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このたびは、PLEN Cube をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

l 記載されている事項をお守り頂けなかった場合に⽣じた損害や事故等につきまして、当社では責任を
負いかねます。

l 本書に記載されている画⾯やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
l 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
l 本書の内容の⼀部または全部を無断転載することは禁⽌されています。

ご使⽤を始める前に本書をお読みになり
内容をよく理解した上で正しくお使いください。



⚠ 安全にお使いいただく為の注意事項

PLEN Cubeは精密機械です。また可動部が多くあり、使⽤⽅法を誤ると本体の故障や重⼤事故に繋がる
可能性があります。以下の内容を⼗分に理解した上で使⽤を開始してください。
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l 本体が濡れたり、汚れたりしないようご注意ください。
l 故障や意図しない動作を防ぐため、⾼温や多湿の場所、⽕の近く、⾵呂等の⽔がある場所で保

管・充電・使⽤は⾏わないでください。
l 落下を防ぐため、不安定な場所に置いて使⽤しないでください。
l ご⾃⾝でのPLEN Cube本体、付属品の分解・改造は安全のため絶対に⾏わないでください。
l ⼩さいお⼦さまの⼿の届かない場所で保管、使⽤してください。
l ペットの⼿の届かない場所で保管、使⽤してください。
l ⼿で可動部を無理に動かしたり、強い⼒をかけたりしないでください。可動範囲を超えて動かす

と、破損の原因になります。
l 濡れた⼿で触らないでください。
l ⽬の届く範囲で動作させ、⻑時間離れる場合は電源を切ってください。
l 付属の充電器以外での充電は⾏わないでください。
l 本体にある⼩さな⽳に針⾦等を差し込まないでください。
l 故障や破損等、異常がある時は使⽤しないでください。
l 可動部分に指などを挟まないようにご注意ください。
l 異臭・けむり等の異常を感じられた場合、直ちに電源を切り使⽤を中⽌してください。
l PLEN Cubeを廃棄する場合はお住まいの地⽅⾃治体の指⽰に従ってください。

⚠ バッテリーの充電に関する注意事項

l PLEN Cubeにはリチウムイオンバッテリーが搭載されています。使⽤⽅法を誤るとバッテリー
の寿命が著しく縮んだり、バッテリが破損したりすることがありますので以下内容をよくお読み
になり、正しくお使いください。

l PLEN Cubeの充電は付属の充電器をお使いください。なお、充電器は国内専⽤です。⽇本国外
では使⽤しないでください。

l ⻑期間使⽤しない場合は、バッテリーの寿命を縮めないために半年に１回程度充電してください。
l 充電中は衝撃を与えないでください。USBコネクタが破損する恐れがあります。また、ケーブル

を抜く際はケーブル部分では無く、ヘッド(先)の部分を持って抜いてください。
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セット内容と準備物

● セット内容
・PLEN Cube 本体 1台
・充電⽤アダプタ 1個

● 準備が必要な物
・PLEN Cubeを接続するためのPC/タブレット
・Wifiネットワーク



各部の名称と役割
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① LEDランプ
ライトとしての⽤途の他、アップデート等のステータスのお知らせに⽤います。

② HDカメラ
写真・動画等の撮影、顔認識に⽤います。

③ ⼈感センサ
このモデルでは使⽤しません。

④ スピーカ
反応⾳や対話⽤の⾳声が再⽣されます。

⑤ IR(⾚外線)リモコン
家電を⾚外線でコントロールする際に使⽤します。

⑥ 電源スイッチ
3秒間⻑押しで起動、5秒間⻑押しで終了します。

⑦ USB micro-B端⼦
付属のACアダプタを⽤いた充電に使⽤します。

⑧ ステータスLED(⾚)
バッテリーの充電時に点灯します。

⑨ ステータスLED(緑)
PLEN Cube本体の起動(点灯)・負荷異常(点滅)等の状態を⽰します。

⑩ マイク
本体上部に４つ搭載しており、⾳源⽅向推定・⾳声認識・録⾳に⽤います。

⑪ LCDディスプレー
撮影した写真 / 動画、天気等の情報を表⽰します。
※LCDを搭載するモデルのみ

⑫ 内蔵アンテナ
アンテナが内蔵されています。⼿や物で覆うと通信品質に影響を及ぼす可能性があります。
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各部の名称と役割



