
ふくまろが理解できる⾔葉のリストです�

スマートフォンに⼊⼒、またはふくまろのいるパソコンに向かって話しかけてください

できることリスト

「あそぼ」�

「お話ししよう」�

「じゃんけん」�

「あっちむいてほい」�

「おみくじ」�

「献⽴ルーレット」�

「まろまろ診断」�

「さいころ振って」

「今⽇のラッキーカラーは？」�

「こっちおいで」�

「スタンプ帳⾒せて」�

「クイズ」�

「なぞなぞ」�

「歌って」�

「踊って」

⼀緒に遊びましょう。

あそび

「ゲームランド開いて」�

「ゲームしたい」�
⾊んなゲームを楽しみましょう。

ふくまろグッズがもらえるかも?

ゲーム

「はじめまして」�

「おはよう」�

「いろんなおはよう」�

「好きな⾷べ物は？」�

「神奈川県といえば？」

「ツーと⾔えば？」�

「東京特許許可局」�

「バルス」�

「餃⼦好き？」�

「何やつ」

たくさん質問すれば、もっとふ

くまろと仲良くなれるかもしれ

ません。

雑談

ふくまろとたくさん遊びましょう。ここにある⾔葉以外にもお返事します。�
いろいろ喋りかけてみてくださいね。

あそび



「NHK⾒せて」�

「NHK総合⾒せて」�

「NHK�Eテレ⾒せて」

「E�テレ⾒せて�」�

「⾳量上げて」「⾳量下げて」
NHK�テレビの番組を⾒ること
ができます。

NHKプラス

「TVer開いて」�

「TVerでサッカー」�

「⾳量上げて」「⾳量下げて」
TVerの番組を検索して⾒ること
ができます。

TVer

「YouTubeでかわいい⽝」�

「次へ」「戻る」「広告スキップ」�

「⾳量上げて」「⾳量下げて」

「YouTubeとめて」�

「ループして」�

「⼀時停⽌して」
YouTubeで検索した動画を再⽣�
します。

YouTube

「LINE開いて」�

「スマホ⾳楽再⽣」�

「パソコンの⾳量上げて」�

「パソコンの⾳量下げて」

「写真撮って」�

「スクショ撮って」�

「http〜」�

「代わりに⾔って」

設定でペアリングするとスマホ

からパソコンを遠隔操作できま

す。

スマホから
※1

※2

※1

※3

「LINE開いて」�

「スマホ⾳楽再⽣」�

「筆ぐるめ開いて」�

「メール開いて」�

「インターネットブラウザ開いて」

「Word開いて」�

「Excel開いて」�

「電卓開いて」�

「メモ帳開いて」

声でパソコンのアプリを起動で

きます。

アプリ起動

「シャットダウンして」�

「スリープして」�

「パソコンの⾳量上げて」�

「パソコンの⾳量下げて」

「壁紙の設定開いて」�

「コントロールパネル開いて」�

「エクスプローラー開いて」
声でパソコンのかんたんな操作

ができます。

パソコン操作

アプリを起動したり、いろいろ教えてくれたり。⽇々のちょっとしたお役⽴ち機能です。

お役⽴ち機能

※1�対象アプリがパソコンにインストールされている場合のみ対応します。�

※2�URLを送信するとパソコンでWebページを表⽰します�

※3「代わりに⾔って」の次に送信したメッセージをパソコンのふくまろがしゃべります



※4��聴取可能な放送局はこちらからご確認ください

「今⽇何があった⽇？」�

「いま何時？」

「今⽇何⽇？」�

「今⽇何曜⽇？」
今の情報を伝えます。

時間・⽇付�
確認

「今⽇の天気は？」�

「明⽇の天気は？」�

「横浜の天気教えて」
天気予報をお伝えします。地域�
を記憶するので、次から(地域)�
を⾔わなくても前回と同地域の�
天気予報をお伝えします。

天気

「買い物したい」�

「ショッピング」�

「Amazon開いて」�

「Amazonでスニーカー」

「楽天開いて」�

「楽天でスニーカー」�

「WEB�MART�開いて」
インターネットで買いたいもの

を検索します。�
ふくまろのよく使うお店は、直

接名前で開くことやお店内の検

索をすることができます。

ネットで�
お買い物

「上映中の映画調べて」�

「ふくまろの画像探して」�

「東京ドームの場所教えて」�

「雑煮のレシピ教えて」�

「Yahoo!で上映中の映画」

「Googleで上映中の映画」�

「Bingで上映中の映画」�

「Kurashiruで雑煮」�

「ABEMAでサッカー」�

「TikTokでサッカー」

インターネットで検索します。

ネット検索

「(放送局名)聴かせて」�

「ラジオ聴かせて」�

