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ハ〡ドウェアの紹介



Coolwalletの表⾯には電⼦ペ ーパー
ディスプレイ、電源&コントロー
ルボタンがあります。 

Coolwalletを起動するためには、
起動ボタンを2秒以上⻑押しをして
起動します。 

起動ボタンを押す際に〝パチッ′′と
いう⾳がでますので〝パチッ′′と⾳
がなるまで押してください。  

 

電子ペーパー 
デジタルディスプレイ

起動ボタン 
コントロールボタン

ハードウェアの紹介 
CoolWallet紹介 



Coolwalletにある本体裏⾯の「左上」
に、CWから始まるシリアルナンバーが
あります。  

先程の背⾯左上に記載されているシリアルナンバー
をリカバリーカードのバックアップ⽤紙に記⼊を
して、⼤事に保管してください。 

Coolwalletの本体カードの表⾯ボタンは傷つきやす
いので、⽖先でボタンを押す⾏為はお避け下さい。 

ハードウェアの紹介 
CoolWallet紹介 



ハードウェアの紹介 
CoolWallet紹介 

CoolLink(充電器)は無線の充電デバイスです。もしお
持ちのパソコンがBluetooth4.0に対応していない場
合、パソコンとの接続もできます。  
CoolWalletをCoolLinkの上に載せたら、CoolWallet
の起動と共に充電が始まります。フル充電になるまで約
4時 間ほどかかります。充電が終了してもバッテリーの
アイコンは充電中のままのアイコンが表⽰され続けます。
充電完了状態でCoolWalletをCoolLinkに載せたまま放
置してもバッテリーは過充電にはなりませんのでご安⼼
ください。  
利⽤頻度にもよりますが、⼀回の充電で約14⽇~30⽇
ほどはご使⽤になれます。 

バッテリー本体とその充電効⼒に悪影響が出ないよう、
充電器をご使⽤されるときは⾦属製品の上に置かないよ
うご注意ください。また、パソコンや⾦属テーブルのよ
うな⾦属製品にも近づけないようにしてください。 

CoolLink(充電器)

充電設置⽅向



バッテリーの状況 
充電中(上) 
電池切れ(下) 

接続状況 
接続されていない(上) 
接続中(下) 

「バックグラウンドモード」 
アプリからクールウォレット
(CoolWallet)に指⽰を出してい
ない時は、Bluetoothは低速低
電⼒モードに切り換わります。 

OTPワンタイムパスワードの認証
が完成したら、チェックマークが
点滅しますのでボタンを押すと取
引が続けられます。 

ハードウェアの紹介 
CoolWallet表⽰アイコン説明 



ハードウェアの紹介 
CoolWallet表⽰アイコン説明 

CoolWallet本体カー ドに
は5つアカウン トIDがあり
ます。  
こちらの画像では、「アカ
ウント2」を開いている状
況をお知らせしています。

ビットコインの単位

取引済のサインをデバイスに 
転送(トランザクション)します。 

フィアット通貨は共通で 
＄マークになります



ハードウェアの紹介 
CoolWalletアルファベット対照表 

CoolWalletの電⼦ペーパーディスプレイは7つのセグメント表⽰⽅式ですので、 

アルファベットと数字の組み合わせを表⽰します。



設定方法
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設定⽅法
アプリケーションインストール
CoolWalletのアプリは、ご使⽤になられているアプリストアからダウンロードできます。 

ご使⽤のアプリストアから「CoolWallet」を検索して、そのままインストールを⾏ってく
ださい。或いはこちらよりインストールを⾏ってください。  



まず、お使いのスマートフォンのBluetoothをオンにして通信でき
る状態にします。Bluetoothが起動しているか、インターネットは
接続しているかを ご確認ください。 

1:Bluetoothをオンにしたらクー ルウォレット(Coolwallet)の本体
カードにある電 源ボタンを2秒以上⻑押しをして起動してくださ い。
本体カードを起動しましたらクールウォレット(Coolwallet)のアプ
リケーションを開き、デバイスとのペアリングの準備をします。  

2:クールウォレット(Coolwallet)を起動して,通信範囲内でデータの
読み込みが⾏われると、アプリのリストにシリアルナンバーが表⽰
されます。リストにシリアルナンバーが表⽰されたら、本体カード
の背⾯左上にCWからはじまる「シリアル番号」とアプリに表⽰さ
れているシリアル番号に間違いがないか確認します。 

