
作って、プログラミングして、プレイ！

操作マニュアル 



Botzeesへようこそ！ 

製品情報 
名前: ボッツィー
モデル: 83101
パッケージ収録内容：130ピース、ステッカー1セット、USBケーブル1本 
適切な年齢層: 4歳以上
バッテリータイプ: リチウムイオン電池
バッテリー容量: 1500mAh
入力: DC 5V
主な素材: ABS 

Pai Technology Inc. 
520 Broadway, Second Floor, Santa Monica, CA 90401. 

窒息の危険̶̶小さなパーツ。 
おもちゃには小さなボールが含まれています。
3歳以下のお子様には使用させないでください。 

 警告: !

自分で作って操作ができる、可愛らしいプログラミング可能なボットの
Botzeesが登場です。内部センサーとモニターを使いながら、この愛らしい
最新ボットで作って、プログラミングして、プレイしましょう。Botzeesに
は移動、ドラム、ダンス、音を出す、そして光るといった動作をプログラミ
ングすることができます！Botzeesは建造物、プログラミングと創造性を組
み合わせて、学習と創造力を発達させます！ 



箱の中身 

Bluetooth
接続用の電源ボタン 充電ポート

センサー接続ポート 

ユニバーサルホイ
ール接続ポイント

スピーカー

ユニバーサルホイール

1.メインコントロールブロック： 
メインコントロールブロックは、ボッツィーの脳みそです。その他の電子部品やブロックは
ブロックに付けて組み立てることができ、異なる可動ロボットを構築することができます。 

接続ポイント 

プログラミング
可能なライト 

後部 

底部

前部 

このボタンを長押
しして電源を入れます。 
このボタンを長押
しして電源を切ります。 



2.ウルトラソニックセンサーブロック： 

3.デジタルサーボブロック： 

ウルトラソニックセンサーブロックのコネクターとデジタルサーボブロックは、
メインコントロールブロック後部にある接続ポートへ差し込めます。 

デジタルサーボブロックは、回転動作を作り出すモーターです。 

ウルトラソニックセンサーブロックは、距離を識別し、障害物を感知するために
使用されます。 

回転軸とブロック接続 

ケーブル

距離センサーとエフェクトライト

ケーブル

コネクター

コネクター

ブロック接続

どちらかのソケットに差し込む

充電ポート

電源ボタン

コネクターが正しい方向に向いてい
ることを確認してください。 



含まれているピース 
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注記！この製品には電源アダプターが付いていません。  

ステッカー



セットアップ 

アプリを開いて、右上部にあるBluetooth
接続ボタンをタップします。 Bluetoothが
接続されていない場合、ボタンは赤になり、
「OFF」の文字を表示します。

お使いの電子デバイスでBluetoothがオンになっ
ていることをご確認ください。 

2.Bluetoothに接続する 

1 2

1.アプリをダウンロードする 
App StoreまたはPlay Storeで、
「Botzees AR」を検索します。 

互換性のあるデバイス： 

iOS 12以上
iPhone XS と XS Max / iPhone X と XR
iPhone 8 と 8 Plus / iPhone 7 と 7 Plus
iPhone 6s と 6s Plus
iPad Pro (全モデル) /iPad Air (第三世代)
iPad (第五と第六世代) /iPad mini (第五世代)
Android 8.0以上



6

お使いの電子デバイスを、メインコントロール
ブロックから10インチ以内の位置に置いて、
接続をしてください。

Bluetoothが接続されている場合、右上部にあ
るボタンが緑になり、「ON」の文字が表示さ
れます。 

メインコントロールブロック後部にある
電源ボタンを押して、電源を入れてください。

3 4

が表示されたら、デバイスとメインコ 
ントロールブロックは無事に接続されてい
ます。

5



3.Bluetoothオーディオに接続する 
アプリを終了して、お使いの電子デバイスから
「Settings」を開き、「Bluetooth」をタップ
します。

画面上部にある黄色のスピーカーボタンを
タップします。 

お使いの電子デバイスが、自動的にオーデ
ィオBluetoothを検索します。「Pai_Audio_
xxxxxx」をクリックして接続する。 

1

オーディオが接続された場合、「Connected」
の文字が表示されます。 

4

2

3



保証対象人物：
この保証は、元々の末端利用購入者、もしくは
この製品を贈り物として受け取った人物にのみ有効であり、その他の人、または
譲受人には有効ではありません。

保証対象物/保証期間：
ご利用のPai製品に提供されている所有者ガイドに異なる保証期間が記されて
いる場合を除いて、元々の末端利用購入者による小売り購入日から、この製品
に包含されているものに対して、Paiはこの製品を1年以下の期間で保証し、Pai
が承認する再販元から新品の状態で、オリジナルの梱包で届いた場合、そして
通常の状態で使用された場合は、製造上の、素材の、そして仕上がり上の不具
合に対して、無料で保証をします。