「ラジオとめて」

「他の聴かせて」�

「⾳量上げて」「⾳量下げて」�

「次の放送局」「前の放送局」
radiko.jpでラジオを再⽣します。

ラジコ
※4

「らじるらじる」�

「聴き逃し開いて」�

「読むらじる開いて」
NHKのラジオの番組を聴くこと
ができます。

らじる★らじる
「⾳量上げて」「⾳量下げて」

https://radiko.jp/


「名前を覚えて」�

「顔を覚えて」
ふくまろがあなたのことを覚え

て、名前を呼んでくれます。

ふくまろの家族

「写真撮って」�

「ふくまろが撮った写真⾒せて」
みんなでふくまろに撮影�
してもらいましょう。

写真撮影

「留守番して」�

「留守番やめて」�

「写真撮って」
カメラが動きを検知してSkype
に写真でお知らせします。�
撮影したいタイミングでメッ

セージを送るとSkypeに写真を
受け取ることができます。

留守番

「タイマー3分」�

「タイマーとめて」
タイマー機能。�
ふくまろがお知らせします。

タイマー

「お⼿伝いチケット」�

「アラーム」�

「⽬覚まし」�

「リマインド」�

「チケットリスト⾒せて」

「午前7時にラジオかけて」�

「毎⽇7時にラジオかけて」�

「毎朝7時にラジオかけて」�

「平⽇の夜7時にラジオかけて」�

「毎週⽕曜⽇7時にラジオかけて」�

「毎⽉3⽇夜7時にラジオかけて」�

「毎年1⽉3⽇7時にラジオかけて」

いろいろな機能を指定の時間に

なったら実⾏します。

お⼿伝い�
チケット

※「午前７時に起こして」

・めざまし�

・リマインド�

・PC操作�

・遊び�

・DigitalTVbox

・YouTube�

・ラジオ(radiko)�

・お留守番�

・天気�

・⾳楽�

・家電操作

※5

※5

※5�Skypeのみ対応しています



「まなびナビ開いて」�

「英会話教えて」

「オフィスの使い⽅教えて」�

「算数を教えて」
タイピングやプログラミング、�
学校の勉強や英会話、Officeの�
使い⽅が学べます。

FMV�
まなびナビ

「FMVキッズ開いて」�

「プログラミング教えて」

「パソコンのこと教えて」�

「インターネットのこと教えて」
お⼦様にぴったりの学習�
コンテンツをご⽤意しました。

FMVキッズ

「ふくまろタイピング」

タイピングを練習しましょう。

ふくまろ�
タイピング

パソコンを使ってふくまろといろいろな勉強をしてみましょう。

学習する

パソコンやサービスに関連する「困った！」「やってみたい！」を解決するお⼿伝いをします。

困ったを解決する

「ふくまろおしえて」�

「クイックアシスト」�

「家族に診てもらう」�

「専⾨家に診てもらう」�

「ショートカットアイコン作成⽅法�

��教えて」

「デスクトップの背景を変える⽅法�

��教えて」�

「Bluetoothのつなぎ⽅教えて」�

「パスワード省略する⽅法教えて」�

「HDMIって何？」�

「BIOSって何？」

パソコンのリモートサポートを�
簡単に！�
おしえてほしい⼈と、おしえて�
あげたい⼈が気持ちよく助け合�
えるように家族や⾝近な⼈同⼠�
のパソコンの操作の助け合いを�
お⼿伝いします。�
他にもパソコンやサービスに関�
連することをふくまろが教えて�
解決してくれます。

ふくまろ�
おしえて

http://azby.fmworld.net/manabi/course/tp01/?from=fukumaro
https://azby.fmworld.net/kids/?from=fukumaro
https://azby.fmworld.net/kids/programming/?from=fukumaro
https://azby.fmworld.net/kids/pc/?from=fukumaro
https://azby.fmworld.net/kids/izumi/?from=fukumaro
https://azby.fmworld.net/manabi/?from=fukumaro
https://azby.fmworld.net/manabi/course/oe01/index2.html?from=fukumaro
https://azby.fmworld.net/manabi/course/of01/?from=fukumaro
https://azby.fmworld.net/manabi/course/gk02/?from=fukumaro


