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1.準備 

1.1 対象 

・本書は「コロバンエアバッグ」と連携して動作する、スマートフォン用アプリの操作説明書

です。 

・アプリには「装着者用アプリ」と「見守り用アプリ」があります。 

・「装着者用アプリ」は「コロバンエアバッグ」装着者が持つスマートフォンにインストール

し、「コロバンエアバッグ」とは Bluetooth近距離無線でつながります。 

・「見守り用アプリ」は「コロバンエアバッグ」装着者から離れた場所にいる見守り者が持つ

スマートフォンにインストールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用できるスマートフォン 

・対象 OS：Android 7.0 以上、iOS 11.1 以上 

・Bluetooth 4.0（装着者用スマートフォン） 

・スマートフォンの GPS機能を利用します。 

 

本書は「見守り用アプリ」iPhone版の説明となります。 

 

 

1.2 iPhoneへのインストール用 

・下記の QR コードを iPhone のカメラで読み込み App Store のダウンロードページへ移動する

か、iPhone のトップ画面から App Store アイコンをタップし、検索メニューから「SUZHOU 
YIDAIBAO」と検索しダウンロードページへ移動します。 

 
 
 
 
 
 
 
       見守り用アプリ 

 

・App Storeから装着者用アプリである「衣帯保子女端」アプリをインストールし、アイコン

をタップして起動します。 

クラウドサーバー 
装着者用アプリ 見守り用アプリ 

コロバンエアバッグ 

Bluetooth 
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2. 新規アカウントの作成と利用準備 

2.1 新規アカウントの作成 

① iPhone の「見守り用アプリ」アイコンをタップし、初期画

面（ログイン画面）より「新規アカウント作成」をタップし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 携帯電話番号を入力します。携帯電話番号入力時は、右端の

国別番号リストから日本の国別番号を示す「+81」を選択し

ます。 

番号は「0」から始め、「-」ハイフンは入れません。 

③ 携帯電話番号の入力後、「認証コード取得」をタップすると、

SMS で認証コードが送られてきますので、制限時間内（右側

に表示）に認証コードを入力します。 

④ 設定するパスワードを入力します。 

⑤ 「利用規約に同意する」にチェックを入れます。 

⑥ 「新規アカウント作成」をタップします。 

    
   ・アカウントは「携帯電話番号」となります。 

・アカウント作成後は、SMS を使用して、もしくはパスワード

を使用してログインします。 
 
 
 
 

【重要】見守り用のアカウントを作成したら、「2.2 装着者情報の登録」へ進み、装着者を見

守れるようにしてください。 

一人の装着者を複数のアカウント（複数の見守りアプリ）から見守ることができます。 
  

iPhone「見守り用ア

プリ」の初期画面 

既存アカウントログイン 

注：新規アカウント作成するとユー

ザーサービス規約、及びクライアン

トソフト規約を読んで同意したとみ

なします。 
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2.2 装着者情報の登録 

① 見守り用アプリにログイン後、上部の大きな「＋」をタップし

て装着者の情報を登録します。 

② 各項目の右側をタップして、指示に従って装着者の各項目を入

力します。 

③ 顔写真は iPhone による撮影、もしくは保存画像の中から選び

ます。 

④ 最下段の「携帯の番号」は装着者のアカウントです。この番号

で装着者と見守りを関連付けますので正確に入力してくださ

い。 

⑤ すべての項目の入力が終わったら、「保存」をタップします。 

⑥ 保存後修正するときは各項目の右側をタップして修正します。 

⑦ 装着者をこのアプリから削除するときは、一番下の「削除」を

タップします。 

⑧ 装着者は複数人登録することができ、装着者を切り替えて見守

ることができます。 

 
 
 
 
 