保証対象外：
本保証は、次のような場合を起因とする故障には適用されません。
不適切または誤った使用あるいは管理、説明書の記載に反する取り扱い、事故、
過度な水分、昆虫、落雷、電力サージ、不適切な電圧への接続、不当な改造ま
たは改良、不適切な梱包または発送による損傷、保存されたデータの破損また
は破壊、Pai社以外の製品との使用による損傷。設計、製造、認可および/または
承認された国以外における使用を可能にするための改造または適合を必要とす
る製品、またはこれらの改造による損傷を受けた製品の修理。不当な販売者か
ら購入した製品。

保証で行うこと：
保証期間中は当社の判断で、
妥当な期間および無料で
いかなる故障した部品を修理または交換します
（新品あるいは修理した交換用部品を使用）。

限定保証サービスを受けるのに必要なこと：
製品および認可を受けた販売者が発行する購入証明書の返却。連絡先
返却および発送に関する問い合わせは、以下のPai Technologyのアドレスまで
customerservice@pai.technology

限定的保証情報



その他の法的権利：
本限定保証では、特定の法的権利がお客様に付与されます。
またお客様は地域または国により異なるその他の権利を有する場合があります。
特定の地域では、黙示の保証のかかる制限、または付随的あるいは結果的損傷
の除外もしくは制限が否認されるため、
上記の制限または除外がお客様に適用されない場合があります

規制適合性に関して、
Pai Technology Inc.は、本装置はRE指令2014/53/EUの必須要件および
その他の関連規定に準拠していることを宣言します。
 

製品の取り扱い

3.本装置は、コード、プラグ、同梱された部材、その他の部材を定期的に検査
するものとし、それらに損傷がある場合には、
損傷が修理されるまでは使用しないでください。

2.本装置は、Industry CanadaのRSS-247に準拠しています。
本装置は有害な妨害を起こさないことを条件として、動作します。

1.バッテリーは交換不可です。

4.本製品を、推奨される数を超える電力供給源に接続しないでください。
5.充電池は大人の監督下で充電してください。

本限定保証の規定は、明示また黙示、書面あるいは口頭を問わず、
商品性または特定目的適合性に対する保証を含む、
その他すべての保証に代わるものです。Pai社が負担する最大額は、
お客様が製品の購入時にお支払いされた金額を超えないものとします
。いかなる場合においても、Pai社は、保存されたデータの喪失、損傷または
破壊、または機器および所有物の交換、
Pai製品に保存されていた、またはPai製品に使用されたあらゆるプログラムま
たはデータの修復、プログラミング、あるいは再生の費用を含む、いかなる
原因で発生した特別、付随的、結果的、間接的損害について一切その責任を負
いません。
本保証は、シリアル番号が記載されたシールが削除または判読できない場合に
は、適用されません。

その他の条件：



安全性 

I.安全な使用 

      危ないよ！
詳細な製品マニュアルをお読みください。 

本製品には、1つ以上のワイアレス部品が使用されています。以下のような
特定の環境下では、ワイアレス装置が制限される場合があります：飛行機
の中、病院の中、可燃物、爆発物あるいは危険物のそば。このような状況
下でお客様の装置に関する規則が明確ではない場合、装置の電源を入れる
前に疑問点に関する要件を確認してください。これらの規則は、製品の裏
側、または他の目に見える箇所に記載されている場合があります。 

バッテリーが切れた場合、家庭ゴミと一緒にバッテリーを廃棄しないでく
ださい。お客様の地域の法律および規定に従って、バッテリーを廃棄して
ください。 

本書は事前の通告なく変更されるものとします。この製品およびサービス
の完全保証は、本製品およびサービスに付属する限定保証書に記載されて
います。本書のいかなる記載事項は、いかなる保証の追加を定めるもので
はありません。Pai Technology Inc.は、本書のいかなる技術上の誤り、編集
上の誤記、または欠如に対する一切の責任を負いません。 

本書について。本書は、アメリカの規定に準拠する規制、安全性、環境に
関する情報を提示しています。 

       危ないよ！このように表示された場合は、指示に従わない場合、怪我

怪我の危険性を減らすため、およびより良い体験のために、

をしたり人命に危害を及ぼす可能性があることを示します。 
このように表示された場合は、指示に従わない場合、機器の損傷

このように表示された場合は、重要な補足情報を提示します。 
または情報の喪失につながる可能性があることを示します。
     注意：

注意：

1.規定 

2.バッテリーの取り扱い 

I. Safe usage

      Warning!
the detailed product manual.

