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「ダンサー機能」追加のご案内
2005年 5月より、「AIBO マインド 2」に新たに「ダンサー機
能」を追加いたしました。ダンサー機能は、AIBOに音楽を聞
かせると音の大きさやリズムに合わせて、AIBOがさまざまな
ダンスを披露してくれる機能です。あなたのお気に入りの音楽
を聞かせて、楽しくダンスする AIBOをお楽しみください。

ご注意

• AIBO本体の取り扱いや操作方法については、別冊の「ユーザー
ガイド基本編」をご覧ください。

• ダンサー機能で動作中は、ピンクボールやアイボーン、あなたのお
顔、お気に入りのもの、AIBOカードには反応しません。

• バッテリーの残りが少なくなっても自己充電しません。
• ダンサー機能はステーション上でも動作しますが、ダンサー機能
で動作中に、ステーションに載せたり降ろしたりすると、ダン
サー機能が解除されます。

• 生まれたばかりのときは、ダンサー機能は動作しません。
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ダンサー機能の遊びかた
1 自律モードのAIBOに、「りずむにのって」または「りずむ

にあわせて」と話しかける
AIBOの頭ランプがオレンジに点滅します。

2 頭タッチセンサーを触るか、もう一度「りずむにのって」
または「りずむにあわせて」と話しかける
モードランプが順番に6色に光ります（ダンサー機能で動作
している間は、モードランプが6色に光ります）。

3 AIBOにあなたの好きな音楽を聞かせる
AIBOがリズムをとりながら、音楽に合わせてダンスを始め
ます。

zヒント

• 曲によっては、うまくダンスができないときがあります。
• ダンサー機能で動作中に30分以上そのままにしておくと、AIBO
はダンスをやめてしまいます（モードランプは6色に光っていま
す）。このようなときは、背中タッチセンサーまたは頭タッチセ
ンサーを触ると、またダンスを始めます。

ダンサー機能を終了したいときは
頭タッチセンサーを 3秒以上触るか、あごセンサーを触ります。
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Introducing the New
“Dancer Function”
In May 2005, the new “Dancer function” was added to the “AIBO
MIND 2” software.
When you play music for the AIBO® Entertainment Robot ERS-7,
it performs various dances in sync with the rhythm and volume of
the music. Try playing your favorite music and enjoy watching
how the AIBO robot  dances around happily.

Notes

• For more on handling and operating the AIBO robot, refer to the separate
“User's Guide (Basic).”

• When operating under the Dancer function, the AIBO robot does not
respond to the pink ball, the AIBOne toy, your face, your favorite things,
or AIBO cards.

• The AIBO robot does not charge automatically, even if its remaining
battery power is low.

• The Dancer function can also operate while the AIBO robot is on the
Energy Station. But when the AIBO robot is taken off or placed on the
Energy Station, the Dancer function turns off.

• In the puppy stage, the Dancer function cannot be used.

How to Enjoy the Dancer Function

1 Say “Feel the rhythm” or “Feel the music”  while the
AIBO robot is in Autonomous mode.
The AIBO robot’s head light begins to flash orange.

2 Touch the head sensor, or say “Feel the rhythm” or
“Feel the music” again.
The mode indicators turn each of the six colors in order.
(While the Dancer function is operating, the mode indicators
continue to turn each of the six colors.)

3 Play your favorite music.
The AIBO robot begins keeping the rhythm and dancing in
time to the music.

z Hints

• The AIBO robot may not be able to dance well to certain types of music.
• If you leave the AIBO robot operating under the Dancer function for 30

minutes or more, the AIBO robot stops dancing (but the mode indicators
continue to turn each of the six colors). When this happens, touch the
back sensor or head sensor to make the AIBO robot begin dancing again.

To Turn Off the Dancer Function
Touch the head sensor for at least 3 seconds, or touch the chin
sensor.
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