
ブラックダイヤモンド

カイエングローブ
(THERM-IC ヒーティングユニット付属 )

取扱説明書
※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

初めてお使いになるとき /バッテリーの充電
初めてお使いになるときはバッテリーの充電が必要です。イラスト 1 のように手首の
ジッパーを開き、2 本のケーブルが出ているバッテリーパックのプラグ (1a) と、グ
ローブヒーティングシステムのプラグ (1b) の接続を外します。このとき接続はプラ
グだけをつかんで外し、ケーブルは引っ張らないで下さい。
充電の手順：
1. イラスト 2 のように、ユニバーサルチャージャー ( 充電器 ) に、国ごとに異なる

正しいアダプタを取り付け、電源コンセントに差し込んで下さい。充電インジケー
ターが緑に点灯します。

2. 両側のグローブの、2 本のケーブルが出ているバッテリーパックのプラグ (2a) を、
チャージャーケーブル (2b) に接続して下さい。充電は自動的に開始され、充電イ
ンジケーターは赤に変わります。

3. 充電が終了するまでには、約 6 〜 7 時間かかります。
4. 充電が終了すると充電は自動的に停止し、充電インジケーターが緑に変わります。
5. 2 本のケーブルが出ているバッテリーパックのプラグをチャージャーから外して

下さい。
6. コネクタの向きを合わせ、2 本のケーブルが出ているバッテリーパックのプラグ

とグローブヒーティングシステムのプラグを接続して下さい。
7. 慎重にケーブルをジッパーポケットに収納し、ジッパーを閉じて下さい。
・バッテリーパックのケーブルとグローブヒーティングシステムのプラグが正しく接

続され、確実に固定されていることを確認して下さい。
・使用後はバッテリーを再充電してバッテリー性能の劣化を防ぐとともに、常に使用

できる状態にしておいて下さい。
・バッテリーにはリチウムイオン電池を使用しているため継ぎ足し充電が可能です。

充電前にバッテリーの残量を使い切る必要はありません。
・バッテリーパックは長時間チャージャーに接続したままにしないで下さい。

使い方と機能
THERM-IC 付きカイエングローブのコントロールパネル ( イラスト 3) には、2 個
のコントロールボタン (3a、3b) と、3 個の LED による設定温度のインジケーター
(3c) を装備しています。コントロールボタンはヒーティングユニットの電源 ON/
OFF と設定温度の変更 (3 段階 ) に使用します。LED インジケーターは設定温度に
より、低 =1 個、中 =2 個、高 =3 個が点灯します。
電源のON："+" のコントロールボタンを 1 秒押し続けると電源が入り、設定
温度が " 低 " になります。
暖房レベルの調節："+" のコントロールボタンを 1 秒押し続けると設定温度が
上がります。"-" のコントロールボタンを 1 秒押し続けると設定温度が下がり
ます。
電源のOFF："-" のコントロールボタンを 3 秒押し続けると電源が切れ、LED
インジケーターが消灯します。

・設定温度を " 高 " で使用する場合は、手が熱くならないように注意して下さい。
・通常、THERM-IC 付きカイエングローブは、手指の快適な暖かさを保てる " 低 "

または " 中 " の設定温度で使用することをおすすめします。設定温度は控えめに
して下さい。

・手袋が乾燥しているとヒーティングユニットの効果が高まります。

加熱能力
温度設定 最高温度 使用時間 ( 完充電時 )　
　低 37℃ 8-10 時間
　中 45℃ 4-5 時間
　高 62℃ 2-2.5 時間

※上記のスペックは試験器で直接ヒーティングユニットを測定したものです。設定
温度ごとの使用時間は、バッテリーの充電状態、外気温度、使用者の体調によっ
て変化します。

交換用バッテリーの取り付け
バッテリーの性能が劣化し使用時間が短くなった場合は、バッテリーの交換が必要
です。
バッテリーの交換手順 :
1. 手首のジッパーポケットを開いて下さい。
2. イラスト 1 のように、2 本のケーブルが出ているバッテリーパックのプラグと、

グローブヒーティングシステムのプラグの接続を外します。
3. ジッパーポケットからバッテリーパックを取り出し新品と交換して下さい。古い

バッテリーを破棄する場合は適切に処分して下さい。
4. イラスト 4 のように、2 本のケーブルが出ているバッテリーパックのプラグと

グローブヒーティングシステムのプラグを接続し、ジッパーを閉じて下さい。

警　告
バッテリーは分解したり火の中に投入したりしないで下さい。バッテリーを不適切
に扱った場合バッテリーが破裂する場合があります。
本製品は携帯電話、ミュージックプレイヤー、ヘッドライト等の電子機器と同様に、
アバランチビーコンの受信状態に強く干渉する可能性があります。ビーコンで埋没
者を捜索するときは、本製品を含む全ての電子機器の電源を OFF にして下さい。
本製品の電源を ON にしたまま雪崩に埋没した場合、1 メートル以内に接近すると
ビーコンに干渉が現れます。

