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主な特長
本製品は、エンタテインメントロボットaibo（アイボ）
ERS-1000専用の足裏パッドです。aibo本体の足裏
に貼り付けて、aiboの足音を和らげます。

使用上のご注意
使用中に足裏パッドの浮きやはがれが見つかった場
合は、新しい足裏パッドに取り替えることをおすすめ
します。

主な仕様
同梱物：足裏パッド（4）、印刷物一式

仕様および外観は改良のため予告なく変更するこ
とがあります。

安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発
熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じ
ます。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによ
り死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事
故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりする
ことがあります。

行為を禁止する記号

            

下記の注意事項を守らないと死亡や大けがの 
原因となります。

口に入れたり飲み込んだりしない
本機の部品を口に入れたり飲み込んだりすると、
のどにつまったりして危険です。

型名：ERA-1021

ソニーグループ株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

フリーダイヤル・・・・・・・・・・・・・・ 0120-30-2629
携帯電話・PHS・一部のIP電話・・・ 050-3754-9632

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは
aiboオーナーサポートページをご活用ください。

http://aibo.com/support

aiboオーナーサポート

 取り付けかた

1 aiboの首の後ろにあるパワーボタンを 
2秒間押したままにして、電源を切る。

2 aiboのおなかを下にして床の上に置き、
足を持ち上げて肉球を上に向け、姿勢を
安定させる。

3 肉球の表面の汚れを乾いた布できれいに
ふき取る。

4 足裏パッドの剥離紙をはがす。
足裏パッドの両端をつかみ、剥離紙にある上下
2か所の切り込みを広げてはがしてください。

5 イラストに記載された位置を目安に足裏
パッドを仮貼りする。
 前足
    約2 mm
    約1 mm
 後足
    約6 mm
    約2 mm
    約1 mm

6 前後の両足のつま先を動かして、足裏
パッドがつま先の可動部に引っかからな
いことを確認する。

7 指で足裏パッド全体をaiboの肉球に押し
つけて、しっかりと接着させる。

ご注意
接着後、数時間は接着が安定しません。約1日経過してから、
aiboを動かすようにしてください。
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Main Features
These products are Paw Pads exclusively for 
entertainment robot aibo ERS-1000. Attach 
them to the paws of the aibo body and the 
aibo footstep sounds will become softer.

Notes on Use
• To prevent accidentally swallowing of 

the device parts, do not put them in your 
mouth.

• If you find that the Paw Pads currently in 
use are loose or peeling, replacing them 
with new Paw Pads is recommended.

Specifications
Supplied items: Paw Pads (4), A set of paper 
documents

Designs and specifications are subject to 
change without notice.

 How to Attach Paw Pads

1 Press and hold the power button at 
the back of the neck for 2 seconds to 
power off aibo.

2 Place aibo with the stomach facing 
down on the floor, lift up its feet, turn 
aibo's paws upwards and stabilize its 
position.

3 Clean off any soiling from the surface 
of aibo's paws with a dry cloth.

4 Peel off the paper backing from the 
Paw Pads.
Hold both ends of the Paw Pad, and 
spread the paper backing from the 2 
notches located on the top and bottom of 
it to peel off.

5 Use the position shown in the 
illustration as a guide and attach the 
Paw Pads.
 Forepaws
    Approx. 2 mm (3/32 in.)
    Approx. 1 mm (1/16 in.)

 Back paws
    Approx. 6 mm (1/4 in.)
    Approx. 2 mm (3/32 in.)
    Approx. 1 mm (1/16 in.)

6 Move the toes on both forepaws and 
back paws and confirm that the Paw 
Pads do not contact and interfere 
with the movable parts of the toes.

7 Push the Paw Pads completely on 
to aibo's paws with your fingers to 
securely adhere them on.

Note
The adhesive will not be stable for a few hours 
after attachment. Please leave aibo untouched for 
about 1 day.

http://aibo.com/support