 間違いなければ、アプリケーション内にある「接続」ボタンをク
リックして読み込みます。 (読み込みにお時間が掛かる場合がござ
います)  

設定⽅法
デバイスの認証



設定⽅法
デバイスの認証

3:読み込みが終ると、アプリケーション内で「ワンタイムパ
スワード(OTP)」の⼊⼒を求められますので、ワンタイム パ
スワード(OTP)を⼊⼒します。ワンタイムパスワード(OTP)
は、クールウォレット(Coolwallet)の本体カードにあるデジ
タルディスプレイに⾃動的に⽣ 成されますので、⽣成された
ワンタイムパスワード(OTP)をアプリケーションの画⾯に⼊
⼒してください。ワンタイムパスワードの⼊⼒には2つの⽅
法があります。クールウォレット(Coolwallet) 本体のカード
を軽くタップしてワンタイムパスワードを転送するか、もし
くは⼿⼊⼒にてワンタイムパスワードを⼊⼒します。 

ワンタイムパスワードの⼊⼒が終わりましたら”このデバイス
と接続する”のボタンをクリックしてください。  



設定⽅法
バックアップ作成⽅法

Coolwalletは、ハードウェアウォレットと同じ仕組みです。
ハードウェアウォレットはシード(Seed)を使ってバック
アップをしています。 

ウォレットの作成は2つの⽅法があります。  

!Coolwalletの本体カード上でシードを⽣成する⽅法(数
字) !アプリケーション上でシードを⽣成する⽅法(英⽂字)  

まずはじめに、シードを⽣成する前に、付属している「リ
カバリーカード」と「ペン」、「計算のできる電卓」をご
⽤意ください。リカバリーカードはとても重要なものとな
りますので、第三者に開⽰することなく安全なところに⼤
事に保管してください。 



設定⽅法
バックアップ作成⽅法

Coolwalletカードを使⽤して(numbers)シードを⽣成する場合  

1:アプリケーション内にある “新しいウォレットを作成する”を
クリックし、新規ウォレットを作成します。 
2:シード⽣成の下が「Card (numbers)」になっているのを確
認してください。次に、シード番号を⽣成する任意の数を「シー
ドの数」のスライドボタンでスライドをして決定します。(こち
らはリカバリーカードにメモをする項⽬の数を表しています)⽣
成する任意のシード番号の数を決めたら 画⾯下にある「ウォレッ
ト作成」ボタンをクリックしてシード番号の⽣成を⾏います。 
3:BIP32(パスフレーズ=Seed)のウォレット構上、本体カ ード
のディスプレイにシードの数字が⽣成されるまで約1~2分ほど掛
かります。シードの数字が⽣成されるまでしばらくお待ちくださ
い。 
4:カード本体のボタンをクリックすると、下記画像のようにカー
ド本体のディスプレイにシード番号が⾃動的に⽣成されま す。 
⽣成されたシード番号をあらかじめ⽤意をしていた「リカバリー
カード」へ記⼊してください。⽣成されたシード番号の順番は⾮
常に重要です。 

⽣成された順番やシード番号にお間違いのないよう何度も確認をしてメモをとってください。 
(このシード番号はビットコインの復元の際に使⽤する⾮常に重要な役割を果たします)



設定⽅法
バックアップ作成⽅法
5:シード1を記⼊したら、カード本体にあるボタンを押
してシード2、シード3と順にリカバリーカードへメモ
をします。本体カードのボタンを押すたびに次のシード
番号が表⽰されていきます。最後の数字が表⽰されるま
で数字にお間違いのないよう確認をしながら順番にメモ
を取り続けてください。あとからメモをした数字の内容
を再確認したい場合は、ボタンを繰り返し押し続けるこ
とで再確認をすることができます。 

 
6:次に、さきほど⽣成された全てのシード番号を⾜した
数字を⼊⼒するよう求められます。あらかじめ⽤意をし
ていた電卓(計算機)を使⽤し、全てのシード番号を「⾜
し算⽅式」にて計算し合計を算出します。
例:100100+010101+298909+…+213454= ?  

