
12.製品保証
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保証書【CIO-WEARHACK01】
販売店名

保証期間：1年
お買い上げ年月日：　　  　年　　　 月 　　　日

サポート窓口情報

メールアドレス：info@connectinternationalone.co.jp

取付取外し可能ヒートパッド

CIO-WEARHACK01

取 扱 説 明 書

本製品のリモコン部分やケーブル部分を水につけたり、濡らさないようにして
ください。また濡れた手でリモコン部分やケーブル端子に触れないでください。
発熱・発火・火災・感電などの原因となります。本体が濡れている状態や、衣類
が濡れている状態では使用しないでください。

高温となる場所での使用、放置、保管は避けてください。また火の中へ投入し
ないでください。浴室など湿度の高い場所での使用及び保管はしないでくださ
い。

本製品を落としたり、重いものを上にのせたり、衝撃をあたえないでください。
感電・故障・怪我の原因となります。

塗れた手で電源ケーブルの抜き差しをしないでください。火災・感電・故障の
原因になります。

ケーブルやモバイルバッテリーが異常に熱い場合は使用しないでください。

ケーブルに深い傷や端子の変形がある場合または、通電が不安定な場合は、
使用を中止してください。

落としたり、損傷のあるバッテリーや使用時間が極端に短くなったバッテリー
は使用しないでください。

針やピンなどで傷をつけないでください。

ケーブルを持って運んだり、ケーブルを引っ張ってモバイルバッテリーから抜
いたりしないでください。ケーブル損傷の原因となります。
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本製品のリモコン部分は防水構造ではありません。水などの液体がかからない
場所での使用・保管をお願いします。

本製品の上や下に硬いものや鋭利なものを置かないでください。

お子様、お年寄り、疲労の激しい方や眠気を誘う薬（睡眠薬や風邪薬など）を服
用された方などが本製品をご使用になる時は特にご注意ください。低温でも長
時間、同じ場所に触れていると低温やけどや脱水症状などの原因になります。

ピンや針金などの金属、異物などを本製品にささないでください。ヒーター部
分の故障や火災、感電の原因になります。

本体を廃棄処分する際は、各自治体の条例、区分に従ってください。

ヒーター部分に過度な圧力や、過重を加えないでください。故障や火災の原因
となります（例：椅子の足など）

本製品に故障や異常の可能性がある場合は、そのまま使用せず弊社カスタマ
ーサポートまでお問合せください。

長期的に使用しない場合は、必ずケーブルをモバイルバッテリーから抜いてく
ださい。

ペット用には使用しないでください。製品の破損・故障や事故の原因となります。

保管する場合はシート部分が十分に冷めていることを確認してから保管してく
ださい。

12.製品保証
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この度は株式会社CIOの製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
商品に初期不良などの不具合がある場合、レビューの前にご連絡ください。
初期不良品として交換対応を実施させていただきます。
正しくご使用いただいた状態で保証期間内に発生した故障の場合も
交換対応を実施させていただきます。

納品書兼保証書もしくは、販売店レシートが
保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。

※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます。
　返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。

以下の場合は保証を実施いたしかねますので、ご了承ください。

1. 使用上の取り扱い不注意による事故(落下や水没など)。
2. 使用者による任意での内部改造による故障。
3. 火災・水害などによる故障。

QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

&
セール情報

COUPON

お得なクーポン

SALE

LINE限定クーポン
Amazonや楽天市場等でご利用いただける超お得なクーポンを
LINEでいち早く公開！ SALEや新商品の情報も盛りだくさんです！

メリット02

LINEでカスタマーサポート
故障時や使い方が分からない場合など、チャットだからスムーズ！
LINEで簡単にお問合せOK！ 是非お気軽にご利用ください。

メリット 01

CIO 公式 LINEアカウント
フォローしてね！

QRコードでLINEの友達を追加

欲しい商品が見つかる！
新しくスマホやPCを買ったけどどんな充電器、製品が最適なんだろう...。
CIOの製品の特長を分かりやすく解説！あなたに合うベストな製品が見つかる！