2.3 装着者のコロバンエアバッグを登録 

① 見守り用アプリトップ画面に、装着者の写真が出るようにし、

装着者のコロバンエアバッグ情報を登録します。既に装着者が

エアバッグと接続している場合は、前記の「装着者情報の登録」

で装着者と関連付けられ、エアバッグが登録された状態で表示

されます。 
 

② 未登録の場合は大きな右下のメニュー「エアバッグの登録」を

タップします。 

③ 「スキャン」と書かれたメニューの上の四角い枠をタップし、

スマートフォンのカメラで、コロバンエアバッグの説明書や化

粧箱に貼ってある MAC アドレスの QR コードをスマートフォン

のカメラで読み取ります。 

④ あるいは「スキャン」の下の MACアドレスのデバイス番号記入

欄に直接 MACアドレスを入力します。この場合、MAC アドレス

内の「コロン：」の入力は必要ありません。 

⑤ ③か④の方法で MAC アドレスの入力が終われば、「登録する」

をタップして登録を行います。 

⑥ 装着者のコロバンエアバッグの登録を解除する場合は、「登録

を解除する」メニューをタップし解除します。 

  

この装着者を削除しますか 

しない する 

エアバッグの登録は成功

しました。装着者別トッ

プ画面に戻り、画面を下

に引いて装着者情報を更

新してください。 
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3. 既存アカウントログイン 

3.1 SMS（ショートメッセージ）によるログイン 

【アカウント登録済の場合】 

① iPhone の「見守り用アプ

リ」アイコンをタップ

し、初期画面より「既存

アカウントログイン」を

タップします。 

① 左上の「SMSログイン」タ

ブを選び、携帯電話番号

を入力します。 

携帯電話番号の入力時

は、左端の国別番号リス

トから日本の国別番号を

示す「+81」を選択しま

す。 

② 携帯電話番号の入力後、

「認証コード取得」をタ

ップすると、SMSで認証コ

ードが送られてきますの

で、認証コードを入力し、「ログイン」をタップします。 

 

 

 

3.2 パスワードによるログイン 

【アカウント登録済の場合】 
① iPhone の「見守り用アプ

リ」アイコンをタップ

し、初期画面より「既存

アカウントログイン」を

タップします。 

② 右上の「パスワードログ

イン」タブを選び、アカ

ウントである携帯電話番

号を入力します。この

時、日本の国別番号を示

す「+81」は不要です。 

③ パスワードを入力して

「ログイン」をタップし

ます。 

 

 

  

既存アカウントログイン 

既存アカウントログイン 
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3.3 パスワードの再設定（ログイン前） 

① iPhone の「見守り用アプ

リ」アイコンをタップ

し、初期画面より「既存

アカウントログイン」を

タップします。 

② 右上の「パスワードログ

イン」タブを選んだ後、

右下の「パスワードを忘

れた場合」をタップしま

す。 

③ パスワードの再設定画面

で携帯電話番号を入力し

ます。携帯電話番号入力

時は、左端の国別番号リ

ストから日本の国別番号

を示す「+81」を選択しま

す。 

④ 携帯電話番号の入力後、「認証コード取得」をタップする

と、SMSで認証コードが送られてきますので、認証コード

を入力します。 

⑤ 新しいパスワードを入力します。 

⑥ 「設定」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

既存アカウントログイン 

パスワードの再設定 
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4. 装着者別メニュー 

4.1 装着者別トップ画面 

① 正常にログインができると、見守り用アプリのトップ画面

が表示されます。 
② 右図のように見守る装着者の顔写真が中央に来るように、

左右にスワイプします。 
③ トップ画面の今日の年月日・曜日と最下段の共通メニュー

を除いては、装着者別トップメニュー（装着者毎の情報）と

なります。 
④ 入力済の装着者情報【参照：2.2 装着者情報の登録】を変

更するときは、装着者の写真をタップすると装着者情報が

表示されますので、必要な部分を変更して保存します。 
 
⑤ 装着者別トップメニューには、装着者の「今日の運動歩数」

と運動歩数の履歴がグラフで表示されます。 
⑥ 右側の「詳細」をタップすると日別の運動歩数の履歴を見

ることができます【参照：4.2 履歴】。 
 

⑦ 下段の大きな６つのアイコンメニュー 
・通知履歴       【参照：4.3 通知履歴】 
・ラベル追加      【参照：4.4 ラベルの登録】 
・エアバッグの登録   【参照：2.3 装着者のコロバン