安全にお使いいただくために
・糖尿病、各種障害、レイノー病等により、温感 ( 暖かさや冷たさの感覚 ) に問題

がある場合、本製品を使用する前に医師と相談して下さい。
・使用中は定期的に手指を観察し、赤くなったりしていないか確認して下さい。
・高すぎる温度設定で長時間使用すると火傷の原因となります。
・子供には使用させないで下さい。
・バッテリー収納ポケットは湿気やほこりからバッテリーを守ります。バッテリー

パックとヒーティングシステムのプラグは常に接続した状態にして、湿気やほこ
りがプラグやソケットに浸入することを防いで下さい。

・バッテリーの充電には、THERM-IC 用以外のチャージャーを使用しないで下さい。
・熱を利用してグローブを乾燥させている間は充電しないで下さい。
・充電中はグローブを装着しないで下さい。
・グローブが湿っている場合は充電しないで下さい。
・バッテリーパックとヒーティングシステムのプラグに金属や他の物を挿入しない

で下さい。ヒーティングユニットの破損の原因になります。
・バッテリー、接続ケーブル、その他のパーツに損傷が見受けられる場合、ヒーティ

ングユニットの使用を中止してバッテリーを取り外し、通常のグローブとして使
用して下さい。

・バッテリーの保護フィルムにダメージがある場合は、そのバッテリーの使用を中
止して破棄して下さい。古いバッテリーを破棄する場合は適切に処分して下さい。

・本製品の装置にはいかなる改造も加えないで下さい。また、本製品は製品の使用
目的以外に使用しないで下さい。

・ヒーティングユニットや接続ケーブルはメーカー以外で修理しないで下さい。
・本製品に関する質問や不明点がある場合は正規輸入代理店にお問い合わせ下さい。

クリーニングと乾燥
乾燥温度は 60℃を超えないようにして下さい。THERM-IC 付きカイエングローブ
の乾燥に衣類用乾燥機を使用しないで下さい。THERM-IC の WEB サイト (www.
thermic.com) に、本製品の適した乾燥システムが紹介されています。
本製品が汚れた場合は固く絞った布で汚れをふき取って下さい。必要であれば衣類
用のブラシを使用して汚れを落として下さい。本製品のクリーニングに洗濯機を使
用したり水に浸して手洗いしたりしないで下さい。

バッテリーの保管とメンテナンス
・本製品のバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しているため継ぎ足し充電が

可能です。充電前にバッテリーに残っている電気を使い切る必要はありません。
・バッテリーパックは長時間チャージャーに接続したままにしないで下さい。
・本製品は不使用期間が長くならないようにして下さい。
・バッテリーの残量が無い状態で保管しないで下さい。残量が無い場合は保管前に

約 3 時間充電して下さい。
・本製品は乾燥した涼しい場所 (5 〜 20℃ ) で保管して下さい。
・保管する場合はバッテリーパックをヒーティングシステムから外して下さい。
・長期にわたり保管する場合は 6 ヶ月おきにバッテリーを約 3 時間充電して下さい。
・バッテリーパックの性能と寿命を縮めないよう、適切に保管して下さい。
・衝撃を与えたり、熱源に近づけたり、回路をショートさせたり、分解したり、液

体に浸したりしないで下さい。

廃棄
本製品を廃棄する場合は環境への影響を考慮して、地方自治体の条例に沿って製品
とパッケージを適切に処分して下さい。本製品は電気製品として処分して下さい。
バッテリーやチャージャー等は適切に処分して下さい。廃棄に関する詳細は地方自
治体にお問い合わせ下さい。

スペアパーツ
カイエングローブの交換用バッテリーは正規輸入代理店よりご購入下さい。

テクニカルデータ
チャージャー：
入力：100-240V(50 〜 60Hz)
出力：2 x 4.2V / 0.5A
リチウムイオンダブルバッテリー：
3.7V / 2600mAh

警　告
ブラックダイヤモンドイクイップメント社は製品を使用したことにより発生した直
接的、間接的、突発的、その他いかなる種類の損害に関しても責任を負いません。ユー
ザーは自分自身の行動、活動、およびそれらに起因する結果に対して責任を負います。

限定付き製品保証
ご購入いただいてから 3 年間、第一購入者に限り、品質もしくは製造上の欠陥が見
つかった場合無償交換いたします。欠陥が見つかった場合、ご購入店にお持ち込み
いただくか、輸入代理店に直接お送りください。製品を無償にて修理または新品交
換いたします。無償交換をこの保証における責務の上限とし、保証期間の満了とと
もに、その責務も終了するものとします。ブラックダイヤモンド・イクイップメン
ト社は全ての保証請求に対して、第一購入者であることの証明を求める権利を有し
ます。

保証の除外事項
ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は通常の損耗や摩耗 ( 例：スキーエッ
ジの減りや傷、ブーツソールの摩耗など )、製品の改造や改変、誤使用、誤ったメ
ンテナンス、事故、過失、強い衝撃、あるいは製品の目的外使用に対して保証は適
用いたしません。

本製品は該当する CE の条例とガイドラインに適合しています。

ブラックダイヤモンド日本総代理店
株式会社ロストアロー

〒350-2213
埼玉県鶴ヶ島市脚折1386-6

TEL：049-271-7113(ユーザーサポート)
e-mail：info@lostarrow.co.jp

www.lostarrow.co.jp
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