 
7:全てのシード番号の数字を加算した合計(答え)をアプ
リケーションに⼊⼒すると、計算結果が正常かどうかを
アルゴリズムで判断をして確認を⾏います。 



設定⽅法
バックアップ作成⽅法

アプリケーション(words)でシードを⽣成する場合  
1:アプリケーション内にある “新しいウォレットを作成する”
をクリックし、新規ウォレットを作成します。 
2:シード⽣成の下をクリックし「App(words)」を選択して
ください。その後、シードを⽣成しますのでシードの⻑さを
お選びください(12ワード、24ワード、36ワード)  
3:シードが⽣成されましたら「リカバリーカード」に英語の
ワードを順番に書き留めてください。 安全性を確保するため
にも、写真での保存、 スクリーンショット、クラウド上での
保存など、 デジタルでのバックアップはお避け下さい。複数
のメモを取るか、リカバリーカードを安全なところに保管し
てください。 CoolWalletはウォッチドッグ機能が起動され
ていない場合、約1分間以上放置すると⾃動的にシャットダ
ウンします。シードをメモする際にボタンを押すことで、⾃
動シャットダウンを防ぐことができます。 
4:メモしたシードが間違っていないかを確認するため、アプ
リが確認動作を⾏います。“ウォレット作成”をクリックし、
再確認を⾏ってください。再確認が終わりましたら、“次へ”
ボタンをクリックして次に進みます。 
5 :ウォレットの作成が終わりましたら、⾃動的にアカウン
トを⽣成します 



設定⽅法
新規アカウント作成

• 右上にある「+」を押し、新規アカウントを作成します。  

• 1つので最⼤5つのアカウントを作成することができます。



設定⽅法
バックアップの重要性

Coolwalletの本体カードやスマートフォンなどのペアリングを し

ているデバイスを紛失したときにリカバリーカードが必要と なり

ます。このリカバリーカードに保管しているコードをお使いいた

だくと、ウォレットを復元することができ、本体カードやデバイ

スを紛失した場合でも安全にビットコインを復元することができ

ます。また、復元されたビットコインは通常どおりに利⽤するこ

とができます。リカバリーカードの紛失や損傷も考えられますの

で、複数のノートなどにシードを記録しておくことで万⼀のトラ

ブルを避けることができます。また、複数のノートに記録したシー

ドは同じ場所ではなく、それぞれを別々の場所へ⼤事に保管され

ることをおすすめします。リカバリーカードの内容は個⼈の秘密

情報として保持してください。シード情報を忘れた場合はウォレッ

トの復元ができなくなります。シードの記録は順番通りにメモを

取らなければ復元することができません。シードの順番には⼗分

お気をつけください。記録したシードは、クラウドサービス、メー

ル、メッセージ、暗号化されたファイル、電⼦データなどでのデ

ジタル⽅式で保存しないで下さい。 



ビットコインの受取
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ビットコインの受取
ビットコインアドレスの⽣成

 1. 下向きの⽮印アイコンをクリックすると、受け
取り⽤のビットコインアドレスページが表⽰さ
れます。  

 2. 「新しいアドレスを⽣成する」をクリックし、
新しい受取⽤のビットコインアドレスを⽣成し
ます。管理しやすいよう、ビットコインアドレ
スをタグ付けすることも可能です。 

 3. アカウント毎に、取引記録のないビットコイン
アドレスを⽣成することが可能です。使われた
アドレスは、灰⾊⽂字で表⽰されます。  



ビットコインの受取
受信オプション

1:QRコードを読み取るリスト内から受取⽤の
ビットコインアドレスを選びQRコードを表⽰
させます。送⾦依頼主へQRコードを提⽰し、
送⾦依頼主からQRコードを読み込んでもらい
ます。  

2:⽀払いの請求(Request Payment)QRコード
“リクエスト”をクリックすると、ビットコイン
の⾦額を⼊⼒する欄が出てきますので、そこへ
任意の受取ビットコインの⾦額を⼊⼒します。
送⾦依頼主はQRコードを読み込むとQR コー
ドと⽀払⾦額がウォレットに表⽰されます。  

3:受取⽤のビットコインアドレスをコピーQR
コードの下の「コピー」をクリックして受取⽤
のビットコインアドレスをコピーします。



ビットコインの送金
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ビットコインの送⾦
BTC送⾦

1:メニュー下の「上向き⽮印」をクリックするとビットコ
インの送⾦画⾯に移動します。 

2:ビットコインの送信先アドレスを貼り付けるか、カメラ
画像をクリックしてQRコードを読み取るかのどちらかの⽅
法によりビットコインの送信先アドレスを⼊⼒します。 

  

3:ビットコイン(BTC)の⾦額、或いはご⾃⾝で設定した通
貨(USD/JPY/その他) の⾦額を「Amount」の欄へ⼊⼒し
てください。(アプリ内のシステムは⾃動的にリアルタイム
の為替レートを計算し表⽰します)  

