
コロバンエアバッグ取扱説明書
コロバンエアバッグ保証書

品番：KA-001
改定 2020.09.14

1. コロバンエアバッグ概要
2. 安全に関する注意事項
3. 製品を安全に使用するために
4. 各パーツの名称
5. LEDバックル④内蔵のライト説明
6. 使用方法
7. お手入れ方法
8. 不具合時の対応方法
9. エアバッグが開いた場合
10. 製品保証
11. サポート連絡先
12. コロバンエアバッグ販売代理店
13. MACアドレス情報
14. 製品仕様

保証書

2ページ
2ページ
3ページ
4ページ
4ページ
5ページ
5ページ
6ページ
6ページ
6ページ
6ページ
6ページ
6ページ
7ページ

7ページ



1. コロバンエアバッグ概要

2. 安全に関する注意事項

このベルトの中には、エアバッグが装てんされており、使用者の転倒を感知して高速でエア
バッグが膨張し、使用者の臀部を守ります。転倒の衝撃を緩衝する事で、衝撃や身体への損
傷を軽減し、臀部の骨折の危険を低減する事ができます。内蔵されたセンサーとマイクロプ
ロセッサで使用者の動きをリアルタイムで記録、分析処理する事で、制御システムが転倒し
そうかどうかを判断し、エアバッグを膨張させます。

使用できない場合

●使用者が自転車、電気自動車、バイク、自動車／ボートに乗っている場合、または舗
装されていない道路上にいる場合、コロバンエアバッグは効果的な保護機能を提供で
きません。
●飛行機に乗る際は、コロバンエアバッグの機内持ち込みはできません。
●ランニングやダンス、跳躍などの激しい運動をしている場合は、コロバンエアバッグ
の内蔵センサーが「転倒する」と判断し、エアバッグが飛び出す可能性があります。
●コロバンエアバッグは雨の日は使用できません。また、水に濡れたり、浸かってしま
わないようにご注意ください。
●心臓用ペースメーカーなどの体内用電子機器を使用している方へ本製品の利用は推奨
しておりません。

電気自動車

自転車

バイク

ボート

機内持込み

激しい運動

雨の日

ペースメーカー

●本製品は子ども（13 歳未満）は使用できませんのでご注意ください。コロバンエアバッグ
は高齢者を保護するように設計されており、歩行中の偶発的な転倒による臀部の骨折の確率
の低下、落下や転倒による衝撃の軽減、倒れたり転んだり落ちたりして腰が骨折する確率を
下げたり、衝突時の衝撃を低下させるなど高齢者の保護に使う事ができます。
●コロバンエアバッグを着用していない時は、LEDバックル③④が外されている事、機械が

作動停止している事を確認してください。機械が稼働しているとセンサーが働き、微細な動
きや衝撃によってエアバッグが意図せず膨張してしまう危険があります。
●高温、低温、高湿度などの特殊な環境下に長くさらされると、コロバンエアバッグに不具合
が発生する可能性があります。
●コロバンエアバッグはリチウム電池を内蔵しているため、使用する際の温度環境を確認する
必要があります。50℃以上の温度にさらされた場合には、破損したり発火の危険があります。
内蔵のガス発生装置（ガス圧縮ボトル）は、80℃以上の温度環境下では破裂の可能性があ
ります。
●コロバンエアバッグは精密な部品を内蔵していますので、児童の手に触れないよう注意深く
保管してください。
●コロバンエアバッグを誤った方法で取り外すと、エアバッグが不必要に膨張し人体を損傷し
たり、周囲の物を破損したりする危険があります。
●製品の脱着や製品を装着したまま座る場合は、ゆっくりと行ってください。ソファやベッド
に体を横たえる目的であったとしても、素早い動作はセンサー感知において、転倒する際の
落下速度に非常に近くなります。このような場合、意図せずは使用者が転倒すると判断して、
使用者の身体を守ろうとエアバッグが膨張してしまう危険があります。
●コロバンエアバッグは、人体が鋭い物質の上に倒れこんだ時には充分に保護することができ
ません。
●コロバンエアバッグに紙などの異物を貼り付けたり、テープなどで張り付けたりしないでく
ださい。内部に装てんされているエアバッグの膨張を妨げる可能性があります。
●コロバンエアバッグを塗装したり、洗剤で洗ったり、または他の化学物質を施したりしない
でください。
●コロバンエアバッグを乾燥させる際に、ヘアドライヤー、乾燥機、電子レンジなどの外部の
熱源を使用しないでください。
●ご利用者自身、もしくは製造メーカーや当製品サポート以外で、コロバンエアバッグの修理、
縫製、分解、又は交換を行わないでください。生産メーカー、あるいは生産メーカーから認
証を受けた専門技術者のみが作業可能です。

２

必ずお読みください。



3. 製品を安全に使用するために

●本製品は子ども（13 歳未満）は使用できませんのでご注意ください。コロバンエアバッグ
は高齢者を保護するように設計されており、歩行中の偶発的な転倒による臀部の骨折の確率
の低下、落下や転倒による衝撃の軽減、倒れたり転んだり落ちたりして腰が骨折する確率を
下げたり、衝突時の衝撃を低下させるなど高齢者の保護に使う事ができます。
●コロバンエアバッグを着用していない時は、LEDバックル③④が外されている事、機械が