PLEN Cubeの初期設定

PLEN Cubeを充電する
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PLEN Cubeを起動する前にまず充電を⾏って
ください。
PLEN Cubeの背⾯、USB micro-B端⼦に付属
の充電アダプタを向きに注意して差し込むと
充電が開始されます。充電が開始されると、
ステータスLED(⾚)が点灯します。消灯する
と充電完了です。

※ 充電は必ず付属の専⽤充電器で⾏ってくだ
さい。

充電は最大3時間程度かかりますが
充電中でもご使用いただけます

PLEN Cubeの電源を⼊れる

PLEN Cube背⾯の電源ボタンを約3秒⻑押し
すると、その横にあるステータスランプ(緑)
が点灯します。

※起動には約1分かかります



デバイスをPLEN Cubeへ接続する

7

初回起動時、PLEN Cubeは「 ※ ホットスポットモード 」で起動します。初期設定を⾏うために、
まずお使いのデバイスを直接PLEN Cubeへ接続します。
ここではiPhoneでの操作を例に紹介します。

※ホットスポットモードとは、PLEN CubeがWifiネットワークに接続されていないことを表します。

背⾯のステータスランプについて

PLEN Cubeの初期設定

設定の為、スマートフォン・タブレット・またはPCをご⽤意ください。
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初回の起動・PLEN Cube WebAppでのネットワーク設定

この項ではPLEN Cubeを今お使いのネットワークへWifi接続します。開封時または新しいネットワーク
へ接続を⾏う際に以下の設定を⾏ってください。
この後⾏うユーザ登録を⾏うまで全ての⾳声コマンドを受け付けません。
2回⽬起動時以降に同じネットワークを⽤いる場合はこのネットワーク設定は必要ありません。

3. お使いのスマートフォン/タブレット/PC等のネットワーク
設定で、Wi-Fiを【plencube…】から始まるネットワークに
接続してください。パスワードが要求された際は

【plencube】と⼊⼒してください。

iPhoneの場合
設定→Wi-Fiより、PLEN Cubeのホットスポットへ接続を⾏
います。

2. 初回起動時、ネットワークに接続されていない場合にPLEN Cubeは「ホットスポットモード
」で起動します。お使いのデバイスを直接PLEN Cubeへ接続し、ネットワーク設定を⾏いま
す。

1. まず、PLEN Cubeの電源を⼊れるには、背⾯の電源スイッチを3秒間⻑押ししてください。
起動が開始すると正⾯のフロントLEDが点灯→すぐに消灯します。このプロセスが完了する
まで約1分待ちます。

※ 初回起動時 (ホットスポットモード) では固定のipアドレス【10.42.0.1】、他のネット
ワークに接続されている場合は固有のipアドレスを話します。

PLEN Cubeの初期設定
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4. スマートフォンのブラウザ( Google Chrome推奨 )の検索欄
にipアドレス【10.42.0.1】と⼊⼒すると、PLEN Cube 
WebAppのネットワーク設定画⾯が表⽰されます。お使い
のネットワークのSSIDとパスワードを⼊⼒してください。

※ スマートフォンのネットワーク(wifi)をPLEN Cubeに接
続した状態で⾏ってください。

※ [つなぐ]ボタンを押してから接続されるまでに最⼤30秒
ほどかかる場合があります。

ネットワークへの接続が完了すると、PLEN Cubeはネットワ
ーク名を話します。
この時、PLEN Cubeが話すipアドレスをメモしてください。
ipアドレスはLCDにも表⽰されます（LCD付きモデルのみ）

