 

 

 ユニボに QR コードを正しく読み取ってもらうためには、以下のコツがあります。 

 QR コードを A4 サイズの用紙に拡大コピーして見せましょう。 

 QR コードの上下を正しくユニボに見せましょう。 

 ユニボの正面にまっすぐ立って、QR コードを見せましょう。 

 

 ユニボに顔を覚えてもらうには、以下のコツがあります。 

 逆光になると、顔が暗くなり認識しにくくなるため、ユニボの正面に電灯や窓が映らないよう

にしましょう。 

 なかなか顔を認識してもらえないときは、少し顔を動かしてみてください。 

 

これでユニボの初期設定が完了しました。この日からあなたのパートナーとして、好みを覚え、生活のサ

ポートを行います。会話を通してユニボは言葉のバリエーションを増やすことができます。ユニボにも

色々なことを質問してみましょう。 
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ログイン方法 

初回設定で登録したメールアドレスとパスワードを利用して、ユニボストアにログインします。 

 

マイページ 

ユニボストアにログインすると最初に「マイページ」が表示されます。 

マイページには、以下のタブがあります。 

 ［ユーザー］タブ 

 ［ユニボ］タブ 

 ［デベロッパー］タブ 
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［ユーザー］タブ 

ログインしているユーザーの情報が表示されます。ユニボストアのアカウント情報を編集したり、友達を

追加したりすることができます。 

 

 アカウント情報変更 

登録メールアドレスとパスワードの変更ができます。 

 会員登録情報変更 

ユーザー情報の変更ができます。 

 購入履歴確認 

ユニボストアでの購入履歴を確認できます。 

 購入スキルパック 

購入したスキルパックが一覧表示されます。 

 友達追加 

友達に招待するための QR コードを表示します。 

 友達一覧 

ユーザーが登録している友達の一覧が表示されます。一覧の右端にある  をタップすると、友達を削

除することができます。 

＋

＋

＋

＋

＋

＋

－
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［ユニボ］タブ 

［ユニボ］タブでは、購入したユニボの一覧が表示されます。 

 

ユニボ詳細 

ユニボの一覧にある  マークをクリックすると、ユニボ詳細画面が表示されます。 

 

 基本設定 

初回起動時に必要な QR コードを表示します。以下の情報を設定します。 

 ニックネーム設定 

 ネットワーク設定 

＋

＋
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 ユニボ設置住所 

 ファイル 

設定ファイルを取得します。 

 友達 

友達の追加をします。 

友達一覧表示をします。 

 一覧表示で、友達の削除ができます。 

 ギャラリー管理 

ユニボが取得した写真を一覧表示します。 

 ユニボが撮ったものと、unibo-with から共有で取得したものが一覧で表示されます。 

 一覧から、任意の画像を削除することがあります。 

 見守り機能 

ユニボに見守り機能で接続するための設定をします。 

 顔特徴量削除 

登録されているユーザーの顔特徴量を削除します。 

 解約 

ユニボの基本パックを解約します。 

 

 所有者を変更する 

ユニボの所有者を変更し登録することができます。所有者になれるのは、ユニボの家族のみです。 

 家族を変更する 

ユニボの家族を登録することができます。 

 

習得可能スキルパック 

習得可能なスキルパックが表示されます。 

［新たに習得する］：ユニボにスキルパックをインストールすることができます。 

習得済みスキルパック 

すでに習得しているスキルパックが表示されます。 

［最新版（または更新）］：スキルパックが最新版かどうか表示されます。 

［自動アップデート ON（または OFF）］:更新版がリリースされたときに、通知の表示を行うか、通

知の表示を行わず自動アップデートを行うかを選択します。 

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋
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 この自動アップデートは、該当スキルパックの更新についてのアップデートです。 

ユニボの OS アップデート通知の設定は、ユニボ本体の設定画面から行います。詳細について

は取扱説明書を参照してください。 

［忘れる］：スキルパックをユニボから削除します。 
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［デベロッパー］タブ 

デベロッパーライセンスを持っているユーザーには、［デベロッパー］タブが表示されます。 

スキルパックとは 

ユニボの会話や行動をひとつにまとめたアプリをスキルパックと言います。 

デベロッパーライセンスを持っているユーザーは、スキルクリエイターで作成したスキルパックを、ユニ

ボストアで公開することができます。 

 

 デベロッパー登録情報変更 

デベロッパー登録情報を変更できます。 

 スキルパック公開申請 

スキルパックを作成した際には、公開／非公開を選択してユニロボット社に申請します。非公開の場合は、

公開したいユーザーのメールアドレスを設定します。 

申請を行うことで、スキルパックはユニボストアに表示され、ユニボにインストールすることができます。 

 スキルパック更新 

スキルパックをバージョンアップします。 

 スキルパック購入情報 

購入したスキルパックの一覧が表示されます。 

 デベロッパーライセンス解約 

デベロッパーライセンスを解約します。 

 リリースノート 

リリース時の内容が表示されます。 

 

＋

＋

＋

＋

＋

＋
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 スキルクリエイターTips 

開発者向けのスキルクリエイターTips が表示されます。 

 ユニボ機能・コマンド 

ユニボの機能やコマンドの一覧が表示されます。 

 

デベロッパーライセンスについて 

ユニボストアのユーザーアカウントには、一般ユーザーと法人登録ユーザーがあります。また、ユニボの

デベロッパーライセンスには、シルバーライセンスとゴールドライセンスがあります。 

 

一般ユーザーはシルバーライセンスのみ契約可能です。法人登録ユーザーは、シルバーライセンスとゴー

ルドライセンスのどちらも契約することができます。 

 

 

 

 

  

＋

＋
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ライセンスによる違い 

一般ユーザーとシルバーライセンス・ゴールドライセンスでは、スキルクリエイターで利用できるノード

の種類が異なります。 

基本的なノードは一般ユーザーでも利用することができますが、シルバーライセンス・ゴールドライセン

スを取得して、より実践的なノードを利用することで開発の幅が広がります。 

 

 

※ノードの種類は追加・変更されることがあります。 
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ユニボの仕向けによる違い 

ユニボ本体には、家庭向けユニボと法人向けユニボがあります。 

ユニボの仕向けとライセンス種別によって、利用できるノードが異なります。 
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商標・著作権について 

  および unibo、skillcreator（スキルクリエイター）は、ユニロボット株式会社の登録商標および商標です。 

 本製品の一部分に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。 

 その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。 

 

本書の著作権は「ユニロボット株式会社」（以下、弊社）にあります。 

本書の一部または全部を無断で複製・配布することを禁じます。 

 

■オープンソース ソフトウェア 

本製品には、Apache License V2.0 に基づきライセンスされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用して

おります。 

本製品には、GNUGeneral Public License（GPL）、GNU Lesser General Public License（LGPL）、その他のライセ

ンスに基づくオープンソースソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、本製

品の設定画面でご確認いただけます。 

 

免責事項について 

本書の記載内容は機能向上などの理由により、予告なく変更する可能性があります。 

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、予告なく変更される可能性があり、購入された製品と

は一部異なることがあります。 

本書に記載されている使用方法および注意事項を守らなかったことにより発生した製品の損傷や、本製品専用以外の

製品を使用したことによって発生した問題については、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。 

弊社は、本製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、本製品に記憶されたデータの消失・破損につい

ては保証しておりません。 
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