作動停止している事を確認してください。機械が稼働しているとセンサーが働き、微細な動
きや衝撃によってエアバッグが意図せず膨張してしまう危険があります。
●高温、低温、高湿度などの特殊な環境下に長くさらされると、コロバンエアバッグに不具合
が発生する可能性があります。
●コロバンエアバッグはリチウム電池を内蔵しているため、使用する際の温度環境を確認する
必要があります。50℃以上の温度にさらされた場合には、破損したり発火の危険があります。
内蔵のガス発生装置（ガス圧縮ボトル）は、80℃以上の温度環境下では破裂の可能性があ
ります。
●コロバンエアバッグは精密な部品を内蔵していますので、児童の手に触れないよう注意深く
保管してください。
●コロバンエアバッグを誤った方法で取り外すと、エアバッグが不必要に膨張し人体を損傷し
たり、周囲の物を破損したりする危険があります。
●製品の脱着や製品を装着したまま座る場合は、ゆっくりと行ってください。ソファやベッド
に体を横たえる目的であったとしても、素早い動作はセンサー感知において、転倒する際の
落下速度に非常に近くなります。このような場合、意図せずは使用者が転倒すると判断して、
使用者の身体を守ろうとエアバッグが膨張してしまう危険があります。
●コロバンエアバッグは、人体が鋭い物質の上に倒れこんだ時には充分に保護することができ
ません。
●コロバンエアバッグに紙などの異物を貼り付けたり、テープなどで張り付けたりしないでく
ださい。内部に装てんされているエアバッグの膨張を妨げる可能性があります。
●コロバンエアバッグを塗装したり、洗剤で洗ったり、または他の化学物質を施したりしない
でください。
●コロバンエアバッグを乾燥させる際に、ヘアドライヤー、乾燥機、電子レンジなどの外部の
熱源を使用しないでください。
●ご利用者自身、もしくは製造メーカーや当製品サポート以外で、コロバンエアバッグの修理、
縫製、分解、又は交換を行わないでください。生産メーカー、あるいは生産メーカーから認
証を受けた専門技術者のみが作業可能です。

●本製品は100% の保護を提供できないため、使用者は、コロバンエアバッグを使用した状
態でも身体の安全に留意する必要があります。
●第3 者による外部要因（例：自動車衝突、高空落下物 等）による転倒および衝突、使用者
の落下および衝撃、使用者が高い位置からジャンプして落下した場合等、コロバンエアバッ
グは有効な保護を提供できませんので、身体の安全に十分に気をつけてください。
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4. 各パーツの名称

5. LEDバックル⑤内蔵のライト説明

無線充電センサー領域
上矢印

メインモジュール①

バックル③

LEDバックル⑤

バックル②

LEDバックル④

メインモジュール
拡大図

充電器

ランプ❶（青）
ランプ❷（黄）
ランプ❸（赤）

ボタン❶

ボタン❷

ランプ❹（青）

LEDバックル⑤
拡大図

ランプ❶❹（青）が同時に 2 秒間に渡り点灯しコロバンエアバッグが
作動を開始します。

ランプ❷（黄）が 2 秒間隔で点滅するので付属のワイヤレス充電器で
充電する必要があります。

内部の電気制御システムに問題がある場合には、ランプ❶❷❸❹が
同時に、バッテリーがなくなるまで 0.5 秒間隔で点滅し続けます。
サポートに連絡してください。

ランプ❶❷❸❹が同時に、0.5 秒間の点灯を 5 回繰り返し、
コロバンエアバッグが作動を停止します。

ランプ❶❹（青）が充電中は2秒間隔で点滅します。充電しているのに
点滅しない場合はボタン❷を押すことで点滅が確認できるようになります。

ボタン❷を押してランプ❷（黄）が 2 秒間隔で点滅するときはバッテリー
残量が少ないので充電する必要があります。

装着時

取り外し時

充電中

使用中

正常

要充電

★異常

正常

正常

要充電
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充電器

無線充電器
（充電器本体、電源アダプター、

USBケーブル）



充電

装着

6. 使用方法

7. お手入れ方法

初めて使用する前に、バッテリーを最大限まで充電してく
ださい。完全に充電するには約 6 時間かかります。無線
充電センサー領域を充電器にあてることで充電ができま
す。充電中は、無線充電器が光ります。（しばらくすると
充電器の明かりが消えますが、充電状態はスマートフォン
用アプリでご確認いただけます。）無線充電センサー領域
と充電器の位置がずれていると充電できず発熱するので、
熱くなりすぎていないか時々確かめてください。

コロバンエアバッグは、衣服の最も外側に、一般的なベルトのように装着してください。
製品の上向きの矢印は装着方向を示しており、矢印が地面を指すように装着してはいけませ
ん。腰の部分で締め、バックル②と③を固定してから、LED バックル④と⑤を接続します。
これは、LEDバックル③④が電源スイッチとしての機能を果たしているからです。上着を着
る場合、裾にゴム等ですぼんでいるものはエアバッグ膨張の妨げとなります。裾がすぼんで
いない上着を着用ください。