メリット02

市場未公開情報ゲット！
開発中の商品情報や開発秘話などをいち早く公開！
市場未公開の商品情報をCIO社員が詳しく解説します！

メリット 01

CIO 公式 YouTubeアカウント
チャンネル登録してね！

QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

QRコードでYouTubeのチャンネル登録

　

　

　

2.低温やけどに関する注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると紅斑、水疱
等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をともなわないで低温や
けどになる場合もありますので、ご注意ください。

熱いと感じたときはすぐに使用を中止してください。また、すぐに取り除けな
い状況でのご使用は避けてください。

時折、肌の状態を確認し、赤み・かゆみ・痛み等やけどの症状が現れた場合は
すぐに使用を中止してください。

肌の弱い方、糖尿病などの血行に障害のある方、身体の不自由な方、意思表
示のできない方はやけどの恐れがありますので使用しないでください。

本製品が直接肌に触れないようにご使用ください。また、同じ部位に本製品
を長時間あてないようにしてください。

下着等薄い衣類の上からご使用の場合は、特にご注意ください。

同じ場所に複数枚のご使用は高温になりますのでおやめください。

万が一、皮膚に痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止して専門医の診断を
受けてください。
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こたつ、寝具の中や暖房器具の近くでは使用しないでください。

眠るときは使用しないでください。 ■本製品　■取扱説明書　■取り付けクリップ

4.付属品

5.仕様
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型番：CIO-WEARHACK01
製品サイズ:（WEARHACK本体）約200 x 200 mm
　　　　　（リモコン部分）Φ60 x 15mm
　　　　　(クリップ部分)約82mm x 13mm

ケーブル長：約910 + 270mm
温度：　低　約35～40度　中　約45～50度　高　約55～60度
連続使用時間：10,000mAhモバイルバッテリーを使用した場合
 低：約5時間30分　中：約4時間　高：約3時間
 ※高温設定時は過熱防止のため10分で中温に切り替わります。

タイマー設定時間：60分・90分・120分
消費電力：約10W (USB-Cポートより給電)
バッテリー：5V/2A以上のCIO製モバイルバッテリーをご使用ください。
重さ：約60g
素材：本体／ポリエステル100%
　　  リモコン／TPU、ABS＋PC

10.衣服以外の使い方（例）

11.推奨バッテリー
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SMARTCOBY Pro 30W

連続使用時間：約5時間半
（低温で使用した場合）

WEARHACKを折り曲げた状態で使用しないでください。

■椅子の上に敷いて ■ブランケットに装着して

※環境や使用頻度など条件に
　より異なります。

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更される場合がございます。

1. はじめに
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この度はお買い求めいただき誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に
必ずこの取扱説明書を読み、よく理解してご使用ください。

低温やけど防止のため、　2.低温やけどに関する注意を必ず
ご確認ください

取り付けクリップ ▶

QRコードを利用できる方は、右記QRよりサイトに
アクセスし、WEARHACKの使い方を参照して
ください。

CIO製のモバイルバッテリーをご準備ください。

7.使用方法
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<襟元に取り付けする場合＞
※布の厚みは10mm前後まで取り付け可能です。 
※取り付けクリップを取り付けたままでの保管はしないでください。
　跡がついてしまう場合がございます。
※革製品や熱に弱い素材の衣服には使用しないでください。衣類が痛んだり、縮む可能性があります。

※モバイルバッテリーは出力が5V/2A以上のものをご準備ください。

取り付けクリップをWEARHACKを装着したい服の首元のタグ部分へ
はさみ、取り付けます。取り付けできるようなタグがない場合は、
衣類の襟元への装着が可能です。

リモコンからケーブルを巻き外します。

1

2

3

4 WEARHACKが取り付けられた衣類を着用します。
※着用の際、リモコンがぶら下がった状態ですので、ぶつからないように周囲に
　人がいないことを確認し着用してください

※ご使用後は、自然放電防止のため、モバイルバッテリーからケーブルを抜いておくか、
　モバイルバッテリーの電源を切ってください。
※WEARHACKを取り付けている衣類を着用しない場合は、必ず電源を切るようにしてくだ
　さい。熱が篭るような状態で放置するとWEARHACKの温度が上昇し、衣類が熱により
　溶けたり、縮んでしまう事がございます。