※ もし、再度ホットスポットモードで起動した場合は接続失敗です。
もう⼀度初めからネットワーク設定を⾏ってください。

※ Wifiルータの近くで設定を⾏ってください。
※ 企業・学校等のwebブラウザで認証が必要なネットワークへは接続

出来ません。

5. 現在開いているPLEN Cube WebAppのブラウザ画⾯を⼀度
消してください。

6. スマートフォンのネットワーク設定に戻り、先ほどPLEN 
Cubeを接続した同じネットワークへ接続してください。

7. もう⼀度ブラウザを⽴ち上げてメモしたipアドレスを⼊⼒す
ると、先ほどと同様にPLEN Cube WebAppが表⽰されます。

8. スマートフォンと接続すると、右図のようなユーザ登録の画
⾯が表⽰されます。

PLEN Cubeの初期設定

PLEN  Cube WebApp
ユーザ登録の画⾯

PLEN  Cube WebApp
ネットワーク設定画⾯
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9. PLEN Cubeを使い始めるにはユーザー登録の必要があります。
PLEN Cube WebAppの登録画⾯にメールアドレスとパスワードを⼊⼒し、新規登録ボ
タンを押した後、再起動ボタンを押してください。

PLEN Cubeが再起動された後、ブラウザをリフレッシュするとPLEN Cube WebApp
でPLEN Cubeを操作できるようになります。

これで初期設定は完了です。

PLEN Cubeの初期設定



❸

PLEN Cubeの基本的な使用方法
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⾳声コマンドを⽤いたコントロール

PLEN Cubeは基本的な機能に関して
「⼈の声 → 顔認識 → ⾳声コマンド」でコントロールすることが出来ます。

コントロールの流れ

❶

PLEN Cubeは⼈の声を認識し、声がする⽅に
振り向きます。

❷

振り向いたとき、PLEN Cubeが⼈の顔を認
識すると「ポン！」という確認⾳を出し⾳声
コマンドを受け付けます。

PLEN Cubeは各種⾳声コマンドに反応し、天
気情報や時刻の通知、写真撮影などを⾏いま
す。

振り向いた⽅向に⼈がいなければ、待機状態
に戻ります。※テレビや⾳楽などの⾳声に反
応することがあります。

n ねえねえ、PLEN !
n ちょっと

こっち向いて！

どんな⾔葉にも反応します。
声に反応し振り向きます。

ポ ン！

振り向いた⽅に⼈の顔があると「ポン！」という確
認⾳を出し⾳声コマンドを受け付けます。

今何時？

天気教えて

写真撮って

10時10分です。

東京の天気は…

カシャ！
etc…

各種⾳声コマンドに反応します。

❹
振り向いた⽅に誰もいなければ…

待機状態に戻ります。
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PLEN Cube WebApp の設定より、⾳声コマンドを選択することで使⽤できるコマンド⼀覧が
確認出来ます。
⾳声コマンドのリストは[設定]→⾳声コマンドより確認できます。

PLEN Cubeで使えるコマンド

この他、スマートフォン・PC等にPLEN Cubeのネットワークが接続している場合、そのデバイ
スからもコントロールすることが可能です。

撮影⽅法：⾳声コマンド・PLEN Cube WebAppでの撮影

PLEN Cubeにはカメラが搭載されており、写真撮影・動画撮影・パノラマ撮影を⾏うことが可
能です。

以下では機能の⼀部を紹介します。

カメラ撮影機能の使⽤⽅法

[⾳声コマンドによる撮影]
PLEN Cubeに話しかけ、ポンッという確認⾳の後に「写真/パノラマ撮って」と話しかけるこ
とによって写真を撮影することが出来ます。撮影した写真・動画は天⾯のディスプレーに表⽰
されます。

1) 写真・パノラマ撮影

PLEN Cubeの基本的な使⽤⽅法



13

PLEN Cubeの基本的な使⽤⽅法

[PLEN Cube WebApp からの撮影]
PLEN Cube WebAppからPLEN Cubeのカメラの映像を取得し、撮影ボタンをタップして撮影
することができます。

カメラ映像取得 タップで撮影

[フェイストラッキングでの撮影]
PLEN Cube WebAppからPLEN Cubeのカメラの映像を取得し、フェイストラッキング(顔追従)
機能を使って撮影することができます。フェイストラッキング機能は、⼈の顔を認識し、常に
カメラの画⾓の中央になるように⾃動的に追従する機能です。