エアバッグを登録】 
・装着者へのリマインダー【参照：4.5 装着者へのリマインダー】 
・行動エリア設定    【参照：4.6 行動エリア設定】 
・連絡先        【参照：4.7 連絡先】 

 
 

4.2 履歴 

見守り者用アプリの、装着者別トップ画面中央部右側の「詳

細」をタップすると、歩数の詳細一覧を日別で表示すること

ができます。 
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4.3 通知履歴 

① 装着者が転倒したり、行動

エリアから退出したりし

た場合のアラート情報の

一覧を表示します。 

② 装着者別トップメニュー

の「通知履歴」をタップす

ると通知履歴一覧が表示

されます。 

③ 通知履歴一覧から特定の

アラートをタップすると、

そのアラートの詳細とコ

ロバンエアバッグ装着者

の位置の地図が表示され

ます。 

 

※ 地図は一部中国語表

記となっています。 

 

 

 

4.4 ラベル追加 

① 装着者の疾患や特徴などを

登録することにより、装着

者顔写真の下にラベルとし

て表示することができま

す。 

② 装着者別トップメニューの

「ラベル追加」をタップす

ると現在登録済のラベル一

覧が表示され、顔写真下に

表示されているラベルは赤

い塗りつぶし状態となって

います。 

③ 登録済ラベルの中から、ラ

ベルをタップして赤い塗り

つぶし状態にし、下段の「保

存」をタップすると、そのラ

ベルが顔写真の下に表示さ

れるようになります。 

④ ラベルの追加登録を行う時は、右上の「ラベルを追加」をタップしてラベルを入力し「保存」

で登録します。登録後③の操作を行うと、装着者の顔写真の下にそのラベルが表示されるよ

うになります。 

  

通知履歴一覧 

その他 

エアバッグ装着者の位置 

設定 
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4.5 装着者へのリマインダー 

① 装着者用アプリ内に、今日

の行動を表示するためのリ

マインダーを管理します。 

② 装着者別トップメニューの

「装着者へのリマインダ

ー」をタップすると現在登

録済のリマインダー一覧が

表示されます。 

③ リマインダーを追加すると

きは右上の「新規追加」をタ

ップして、新規のリマイン

ダーを設定します。 

④ リマインダーの設定画面で

「タイトル」「内容」を入力

し、「時間」と「曜日」をメ

ニューに従って入力しま

す。 

 

⑤ ここで入力した内容が、装着者用アプリの、今日の予定欄に表示されます。 

【参照：装着者編 4.1③ トップ画面の説明】 

 

⑥ リマインダーを削除するときは、リマインダー一覧の削除したいリマインダーを左にスワ

イプして削除の文字を表示させ、これをタップして削除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

タイトル 

しない する 

リマインダーを削除しますか 
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4.6 行動エリア設定 

① 装着者の行動エリアを円

型で設定します。装着者が

この行動エリアから出る

と見守り者のスマートフ

ォンに通知が届き「4.3 通

知履歴」に表示されます。 

② 装着者別トップメニュー

の「行動エリア設定」をタ

ップすると現在登録済の

行動エリアが表示されま

す。 

③ 設定する場合は右上の「設

定」メニューをタップし

て、行動エリアの中心地ま

で地図を移動し、「保存」を

タップして登録します。 

④ 行動エリアは、中心地から

半径 1Km単位の円となり、

初期値は半径 3Kmです。行

動エリアの半径を変更す

る場合は「行動エリア範囲

設定」をタップし変更しま

す。 

⑤ 行動エリアを削除する場

合は、行動エリアの設定画

面の現在登録済の行動エ

リアを左にスワイプして

削除の文字を表示させ、こ

れをタップして削除しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設定 

行動エリアを削除しますか 

 

しない する 
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4.7 連絡先 

① 装着者用アプリの「ワンタッチダイヤル」に表示する連絡先

を登録します。 

【参照：装着者編 4.3 ワンタッチダイヤル】 

 