電源スイッチのであるLED バックル③④を最初に解除してください。LEDライト点灯が消えると
全ての作動が停止しますので、それからバックル②③のロックを解除し、ベルトを外してください。

●柔らかい布を湿らせて汚れた箇所をふき取り、乾燥したところで陰干ししてください。
●決して分解したり、直接水にぬらしたり、直射日光に当てて乾燥させないでください。
●もし製品に異常を発見した場合は、自分で分解しないでください。直ちにサポートに連
絡してください。

外し方

充電器

文字が読める向きで
装着してください。

バックル①と②を
装着したところ。

LEDバックル③と④を
装着したところ。

着用時の前と後ろの様子

このような上着はエアバッグが
開く妨げとなります。
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8. 不具合時の対応方法

9. エアバッグが開いた場合

10. 製品保証

11. サポート連絡先

12. コロバンエアバッグ販売代理店

13. MACアドレス情報

コロバンエアバッグのエアバッグが膨張した場合は、 サポートへ連絡し、案内を受けてくだ
さい。

購入から 1 年以内の商品の不具合については新しい商品と無償で交換いたします。
本取扱説明書についている保証書を必ずお持ちください。

本製品のMACアドレスは右の数列、及びQRコードです。
スマートフォン用のアプリとの連結で使用します。
※これは商品一つ一つの個別番号で、同じ商品であっても全て違う番号が割り当てら
れています。混同しないようご注意ください。

TEL : 03-6304-9299
E-mail : info-newbiz@spow.co.jp

株式会社Spirit of Wonder（スピリット・オブ・ワンダー）
新規事業部
東京都杉並区高円寺南 4-20-5 ラーテルハートビル

コロバンエアバッグが正しく装着され、電源がつながっていれば、製品は自動的に内部検査を実行し、
全ての回路部品が正常に動作しているかどうかをチェックします。もし何らかの故障があった場合に
は、LED バックルのランプが「★異常」状態（ライトの説明表参照）で製品が停止するまで点灯し続
けます。もしご利用中の製品にこのような状况が発生した場合は、すぐにサポートまで連絡してくだ
さい。

株式会社Spirit of Wonder（スピリット・オブ・ワンダー）
新規事業部
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 4-20-5 ラーテルハートビル
TEL：03-6304-9299
E-mail：info-newbiz@spow.co.jp
ホームページ：https://spow.co.jp
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14. 製品仕様
商品名 コロバンエアバッグ 品番 KA-001

内蔵品
エアバッグ、無線充電モジュール、ジャイロセンサ、
ガス発生装置（ガス圧縮ボトル）、マイクロプロセッサ、
LEDモジュールなど

動作温度 －10℃ ～＋45℃
素材 ポリエステル、PAコーティング（エアバッグ部分）

製品サイズ（実寸）

バッテリー持続時間
バッテリー容量

カートリッジタイプ
（バッテリー）

セット品 エアバッグ本体、無線充電器（本体、電源アダプター、USBケーブル）、
取扱説明書、保証書

30～40時間（完全に充電した場合。また使用状况により異なります）
900mAh

リチウムポリマー

DC4.2V
約６時間
300回（標準充電と放電を繰り返した場合）

3.7V
450mA
100mA

S: 880×200×41mm　M: 930×200×41mm
L: 980×200×41mm　XL: 1030×200×41mm

製品重量 S: 1.16kg　M: 1.30kg　L: 1.32kg　XL: 1.34kg

充電電圧
標準充電時間
バッテリー寿命

標準充電電流

公称電圧
高速充電電流
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保　証　書

①火災、 地震、 水害、 落雷、 ガス害、 塩害お
よびその他の天災地変、 公害または異常電
圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の
場合。

②誤ったご使用による故障。
③お客様ご自身や本商品メーカー以外による修

理、 改造、 またはお取り扱いの不注意による
故障。

④お買い上げ後の輸送、 移動時の落下 ・ 衝撃
等お取扱いが不適当なため生じた故障もしく
は損傷の場合。

⑤機器側との接続不良等。
⑥ご使用中に生じた外観上の変化 （表面の傷、

汚れ等）。
⑦譲渡や中古販売、 オークション、 転売などで

ご購入された場合。
⑧本保証書のご提示がない場合。

本製品をご使用により生じたいかなる二次的損
害につきましても、 当社は責任を負いかねます。

保証期間中でも次の場合は有料修理となります
のでご了承ください。

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名
品番

お客様
住所
氏名

連絡先

保証期間
お買い上げ日

コロバンエアバッグ
KR-001
TEL　　　（　　）

お買い上げより 1 年間
　　　年　　　月　　　日

（ご自身でご記入ください）

保証者

株式会社 Spirit of Wonder
東京都杉並区高円寺南 4-20-5
ラーテルハートビル
TEL:03-3604-9299  FAX:03-6304-9291


