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衣服をスマート化



ようこそ
Spireにようこそ!

Health Tagが呼吸パターン、心拍数、アクティ
ビティー、睡眠をモニターして、健康増進をお手
伝いします。

Spireコンパニオン・アプリが昼夜を問わずあな
たをモニターし、短期と長期の両方の目標を達
成できるようサポートします。

Health Tagを使えば、面倒な準備は要りませ
ん。ただ服を着て出かけるだけです。



Health Tagで測定できるもの
呼吸パターン
胴体の伸縮をモニターして、呼吸の速度と整合性を感知します

心拍数と心拍変動
心拍の速度とリズムを脈拍から光センサーで感知します

心の状態
呼吸パターンを基にストレス、平静さ、集中のレベルを表します

アクティビティー
歩数、カロリー数、ワークアウトなど

睡眠
睡眠のパターンと質(睡眠段階、睡眠時間、覚醒など)



Health Tagを取り付ける

Spireアプリの指示に従って、下着、ブラジャー、パジャマ、 またはスポーツウエアにHealth Tag

を正しく取り付けてください。

Health Tagを取り付けるときは、次の点に注意してください:

Health Tagの取り付け後24時間以内は洗濯しないでください。 それ以降は、Health Tag

を付けたままで、いつもどおりに洗濯して構いません。

Health Tagの取り付け方法について詳しくは、こちらをご覧ください: www.spire.io/FAQ

1. Health Tagは、下着の前側のウエストゴム部分またはブラジャーの内側に接着

してください。

2. Health Tagのソフトな面を肌に触れる側にしてください。

3. Health Tagの取り付け位置は衣服ごとに少し変えてください。



Health Tagを使用する

Spire Health TagはSpireコンパニオン・アプリと連携して動作します。 Health Tagを使用

する際は、次の点に注意してください:

• Health Tagの装着中は自動的にオン/オフが切り替わります。

• 緑色のライトは点灯しない可能性があります。 これが通常です。

• ユーザーがSpireアプリとペアリングする必要があるHealth Tagは1つだけです。

パックに含まれている残りのHealth Tagは自動的にペアリングされます。 Health Tagには

長時間持続するバッテリーが内蔵されており、充電する必要はありません。 バッテリーの寿

命はご利用状況によって変わります。

Health Tagの使用方法について詳しくは、こちらをご覧ください: www.spire.io/FAQ



Health Tagを取り外す

Health Tagを衣服から取り外して、別の衣服に付け直すことが必要になる場合が

あります。

衣服に接着してから5分未満であれば、そっとはがして、別の場所に付け直すことが

できます。

接着後 5 分を超えている場合は、Health Tagの裏側にある接着テープの交換が必

要になります。

ご購入されたHealth Tagパックには、予備の接着テープが同梱されています。 付属

の接着剤リムーバーを利用したり、1回洗濯・乾燥したりすると、残っている接着剤を

はがしやすくなります。



Health Tagを取り外す

Health Tagの接着剤は特殊な両面テープです。

交換用接着テープを使用するには:

1. 使用済みの接着剤をHealth Tagからはがします。 次に、交換用接着テープ

を取り出して、片方の裏当てをはがします。 両面同じなので、どちらをはがし

ても大丈夫です。

2. 交換用接着テープをHealth Tagの裏側に接着し、親指で5秒間圧を加えま

す。 もう一方の裏当てをはがして、接着剤を露出します。

3. もう一方の裏当てをはがして、接着剤を露出します。 その後、Health Tagを

新しい衣服に取り付けます。



サポートが必要な場合

サポートが必要な場合は、 hello@spire.io または 1-800-501-CALM 

(米国内からの場合)にお問い合わせください。



著作権
Copyright © 2014-2018 Spire, Inc.
All rights reserved.