② 装着者別トップメニューの「連絡先」をタップすると現在登

録済の連絡先リストが表示されます。 

③ 連絡先を追加するときは、連絡先リスト画面右上の「連絡先

を追加」をタップし、連絡先の入力を行います。各項目の右

側をタップして、指示に従って各項目を入力し「保存」をタ

ップして保存します。顔写真は iPhoneによる撮影、もしく

は保存画像の中から選びます。 

④ 連絡先を編集するときは、連絡先リスト内の編集する連絡

先をタップすると編集画面になりますので、右上の編集メ

ニューをタップし、必要に応じて修正を行い、完成をタップ

して保存します。 

⑤ 連絡先を削除するときは、連絡先リスト内の削除する連絡

先をスワイプして削除の文字を表示させ、これをタップし

て削除します。 

 

 

 

 

  

連絡先を削除しますか 

 

しない する 

保存 
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5 共通メニュー 

装着者別初期画面の最下段にある、３つのメニューを「共通メニュ

ー」と言います 

 
5.1 トップページ 

共通メニュー左端の「トップメニュー」をタップすると、装着

者別のトップメニューへ戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 健康情報 

① 共通メニュー中央の「健康

情報」をタップすると、情

報リストが表示されます。 

② 情報リストから、詳細を知

りたい情報をタップして、

情報の詳細を表示します。 

 

※注意：現在は中国語によ

る情報のみです。 
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5.3 設定 

共通メニュー右端の「設定」をタップし見守り者共通の設定等

を行います。 

 

① パスワードを変更 

パスワードの変更を行います。 

【参照：5.3.1 パスワードを変更】 

 

② 見守り者情報 

このアプリを使う見守り者情報の新規入力・修正を行いま

す。 

【参照：5.3.2 見守り者情報の登録】 

 

③ 意見のフィードバック 

コロバンエアバッグの製造者（中国）へ意見を送ります。 

【参照：5.3.3 意見のフィードバック】 

 

④ ヘルプガイド 

本アプリを使用するためのヘルプガイドですが、翻訳不十分につき本書をご覧ください。 

 

⑤ 私たちについて 

【参照：5.3.4 私たちについて】 

 

⑥ ログアウト 

本アプリからログアウトします。 

再ログインは【参照：3.1 SMS（ショートメッセージ）によるログイン】または【参照：3.2 

パスワードによるログイン】で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パスワードの変更 
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5.3.1 パスワードを変更（ログイン後に変更する方法） 

① 設定メニューから「パスワードを変更」をタップします。 

② 現在使用中のパスワードを入力します。 

③ 新しいパスワードを入力します。 

④ 確認のためもう一度新しいパスワードを入力します。 

⑤ 右上の「認証コード取得」をタップして、SMSで送られて

くる認証コードをその左側に入力します。 

⑥ 「変更」をタップしパスワードを変更します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 見守り者情報の登録 

① 設定メニューから「見守り者情報」をタップします。 

② 見守り者情報の各項目を入力します。画面の右側項目をタッ

プすると、入力指示が出ますので、新規入力もしくは修正を

行います。 
③ 顔写真は iPhone による撮影、もしくは保存画像の中から選

びます。 
④ 各項目の入力・修正後は右上の「保存」をタップしデータを

保存します。 
 

 

 

 

 

 

  

見守り者情報 
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5.3.3 意見のフィードバック 

① 設定メニューから「意見の

フィードバック」をタップ

します。 

② 必要に応じて意見の「タイ

プ」を選択します。ブラン

クでも構いません。 

③ タイトルを入力します。 

④ 内容を入力します。 

⑤ 写真等の画像があるとき

は「＋」をタップして、写

真を撮影するか、保存画像

から選択しアップロード

します。 

⑥ 「送信」をタップして、意

見を送信します。 
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5.3.4 私たちについて 

① 設定メニューから「私たちについて」をタップします。 
② コロバンエアバッグに関する下記説明が表示されます。 

 
「コロバンエアバッグは、転倒時にセンサーが作動し、瞬

時にエアーバックを膨らませ、衝撃力を９０％減少させま

す。高齢者の股関節、臀部、尾てい骨、仙骨等の傷害を受け

易い部位を保護し、けがを減少します。コロバンエアバッ

グは、人間工学に基づき設計され、快適に装着でき、見た目

もスマートです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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