4:以上の⼿順が終わりましたら、ビット コインアドレス、
送⾦⾦額に間違いがない かご確認してください。間違いが
ないよう でしたら“送⾦”ボタンをクリックして送⾦しま
す。以降は設定されたセキュリティポリシーに従い実⾏し
ます。

注意事項:CoolWalletのアプリケーションは資⾦を使⽤する前に少なくとも最低⼀回の認証が必要です。  



ビットコインの送⾦
送⾦時のセキュリティ対策
1:送⾦先のビットコインアドレスを表⽰するここでは、取引をした送⾦先アドレスをディスプレイに表⽰す

るよう設定をした場合の例です。例:送⾦先のビットコインアドレスが 

「19SrZJ2eqDejor2yn8aT2qWxAstAKhaeQr」だった場合CoolWalletは下記画像のように、ビットコ

インアドレスを6桁づつに分解して認識をし、数字とアルファベット⽂字を各セットごとに表⽰します。  

ビットコインアドレスの⻑さに表⽰制限があるため、ビットコインアドレスの読み込みは⾃動的に2度

表⽰されます。ビットコインアドレスの表⽰を省略したい場合、ボタンを押すと次の画⾯に変わります。

(セキュリティ表⽰の設定により、次に出る画⾯は異なります)



ビットコインの送⾦
送⾦時のセキュリティ対策

2.OTP-ワンタイムパスワードワンタイムパスワー

ドの機能を起動した場合、送⾦処理の画⾯に下記画

像のようなワンタイムパスワードの⼊⼒欄が表⽰さ

れます。ワンタイムパスワードの⼊⼒欄が出てきた

ら、CoolWalletの本体カードに表⽰されているワ

ンタイムパスワード(OTP)を⼊⼒してください。  

3:ボタン確認機能を起動している場合、 

“カードのボタンを押してください”と表⽰されます

ので、本体カードのボタンを押してください。



ビットコインの送⾦
送⾦時のセキュリティ対策

4 : CoolWalletの本体カードにあるディス

プレイ上にワンタイムパスワード(OTP)の

「✔チェック」が点滅していることを確認し

てください。✔チェックが点滅をしていれば

トランザク ションが終了していますので本

体カードにあるボタンを押してください。 

5:本体カードにあるボタンを押すと、

ディスプレイに送⾦中の上向き⽮印と

送⾦⾦額が表⽰します。



取引履ķ
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取引履歴
取引履歴

取引履歴取引履歴(トランザクションの詳細)はメイン画

⾯から確認することができます。 

取引履歴の詳細を知る場合は、それぞれの取引をクリッ

クすることで詳細を⾒ることができます。 

更に詳しい取引履歴の詳細を確認したい場合は、下記画

像のディスプレイ下にある「Blockchain.infoで⾒る」

ボタンをクリックするとさらに詳しい情報を確認するこ

とができます。  

Receive from – 送⾦主のビットコインアドレス 

Amount – 送⾦された⾦額 (ビットコイン量)  