サポートのお問い合わせ先
www.spire.io
hello@spire.io
+1-800-501-CALM (米国国
内の場合)

法規制
Spire Health Tag
このデバイスはFCC Part 15の規定に適合しています。 動作は次の2
つの条件を前提としています。 (1) このデバイスによって、有害な干渉が
発生することはない。 (2) このデバイスは、予想外の動作を引き起こす
可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければならない。

注: この機器は、FCC規定のPart 15に基づくクラスBデジタル・デバイ
スの制限に準拠していることがテストによって確認済みです。 この制限
は、住宅地で機器を使用した場合に有害な干渉が起きないようにするた
めの、一定の保護を目的としたものです。 この機器は無線周波エネルギ
ーを生成、使用、および放射するため、指示に従わずに取り付けたり使用
したりした場合は、有害な干渉を発生させるおそれがあります。ただし、
説明書に従った場合にも、干渉が起きないことを保証するものではあり
ません。 この機器によってラジオやテレビの受信に干渉が発生する場合
は(機器の電源をオン/オフすることで確認できます)、次のいずれかの方
法で干渉をなくすようにしてください。

• 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動する。
• 機器と受信装置の距離を広げる。
• 受信装置が接続されている回路とは別の回路のコンセントに

機器を接続する。
• 販売店またはラジオやテレビの専門技術者に問い合わせる。

重要: Spireによって許可されていない方法でこの製品に対して変更や
改造を行った場合、電磁両立性(EMC)およびワイヤレスのコンプライア
ンスが無効になり、この製品を操作する権限が無効になる可能性があ
ります。 この製品は、規格に適合した周辺機器とシールドケーブルを使
用してシステムのコンポーネント間を接続するなどの条件下でEMCへ
の準拠が実証されています。 ラジオ、テレビ、およびその他の電子機器
への干渉を引き起こす可能性を低減するには、規格に適合した周辺機
器とシールドケーブルを使用してシステムのコンポーネント間を接続す
ることが重要です。
ID FCC: 2ACF5S2 

カナダ - カナダ産業省への適合性宣言
この装置は、制御されていない環境に対して規定されたIC RSS-102被
ばく範囲に準拠しています。 この装置は他のアンテナや送信機と一緒に
設置したり 、 操作し たり しないでください。

このデバイスはカナダ産業省のライセンス免除RSS規格に準拠しています。 
動作は次の2つの条件を前提としています。 (1) このデバイスは干渉の要因と
なってはならない、および(2)このデバイスは、デバイスの予期されていない動
作の原因となる干渉を含めていかなる干渉も受け入れる。 カナダ産業省の規
制に従い、この無線送信機は、カナダ産業省が無線送信器向けに承認してい
るタイプおよび最大(またはそれ未満)利得のアンテナを使用してのみ動作でき
るものとします。 他のユーザーに対する無線干渉の可能性を軽減するため、ア
ンテナのタイプおよびその利得は、等価等方輻射電力(e.i.r.p.)が正常な通信
に必要とされるレベルを超えないよう選択するものとします。

Déclaration réglementaire de l’IC (Industrie Canada)
Ce matériel est conforme aux limites de dose d’exposition aux 
rayonnements ic rss-102 énoncées pour un autre environnement.
cet émetteur ne doit pas être situées ou opérant conjointement 
avec toute autre antenne ou l’émetteur.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne 
doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil 
doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

オーストラリアのお客様の場合: 弊社の商品には、オーストラリア消費者法の
下で除外できない保証が付いています。 重大な違反があった場合、お客様は
交換または返金を求める権利があり、また、その他の合理的に予測可能な損
失に対する損害賠償を求める権利があります。 また、商品が合格品質を満た
しておらず、重大でない違反の場合は、商品の修理または交換を求める権利
があります。

商標
Spire®、Spire wave、Spire Health TagはSpire, Inc.の登録商標です。 
Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登
録商標であり、Spire, Inc.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用し
ています。 その他の商標および商品名は、それぞれの所有者に帰属します。
ID FCC: 2ACF5S2
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) IC: 12129-S2



©2018 Spire, Inc. Spire® Health Tags™ - 衣服をスマート化™ は、Spire, Inc.の
商標です。

その他すべての商標は各社の所有物です。

特許出願中。 中国製。 設計: 米国カリフォルニア州。
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