カメラをタップ

❶
■ ちょっとちょっと！
■ こっち向いて

ポ ン！
(確認⾳)

❷
■ 写真撮って
■ 動画撮って
■ パノラマ撮って

うなづいた後、各種撮影コマンドを実⾏
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PLEN Cubeの基本的な使⽤⽅法

カメラ画像取得 フェイストラッキング
をタップ

タップで撮影

2) 動画撮影

[⾳声コマンドによる撮影]
PLEN Cubeに話しかけ、ポンッという確認⾳の後に「動画撮って」と話しかけると5秒間の動
画撮影が出来ます。

[Webアプリからの撮影]
PLEN Cube WebAppからPLEN Cubeのカメラの映像を取得し、撮影ボタンをタップして撮影
することができます。

カメラをタップ

カメラ映像取得
ビデオをタップ

カメラをタップ タップで撮影

※ 動画撮影時間は5秒間です。
※ 撮影後に変換を⾏い、その間は再度撮影を⾏う事が出来ません。撮影メディアの⼤きさによっ
ては再度撮影出来るまでに時間がかかる事があります。
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撮影した写真/映像の確認・保存

PLEN Cubeの基本的な使⽤⽅法

PLEN Cubeには、⾳楽ストリーミングサービスと連携して⾳楽やインターネットラジオを再⽣す
る機能がありますが、2020年7⽉現在サービスを提供しておりません。⾳楽機能の提供開始は
2020年内を予定しています。

撮影した写真・動画はPLEN Cube WebAppのメニュー、[ メディア ]より確認すること
が出来ます。メディアを開き、保存アイコンを押すことによって画像を保存できます。

⾳楽ストリーミング機能の使⽤⽅法

IR (⾚外線リモコン) 機能の使⽤⽅法

PLEN Cubeには左右側⾯と背⾯に⾚外線送信機、本体向かって右側⾯に⾚外線受信機を搭載し、
学習リモコンとして利⽤することが可能です。
2020年7⽉現在は「テレビの オン / オフ」「ライトのオン /  オフ」の⾳声コマンドに対応してい
ます。

⾚外線信号の登録

1. まず、PLEN Cubeに向かって右側の縦⻑⽳がIR(⾚外線)受信⼝です。

IR受信⼝

メディアをタップ 撮影した画像を開く 保存をタップ
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PLEN Cubeの基本的な使⽤⽅法

⾚外線信号を登録した後、PLEN Cubeへ右図のように話しかけることで、⾚外線対応機器の操作
が可能です。
その他のコマンドは⾳声コマンドのリストをご確認ください。

⾚外線リモコン機能の使い⽅

2. 次に、PLEN Cube WebAppのメニュー[ ⾚外線 ]より 、⾚外線登録画⾯を開き、”tv_on”・
“tv_off” ・”light_on”または “light_off”を⼊⼒し、[ 信号を追加 ]を押します。それと同時に
登録したいリモコンを受信⼝に向け、スイッチを押してください。

❷❶
■ ちょっとちょっと！
■ こっち向いて

ポ ン！
(確認⾳)

■ ライトつけて
■ テレビつけて

⾚外線リモコン機器を操作

⾚外線をタップ ”tv_on”などを⼊⼒ [信号追加]をタップ

リモコンのスイッチを受信⼝に
向けて押す



※ もし、ホットスポットモード、または設定前のネットワークに接続して起動した場合は接続失敗で
す。もう⼀度接続ネットワーク設定を⾏ってください。
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天気予報をPLEN Cubeにさせるには、場所の登録が必要です。
PLEN Cube WebAppのメニュー、[ 位置情報の設定 ]より、地名・緯度・経度を⼊⼒してくださ
い。

PLEN Cubeの基本的な使⽤⽅法 / 新しいネットワークへの接続⽅法

天気予報の場所設定⽅法

新しいネットワークへの接続方法

新しい(初期設定時と違う)ネットワークへの接続は以下の⼿順で⾏ってください。
PLEN Cube WebAppの [ メニュー ]→[ 設定 ]→[ ネットワーク設定 ]より、SSIDとパスワード
を⼊⼒し、ネットワークの接続を⾏います。