Date – 取引の⾏われた⽇付  

Confirmation – 確認完了を⽰す欄  

Transation ID – トランザクションID  



取引履歴
取引履歴の読込み

1:ブロックチェーン(Blockchain)との同期CoolWalletのアプリを開いた際はブロックチェー

ンとの同期が必要です。ブロックチェーン(Blockchain)はお持ちのビットコインの残⾼や、

取引記録を同期化し確認をします。取引記録の量によりブロックチェーンとの同期時間が

多少影響することもあります。 

2:取引の再読み込みビットコインの受け取りが終わったら、Coolwalletのアプリケーショ

ンからビットコインを受け取ったことの確認の通知が届き残⾼と取引記録も⾃動的に更新

されます。  



取引履歴
取引履歴の読込み

ソケット通信が遅い場合や、ネット回

線の度が遅い場合など、場合によって

は即時に取引の読み込みが更新されな

い状況もあります。取引履歴を更新す

る場合は⼿動でスワイプをして更新す

ることもできます。スワイプをして更

新を⾏うと画像のように更新マークが

でてきて最新の状態へ更新されます。 



その他の設定
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その他の設定
他のデバイスとの認証

クールウォレット(CoolWallet)の本体カード1枚で最⼤3つのデバイスとのペアリング
認証ができます。最初のデバイスの認証が完了した後、すぐに他のデバイスとペアリ
ングの認証を⾏っても問題はありません。最初に認証したデバイスから他のデバイス
への認証をすることができます。  
1:2台⽬のデバイスを認証する最初のデバイスとペアリングをした時と同様の⼿順で、
ペアリングをしたい2台⽬のデバイスのアプリケーションとクールウォレット 
(Coolwallet)のカード本体をペアリングします。  
2:こちらも最初にペアリングをしたデバイスと同様の⼿順で、本体カードを軽くタッ
プして「ワンタイムパスワード(OTP)」を⼊⼒、もしくは⼿⼊⼒にて⼊⼒します。  
3:2台⽬のデバイスとクールウォレット(Coolwallet)のインターネット接続を切断し
てください。(マルチタスク画⾯から削除します)  
 4:既に認証が終わっている1台⽬のデバイスとクールウォレット(Coolwallet) の本体
カードを接続してください。 



その他の設定
他のデバイスとの認証

5:クールウォレット(Coolwallet)のアプリケーション内にあるメニュー項⽬を開
き“ホストデバイス”のボタンをクリックします。  
6:「ホストデバイス」のボタンをクリックすると認証待ちになっているもう1台
のデバイスが表⽰されます。 7:ペアリング認証をしたいデバイスの名称を選択
し承認します。承認作業が 終わりましたら承認をした2台⽬のデバイスとクール
ウォレット(Coolwallet) の本体カードを接続してください。 あとは「Host 
Approved」のOKをクリックすると2台⽬のペアリング(同期)が完了します。  

【不要なデバイスとペアリング(同期)を解除したい場合】ペアリング(同期)を解
除したいデバイス名を左にスライドさせます。スライドをすると下記画像のよう
に「Delete」ボタンが出てきますので、「Delete」ボタンをクリックすれば不要
なデバイスとペアリング(同期)を解除することができます。



その他の設定
CoolWalletカードの設定

お持ちのCoolwalletカードを好きなカード名に変更すること
ができます。  

1:アプリケーション内にあるメニューアイコンをクリック
するとメインメニューが表⽰されますので「CoolWallet カー
ド」ボタンをクリックします。  

2:カード名を⼊⼒する場所に変更したい任意のカード名を
⼊⼒します。 ディスプレイに通貨の等価⾦額を表⽰するか
しないかを選択することが可能です。「カードに⾦額を表⽰
する」の項⽬から「オン、もしくはオフ」にて選択すること
ができます。  

3:お好きなカード名を⼊⼒したら「更新」ボタンをクリッ
クしOKを押します。これでカード名の設定が完了です。  

4:カード名の設定後、下記画像のようにカード名が変更さ
れアプリケーション内のリストに表⽰されます。 



その他の設定
セキュリティ設定

【ワンタイムパスワード認証を有効にする】 
ワンタイムパスワード(OTP)はビットコインを送⾦する際、デバイスの認証をする際、リセッ
トをする際など、セキュリティを確保するために使⽤します。⾼セキュリティを確保するた
めには、こちらの機能を「有効」にすることをお勧めします。 

【カードのボタンをクリックして取引を完了させることを有効にする】 
この機能はトランザクションを⾏う際に2種類の認証⽅法を有効にするかどうかのオプショ
ンとなります。こちらを有効にするとワンタイムパスワード(OTP)を利⽤するか、もしくは
本体カード上のボタ ンを押してトランザクションを完了するかを設定することができます  

【ウォッチドッグ機能を起動する】 
ウォッチドック機能は、クールウォレット(Coolwallet)の本体カードとご利⽤のデバイスが
⼀定の距離 を離れてた場合に紛失防⽌としてアプリケーションからポップアップ通知をしま
す。ウォッチドッグ機 能はご利⽤のデバイスがBluetoothオンになっている状態でクールウォ
レット(Coolwallet)のアプリケー ションはバックグラウンドモードになっている必要があり
ます。ウォッチドッグ機能はオンでなければ作動しません。  

【ビットコインアドレスをカードに表⽰する】 
この機能を有効にした場合、クールウォレット(Coolwallet)の本体カード上に取引先のビッ
トコインアドレスが表⽰されます。 



その他の設定
よく使う通貨の表⽰

通貨はCoolWalletの本体カードとアプリケー

ション上に表⽰されます。よく使う通貨を

設定することができます。 

1:メニューアイコンをクリックする とサイ

ドメニューが出てきますので“設定“を選択し

てください。 

2:次に「設定」の中にある 「通貨設定」を

クリックします。  

3:「通貨設定」の中には様々な通貨があり

ますので、その中からよく使⽤する通貨を

選び、チェックを⼊れます。 



CoolWalletの復元
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CoolWalletの復元
CoolWalletカードを紛失した場合