電源OFF ▶
（長押し）
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5

6

7

8

モバイルバッテリーと接続し、WEARHACKを装着した衣服の
ポケット等にモバイルバッテリーとリモコンをしまいます。

衣類を着用してからリモコンの温度調節ボタンを長押しすると、
電源が入り、青色（低温）に点灯し、WEARHACKの温度が上がります。

温度調節ボタンを押すごとに青（低温）→白（中温）→赤（高温）と
色が変わり、温度を調整することができます。

タイマー設定の際は、タイマー設定ボタンを長押ししてください。
押すごとに青(60分)→白(90分)→赤(120分)と色が変わり、
タイマーを設定できます。

電源を切る場合は、温度調節ボタンを長押しします。
リモコンが消灯し、電源がオフになります。

※モバイルバッテリーに接続した直後にリモコン操作をすると、
　ランプが消えることがありますが、もう一度温度計マークを押していただく事で
　ご使用いただけます。

8.使用後

9.メンテナンス方法
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1

2

3

4

モバイルバッテリーからケーブルを抜き、ケーブルが引っかからないよう、
リモコンをポケットなどにしまいます

WEARHACKを取り付けている衣類を脱いでください。

収納しやすい長さにケーブルをリモコンにまきとります。

WEARHACKを衣類から取り外して保管する場合は、
クリップを外してください。長期保管の際は、ケーブルをリモコンに巻取り、
リモコン裏面のフックをWEARHACK本体の布に取り付けると
コンパクトに収納出来ます。
※長時間クリップではさんだままにすると跡が残ってしまうことがございますので、
　保管する際は衣類のタグ部分へ装着して保管してください。

本製品はシート部分のみ水洗いが可能です。リモコン・ケーブル部分を避けて水洗いをするか、
よく絞った布で拭いてください。
汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをふき取り、乾いた布で水気を
取り除いてください。
お手入れ後は、日陰で自然乾燥させてからご使用ください。
※濡れた状態でWEARHACKを使わないでください。感電・故障の原因になります。

布部分

リモコン・ケーブル部分
乾いた布で拭きとってください。

死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。警告

　

3.注意事項

警告

本製品が異音や異常な発熱、異臭、異物が入った場合はケーブルを抜き、すぐ
に使用を中止してください。

分解及び改造は絶対に行わないでください。火災・感電・怪我の原因となります。

お子様だけでご使用、幼児の手の届くところで使用しないでください。

本製品を折り曲げた状態で使用しないでください。温度が高温
になり、火災や故障の原因となります。

WEARHACKを取り付けている衣類を着用しない場合は、
必ず電源を切るようにしてください。熱が篭るような状態で放置
するとWEARHACKの温度が上昇し、衣類が熱により溶けた
り、縮んでしまう事がございます。
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重傷を負う可能性及び、物的損害に結びつく恐れが
ある内容です。注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください

本来の用途以外に使用しないでください。

本製品を引火性のある油、化学薬品、可燃性のものの近くで使用しないでくだ
さい。
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注意

接続するモバイルバッテリーはCIO製の
モバイルバッテリーを使用してください。
それ以外のモバイルバッテリーは使用しない
でください。
推奨出力は5V/2Aです。
出力が1A以下のバッテリーを使用すると過熱や故障の原因と
なります。本製品使用中に電源供給側が異常に熱くなったり、
異臭がする場合はすぐにケーブルを抜いてください。

革製品や熱に弱い素材の衣服には使用しないで
ください。衣類が傷んだり、縮む可能性があります。

①WEARHACK本体（ヒーター内蔵）
②取り付けクリップ
③長さ調節スナップボタン
④USB-Cケーブル
⑤リモコン（ケーブル巻取り部）

⑥タイマー設定ボタン

⑦温度調節ボタン（電源）

※フックはリモコンを固定する目的でご使用ください。
　モバイルバッテリーをぶら下げたり、重いものを支えることはできません。

6.各部名称
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①

④
⑤ ⑧

⑦
⑥

リモコン（表） リモコン（裏）

②

⑧フック

③