This product has one or more wireless components installed. In certain circum-
stances, wireless devices may be restricted: on airplanes, in hospitals, or near 
flammable, explosive, or hazardous materials. If you are not certain of the rules 

-

規制、安全性および環境： 



customerservice@pai.technology.

of the product.

      Warning of the United States, 
experience, please read the detailed product manual.

      Warning! To reduce the risk of fire or burn injuries, do not disassemble, crush, or 

circuits. Do not place into fire or water.
      Warning! 

6. Power cable
       Note! To reduce the risk of electric shock or equipment damage, please note 
the following:

If the power cord is equipped with a 3-pronged plug, plug the power cord into a 
grounded 3-hole socket. Do not tamper with the grounding prong on the power 
cord, as it plays an important safety role.
       Note! The toy shall only be used with a transformer for toys，and the output 
which is DC 5V is suitable. The transformer is not a toy, and misuse of the transform-
er can cause electrical shock.
       Warning! -
ble power adapter or a replacement adapter provided by Pai Technology.

- This product must be used under direct supervision by adults.
- Please comply with the terms of the warranty to prolong the product’s life.

保証なしのバッテリーの交換または取り外しは容易ではありません。バッテ
リーに故障の可能性がある場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせく
ださい：customerservice@pai.technology 

本製品は、アメリカの電磁適合性に準拠するように試験されていますが、
他社製品またはその他の推奨される付属品の使用は、製品の電磁適合性を変
化させ影響を及ぼす可能性があります。 

アメリカの警告 怪我の危険性を減らすため、およびより良い体験のために、
詳細な製品マニュアルをお読みください 

危ないよ！ 火事または火傷の危険性を減らすため、バッテリーの分解、

バッテリーはお子様の手の届かない場所においてください。

その他の健康および安全に関する情報

粉砕、貫通はしないでください。バッテリーの外部を回路に直接繋げないで
ください。火または水の中に入れないでください。 
危ないよ！

本製品は必ず大人の監督下で使用してください。

本製品が液体またはその他の水滴に接触した場合には、直ちに拭き取ってく
ださい。
本製品を乱暴に取り扱ったり、投げたりしないでください。
製品の表面を強く握ったり、過度な圧力を加えないでください。製品の変形
あるいは損傷の原因となります。
製品の損傷またはその他の事故の原因となる可能性があるため、暖房機器ま
たは高電圧機器の中あるいは周囲に本製品を置かないでください。
乾いた柔らかい布を使って製品を掃除してください。洗わないでください。
本製品を水に接触させないでください。 

3.工場密閉型バッテリー 

4.電磁適合性に関する記載 

5.バッテリー安全性



FCC 遵守の記載 

(1) 本装置は有害な妨害を起こさないこと。 (2) 本製品が、好ましくない動作の
原因となる可能性のある妨害を含む、いかなる妨害行為に対応できること。
 
コンプライアンスの責任者による承認の明示がない変更または改造は、機器を
操作するお客様の権利を無効にする可能性があります。 

注意：

FCC放射線被曝に関する記載： 

装置の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅環
境下における有害な妨害から適切に保護するためのものです。本装置は無線周
波数エネルギーを生成、使用し放射する可能性があります。説明書に従って設
置および使用されなかった場合、無線通信に有害な妨害を引き起こす可能性が
あります。ただし、特定の設置方法で妨害が発生しないという保証はありませ
ん。本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な妨害を引き起こす場合（これ
は装置の電源をオン/オフすることで判明します）、次の対策から1つ以上を実
施して、妨害を修正することをお客様に推奨します：
受信アンテナの向きや位置を変える。
本装置と受信機の距離を離す。
受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに本装置を接続する。
販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。 
 

本装置は試験済みであり、FCC規則の15部に従って、クラスBデジタル

-

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 

-
ance could void the user’s authority to operate the equipment. 

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 

-

-

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one 
or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

本トランスミッターは、その他のいかなるアンテナあるいはトランスミッター
と同じ場所に配置したり、一緒に動作させないでください。
本装置は、制御されていない環境に対して規定されているFCC RF放射線被曝制
限に準拠しています。 

本製品は、FCC規則の15部を準拠します。次の2つの条件下で作動します：



ICコンプライアンスに関する記載 
本装置は、Industry Canadaのライセンス免除RSS規格に準拠しています。
次の2つの条件下で作動します：
(1) 本装置は有害な妨害を起こさないこと。 (2) 本装置が、好ましくない動作
の原因となる可能性のある妨害を含む、いかなる妨害行為に対応できること。 

 



©2019無断複写・転載を禁じます。iPhone、iPad、iPad Mini、
iPad Proは、Apple Inc.の商標です。Google PlayはGoogle Inc.
の商標です。

関連企画を満たしています。
ASTM F963、CPSIA、EN71 & ROHS

カナダ製 

FCC ID: 2APRA83101     IC: 23852-83101



www.pai.technology


