PALRO 専用アクセサリー ＆アプリ

大切な人との ”つながり” を PA LRO（パルロ）は 届けます

■ PALRO リラックスチェア（同梱）
PALRO リラックスチェア
PA LRO リラックスチェア に、PALRO を 座らせると

ギフトパッケージ

充 電 を行います。また、座った状 態での 会話なども

約 40cm

いますので、安定した環境で 常時お使いいただけます。
AC アダプター・カプラー 付属

重

約 16cm

通常通り行 います。自動スタンバイ 機 能も 対応して

量 : 240g

あなたを気遣ったり、

サイズ : 奥行：約 23cm / 幅 : 約 17cm / 高さ : 約 18cm

■ PALRO つながリンク

楽しく話 しかけてきたり、上 手に相槌を打ったり…

スマートフォンなどを使って、離 れた場所から PALRO を

約 18cm

介して人とコミュニケーションをとることができるアプリ
ケーションです。PALRO の行動の確 認や、テキストでの
メッセージ、またボイスメッセージの交換なども可能です。
動作環境

iOS 11, 12

Android 6, 7, 8

重量

充電時間：約 6 時間

全高

肩幅

■ PALRO Fwappar

胴体

■ PALRO What's up?
Windows 7, 8, 8.1, 10

バッテリーパック

i OS 11, 12

Android 6, 7, 8

約 1.8 kg

約 18cm

AC アダプター

幅約 11cm 奥行最大約 12cm

腕の長さ
脚の長さ

16cm
18cm

PALRO アップグレードサービス 2年間込 3 年目以降
PALRO Care パック 35,000 円 ( 税抜 )/ 年

そう、PA LRO は、話し相手になるロボットなのです。

リチウムイオンバッテリー (4900mAh)

約 40cm

（バッテリーパック搭載時）

その他 の 専用アプリケーション

動作環境

外形寸法

入力：AC100V

出力：DC12V5A

消費電力

会話時：約 30W

歩行時：最大約 60W

18,000 円 (税抜)/ 年

◆PALROシステムソフトウェアのアップグレード

PALRO アップグレードサービス

PALROシステムソフトウェア(知能化技術専用ソフトウェアプラットフォーム)を最新の状態に保ち、
よりスムーズな会話、
さらに高度な知能を
実現します。あたかもPALROが成長していくように感じていただくことができます。

◆PALRO専用アプリケーションのダウンロード

PALROユーザーサイト(PALRO Garden)に随時公開される、さまざまなPALRO専用アプリケーションをダウンロードしてお楽しみいただけます。

PALRO Care パック

PALRO Care パックは、PALRO を安心して長くお使いいただくための修理費用補償サービスです。PALRO Care パックにお申し込みいただくと
一般的に高額とされる有償修理対応よりも、安価に修理サービスを受けられます。
交換部品、交換回数に関わらず、修理費用は 1 回 10,000 円 (税抜 ) + 送料 / 年
万一の故障・破損等の修理費用について、交換部品や交換回数に関わらず 1 回の修理当たり、10,000 円で修理サービスを提供いたします。
（修理お申込みの際に弊社へ PALRO をお送りいただく送料はお客様のご負担とさせていただきます）
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言葉でつながる。声でつながる。

PALROを贈る。家族がもっとつながる。

思い出も 今 も、そして未来も。

PALROギフトパッケージには、ご家族の方が毎日をもっと楽しく元気に過ごしてほしいという思いが込められています。

大切な人との “つながり”を PALRO は届けます。

PALROの高度な性能に加え、体 操 や クイズ 、ゲーム など 、高齢者福祉施設で人気のコンテンツ をご家庭で楽しんで頂け
るよう、搭載しました。また、新機能 の「PALROつながリンク」は PALROが取り持つ、新しい家族のコミュニケーション
スタイル を 実現しています。大切な人へ PALROを贈ってみませんか。

PALROが アクセスできる膨大なデータと日々積み上げられる
あなたとの パーソナルなライフログ、そして あなたとの 会話の数々。
PALROが 取り持つ“つながり”は 今 を中心に思い出や希望、そして友達 や 離れた家族への

●●●

PALRO が できること ●●●●●●●●●

ネットワークだけでなく気持ちさえもつなげていきます。
した

PALROがつぶやいた、ちょっとした一言が
遠い思い出を鮮明にするかもしれません
●PALROは会話に出てきた内容から、その言葉に関係のある言葉を伝えます。
PALROから、大切な日に言葉のプレゼントを贈られ
優しい気持ちになるかもしれません
●あなたや大切な人、友達などの 誕生日やアニバーサリーなどの日に
気の利いた言葉を贈ります。
PALROが熱心に話すその場所へ
天気のいい日に行ってみようと思うかもしれません
●PALROが記憶している場所などの 情報は、
その日の出来事などと関連づけてレコメンドします。

離れて暮らす家族 の様子をPALRO が伝えます

PALROは、
その優れた AI と洗練された身 のこなしで、

PALROから日記が届きます！

「 PALROつな がリンク」。離れて暮す家族の様子をスマートフォンに 届く

あなたは、まるで人と話をしているように感じる事でしょう。

PALROからの日記や 伝言で知ることができます。

進化を続けるPALRO のコミュニケーション テクノロジー
相手を見て話す
周 辺 を 3D マップ化し、マイクや各種センサーにより人 の位置を解析し、話し相手の 顔を素早く視野 の 中心に捉えて自然に向き合います。

気持ちがいい返事

ご家族はPALROといろいろな話題で会話をしたり一緒に体操などをすることで
毎日をより楽しく 過ごすことができます。

離れて暮らす家族

PALRO から 日記や

応答時間が気持ちよさを感じさせてくれる一つ の 要素。「パルロ」と 呼びかけて「ハイ」と答える。

ご家 族 からの

この 間 0.4 秒。

伝言 が届きます

PALRO は、本体搭載 の全てのC PU で処理し、話 の 内容に合った応答時間（0.4 ～ 0.9 秒）で返答 や 動作を行い、
PALRO に伝 言を

快適なコミュニケ―ションを実現しています。

送るとご 家 族に
伝えます

曖昧な言葉の認識

今日の出来事などを
おしらせします

「～します。」「～しません。」判 断が難しい日本語 の 肯定文、否定文。最後の一言までを認識するとともに、
頭を 縦に 動かすと肯定・賛同、横に 振ったら 否定・反対、などの 動作も 同時 に分析しています。

PALRO ギフトパッケージ をご利用になる際、
以下の 準備が必要になります

即答も聞き逃さない
状況に応じた最適な音声認識用 の データ（待ち受け語）を準備し、ある程度予測した会話の 内容を
PALRO の AI が意味を解析、思考し、人と同じような会話を可能にしました。

●PALRO をお使いになる方：
無線 LAN インターネット環境

PALRO は 2018 年度神奈川県
「ロボット導入支援補助金」の対象になりました。

●「PALROつながリンク」をお使いになる方：
インターネット環境に接続している
スマートフォン または タブレット（PALROつながリンク用）