 • 紛失したCoolWalletカードを作成した際に「英⽂字」でバックアップをされた場合は、類似
するウォレットサービスへ復元することができます。もしくは、新しいCoolWalletカードを
再購⼊して新しいCoolWalletへ復元することができます。 

  
 • 紛失したCoolWalletカードを作成した際に「数字」でバックアップをされた場合は、現在の

ところは新しいCoolWalletへのバックアップのみ対応となっております。 



CoolWalletカードを紛失した場合

紛失した認証済のデバイス以外に他の認証済みのデバイスをご利⽤になられている場
合は復元をする必要はありません。別のご利⽤中の認証済みのデバイスでそのまま
CoolWalletを利⽤することができます。紛失したデバイ スはリストから削除しても
構いません。(紛失したデバイスをリストから削除する場合は、「6:その他の設定」
の「他のデバイスとの認証」を参照ください)他に認証されているデバイスをお持ちで
なければ、新しいデバイスでCoolWalletをリセットする必要があります。 

CoolWalletの復元



新しいデバイスでCoolWalletを認証する
CoolWalletの復元

1:新しいデバイスでCoolWalletを認証し、セキュリティ設定を⾏います。  

2:デバイスとペアリング認証を済ませたら「旧ウォレットの復元」を選択し、以前使⽤していた
ウォレットを復元する⼿順に進みます。  

3:シードの種類が「英⽂字」か「数字」かを選択します。 
【「英⽂字」でバックアップしている場合】 
ワードリスト(BIP 39)が確認されますので、スペースキーを使いながらスペースを⼊れて英⽂
字のシードを⼊⼒してください。 
【「数字」でバックアップをしてる場合】 
バックアップ数字のチェックサム(Check sum)が正しいかどうかが⾃動的に判定されます。リ
ストにない⽂字が⼊⼒された場合や、数字のチェックサム(Check sum)が正しくない場合は、
アプリケーションから警告メッセージが通知します。  

4:⼊⼒されたバックアップの「英⽂字」、もしくは「数字」に間違いがなければ「ウォレット作
成」をクリックして、Coolwalletを復元します。 

5:復元プロセスこの復元プロセスでは、以前使⽤したことのあるビットコインアドレス、アカウ
ントを全て復元します。Coolwalletの本体カードをCoolLinkの充電器の上に置いて、しばらくお
待ちください。  



新しいウォレットを作成する際や復元する際に
CoolWalletが⾃動終了する場合

CoolWalletの復元

 • お持ちのCoolWalletが⾃動終了した場合は、CoolWalletが 省電⼒モードになっていること

が原因と考えられます。ウォッチドッグ機能が起動していない場合は、アプリケーションと

の接続から 約1分後に⾃動シャットダウンします。起動してから1 分間以内にCoolWalletの

本体カードにあるボタンを押す と、省電⼒モードに⼊ることを防ぐことができます。  

• CoolWalletの復元ができたら、アカウントを切り換えて取引記録と残⾼をブロックチェー

ン(Blockchain)と同期してください。 



CoolWalletのリセッ
ト
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クールウォレットのリセット
CoolWalletのリセット

CoolWallet をリセットしたい場合、シードのバックアップを⾏っているかどうかをもう⼀度確認

してください。事前にバックアップをしていない場合は CoolWalletのビットコイン残⾼を紛失す

る危険性があります。  

1:CoolWalletをリセットする場合、メニュー画⾯に戻り、画⾯中央の右側にある「リセット」ボ

タンをクリックします。  

2:次に再確認の画⾯が出ますので、そのまま画⾯下にある「リセット」ボタンをクリックしま

す。



トラブルシュ〡ティング
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CoolWalletの⾃動終了
トラブルシューティング

お持ちのCoolWalletが⾃動終了した場合は、省電⼒モードになっていることが原因と考えら

れます。ウォッチドッグ機能が起動していないときは、アプリケーションとの接続から約1分

後に⾃動終了します。 

【新しいウォレットを作成する、または復元をする際に⾃動終了する場合】起動してから1分

以内にCoolWalletの本体カードにあるボタンを押すと、省電⼒モードに⼊ることを防ぐこと

ができます。



CoolWalletのアプリケーションが反応しない
トラブルシューティング

• CoolWalletの本体カードかアプリが反応しなくなった場合は  

1度アプリケーションを終了してから再起動してください。



Thanks