※6�冷房は21度〜30度、暖房は18度〜30度で設定できます�

※7�スマートフォンからのみ対応しています

「部屋の温度教えて」�

「部屋の湿度教えて」�

「カレンダーみせて」
家の環境をお伝えします。

環境

「おはよう」�

「おやすみ」�

「ただいま」�

「いってきます」

家電⼀覧から設定をすると、�

家電をまとめて操作することが

できます。

まとめて操作

「でんきつけて」�

「でんきけして」

「照明」

照明を操作します。

照明
※7

「テレビの電源」�

「次のチャンネル」�

「前のチャンネル」�

「12チャンネル」

「テレビの⾳あげて」�

「テレビの⾳さげて」�

「テレビ」
テレビを操作します。

テレビ

※7

「エアコンつけて」�

「エアコンけして」�

「冷房にして」「暖房にして」�

「除湿にして」�

「温度あげて」「温度さげて」

「25度にして」�

「冷房25度にして」�

「暖房25度にして」�

「エアコン」�

「エアコン確認通知やめて」

エアコンを操作します。

エアコン
※6

※6

※6

※7

ふくまろがリモコンを操作します。�

ふくまろ家電リモコンの購⼊と設定の必要があります。���購⼊する＞

家電を操作する

http://www.fujitsu-webmart.com/pc/webmart/ui1042.jsp


「(番組名)の録画⾒せて」�

「昨⽇の(番組名)の録画⾒せて」�

「次の番組」「前の番組」�

「停⽌」「再⽣」

「少し進めて」「少し戻して」�

「キャストして」�

「キャストやめて」
ホームネットワーク機器に録画

された番組を再⽣します。

録画番組
※8

※8

「⾳楽流して」�

「(アーティスト名)流して」�

「(アルバム名)流して」�

「(曲名)流して」

「次の曲」「前の曲」�

「停⽌」「再⽣」�

「キャストして」�

「キャストやめて」

マイミュージックフォルダに�
保存されている⾳楽を再⽣し�
ます。

⾳楽

※8

※8

「動画⾒せて」�

「今⽇の動画⾒せて」�

「昨⽇の動画⾒せて」�

「2010年の動画⾒せて」�

「2⽉の動画⾒せて」 �

「今週の動画⾒せて」�

「(タグ名)の動画⾒せて」

「次の動画」「前の動画」�

「停⽌」「再⽣」�

「少し進めて」�

「少し戻して」�

「キャストして」�

「キャストやめて」

マイビデオフォルダに保存され

ている動画を再⽣します。

動画

※8

※8

「写真⾒せて」�

「今⽇の写真⾒せて」�

「昨⽇の写真⾒せて」�

「2010年の写真⾒せて」�

「2⽉の写真⾒せて」 �

「先週の写真⾒せて」�

「(タグ名)の写真⾒せて」�

「(場所)の写真⾒せて」�

「(⼈物名)の写真⾒せて」

「次の写真」「前の写真」�

「停⽌」「再⽣」�

「キャストして」�

「キャストやめて」�

「写真を綺麗にして」

マイピクチャフォルダに保存さ

れている写真をスライドショー

で再⽣します。

写真

※8

※8

※9

パソコン内に保存しているデータをメディア再⽣アプリで再⽣します。 設定する＞

パソコンのコンテンツを楽しむ

※8�テレビでDMRの設定をした場合、テレビの画⾯で再⽣します�
  「キャストして」の前に「(写真)をキャストして」などの指定を付けて⾔うと、�
������������コンテンツを直接テレビで再⽣します

※9�Corel�Digital�Studio�for�FUJITSUがインストールされている機種のみ対応

https://azby.fmworld.net/ans/service_fukumaro_manual/media001.html


ふくまろとたくさん遊びましょう。ここにある⾔葉以外にもお返事します。�
いろいろ喋りかけてみてくださいね。

DigitalTVbox

「テレビアプリ」�

「テレビアプリおわって」�

「テレビアプリ地デジ」�

「テレビアプリBS」�

「テレビアプリCS」�

「テレビアプリ4K」�

「テレビアプリ次のチャンネル」�

「テレビアプリ前のチャンネル」

「テレビアプリ1チャンネル」�

「テレビアプリ地デジ1チャンネル」�

「テレビアプリBS1チャンネル」�

「テレビアプリCS1チャンネル」�

「テレビアプリ4K1チャンネル」�

「テレビアプリ番組表」

�DigitalTVboxを操作します。

DigitalTVbox

※9

※9

いつもアシスト��ふくまろユーザーズマニュアル�
http://azby.fmworld.net/ans/service_fukumaro_manual/

わからないことがあったら�
ふくまろユーザーズマニュアルを⾒るまろ〜

※9�4Kチューナー搭載モデルのみ対応

http://azby.fmworld.net/ans/service_fukumaro_manual/