PLEN Cubeが新しいネットワーク名を話したら接続完了です。
この時、PLEN Cubeが新しいネットワークへ接続するため、PLEN Cube WebAppの画⾯が更新
されません。このまま次の⾏程に進んでください。

※ Wifiルータの近くで設定を⾏ってください。
※ 企業・学校等の2段階認証があるネットワークへは接続出来ません。

位置情報の設定をタップ 位置情報モードを”Manual”に 地名・緯度・経度を⼊⼒

左上のメニューをタップ 設定をタップ ネットワーク設定をタップ [＋]をタップ SSIDとパスワードを
⼊⼒し[接続]をタップ



ソフトウェアのアップデート / トラブルシューティング

■声に反応しない

PLEN Cubeが話すipアドレスを忘れないようにメモしてください。
※ もし聞き逃してしまった場合は、⾳声コマンドでipアドレスを聞いてください。

まず、周囲の雑⾳が⼤きすぎないかを確認してください。⼈の声を上⼿く認識出来ないことが
あります。
スピーカからの⾳は出ていますか？もし、⼈の声に反応して⾳が出ているにもかかわらず頭を
動かさない場合は「頭が動かない」を参照してください。

現在開いているブラウザ画⾯を消し、スマートフォンのネットワーク設定よりPLEN Cubeを接続
したネットワークへスマートフォンを接続、もう⼀度ブラウザを⽴ち上げてipアドレスを⼊⼒す
ると、先ほどと同様にPLEN Cube WebAppが表⽰されます。

ソフトウェアのアップデート

ファームウェアをアップデートすることで最新の機能が利⽤できたり、不具合の修正を⾏ったり
できます。PLEN Cubeの動作中、ネットワークに接続されているとPLEN Cubeはファームウェ
アのアップデートを⾏う事があります。ファームウェアのダウンロード中は正⾯カメラ横のラン
プが点滅しますが、本体の使⽤は継続して可能です。
アップデートはファームウェアのダウンロード後に再起動を⾏う事によって反映されます。

トラブルシューティング

■ 頭が動かない

可動部から異⾳がする場合は直ちに使⽤を中⽌してください。
バッテリー残量が⼗分で無い可能性があるので、充電を⾏ってください。
また、背⾯スイッチ横のステータスLED(緑)が点滅していませんか？
点滅している場合、何らかの負荷が原因で安全のために動きを停⽌しています。
背⾯の電源スイッチを短く2度押し、この停⽌を解除してください。
解除されない場合は電源ボタンを5秒間⻑押しし、再起動してください。
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ポ ン！
(確認⾳)

■ ちょっとちょっと！
■ こっち向いて

IPアドレス教えて

IPアドレスは
192.168.XX.X です。

❶ ❷



トラブルシューティング

■ 電源ボタンを⻑押ししても起動しない (背⾯のステータスLED(緑)が点灯しない）

電源を接続し、充電のため5分ほど待ってから再度起動を試みてください。

■ 充電が⾏われない

もし、背⾯のステータスLED(⾚)が点滅している場合は内蔵バッテリーに問題があるため、た
だちに使⽤を中⽌してください。
PLEN Cubeの背⾯USB micro-B端⼦に付属の充電アダプタを差し込んでください。
その際バッテリー残量が100%の場合はステータスLED(⾚)が点灯しません。
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■ スマホ / タブレット等のPLEN Cube WebAppで画⾯が更新されない
(画⾯が表⽰されない)

まず、ブラウザの画⾯をリロードしてください。
何も表⽰されない場合、お使いのデバイスはPLEN Cubeと接続されていません。
ネットワーク設定直後等はPLEN Cubeの接続するネットワークが切り替わり画⾯が表⽰でき無く
なります。この場合は、デバイスのWifiネットワークとPLEN Cubeが接続しているWifiネット
ワークを同じにし、再度Webブラウザにipアドレスを⼊⼒してください。
PLEN Cubeは再起動時または「IPアドレス教えて」と話しかけることによってIPアドレスを話し
ます。



製品仕様
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