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バッテリーの仕様

電圧:7.6V
容量:3000mAh   
電力量:22.8Wh   
寸法:4.7インチ x 2.6インチ x .56インチ (123mm x 68mm x 14mm)
重量: 0.3 ポンド (135g)
タイプ:リチウムポリマー
使用温度範囲:0°C～40°C

GNARBOX 2.0 SSD用GNARBOX 2.0 バッテリー
3000mAh、7.6V、取り外し可能なリチウムポリマーバッテリー

· 各バッテリーは、ご利用のGNARBOX 2.0 SSDにて3～6時間、連続使用
が可能です。

· GNARBOX 2.0 SSDおよびGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器を、

GNARBOX 2.0 SSD付属のUSB-C to Cケーブルおよび電源アダプタと一緒に使用した
場合、バッテリーは1時間で80％、2時間で100％まで充電可能です。GNARBOX 2.0
バッテリーは、GNARBOX 2.0 SSDおよびGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器と共
にご利用いただけます。     

· GNARBOX 2.0バッテリーはGNARBOX 1.0とは互換性がありません。

· このバッテリーは工場出荷時には完全に充電されていないため、使用前に充電する
必要があります。

· バッテリーパック/バッテリーを廃棄する際は、端子をテープまたはその他の絶縁体でカ
バーしてください。 他の金属との接触による火災や爆発の危険性があります。

· ご質問は、support@gnarbox.comまでメールでお問い合わせいただくか、
gnarbox.comのライブチャットをご利用ください！

安全に関する警告

· 警告:以下の安全に関する指示に従わない場合、火災、感電、怪我、ある
い はGNARBOXやその他所持品の破損につながる可能性があります。

· バッテリーの充電は、必ず+5°C / 41°F ～+40°C / 104°Fの温度範囲で行
ってください。バッテリーがこの温度範囲外で充電されると、液漏れ、過熱、破損が
起き、やけどやその他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーが過熱、もしくは発煙、異臭がある場合は、絶対に使用しないでください。
火災や怪我の原因となることがあります。 

· GNARBOX 2.0 SSDまたはGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器以外の充電器
でバッテリーを充電しないでください。 これはバッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因
となり、火災、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーを分解したり改造したりしないでください。修理や内部点検はすべて
GNARBOXにご依頼ください。

· ほこりや湿気の多い場所にバッテリーを置かないでください。 感電、バッテリーの過熱
や火災の原因となることがあります。

· バッテリーの端子をショートさせないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の
原因となり、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· GNARBOXのバッテリーをご自分で交換しないでください。バッテリーを破損して、過
熱や怪我を招くことがあります。

· GNARBOXのリチウムポリマーバッテリーは、MyGnar, Inc.のみが交換できるもので、
家庭ごみと分別してリサイクルまたは廃棄する必要があります。バッテリーを焼却しな
いでください。

· バッテリーの修理とリサイクルについては、カスタマーサポートに support@gnarbox.com
宛にメールでお問い合わせいただくか、(844) 462-7269までお電話ください。

· リチウムポリマーバッテリーの製品安全データシートは、当社のウェブサイト
www.gnarbox.com/batteryにてご覧いただけます

安全上の注意事項

· 直射日光の当たる場所、高温の場所、または熱源の近くでバッテリーを使用
または保管しないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因となり、やけど
、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーが液漏れした場合は、電解液が皮膚や衣服に付かないように注
意してください。 電解液が皮膚に付くと、やけどをする可能性があります。 電解液
が皮膚に付いた場合は、ただちに清潔な水で完全に洗い流してください。

· 寒い場所に保管しないでください。 製品自体が冷たくなり、触れた時に怪
我をすることがあります。

法務情報

警告:  GNARBOX 2.0バッテリーの破損は、感電のおそれがありますのでご注意ください。 
何らかの原因でGNARBOX 2.0バッテリーが破損した場合は、該当のコンポーネントの使
用をただちに中止し、当社カスタマーサービスまで修理を依頼してください。

バッテリー: GNARBOXのバッテリーの交換は、MYGNAR, Inc.あるいは公認のサービスプ
ロバイダーのみが行うことができます。 バッテリーは必ず家庭ごみとは分別して廃棄してく
ださい。 バッテリーの修理とリサイクルの詳細についてはwww.gnarbox.com/batteryを
ご覧ください。

オーストラリアのお客様へ:  当社の商品には、「豪州消費者法」に基づき、除外できない
保証が付いています。 お客様には、重大な不具合およびその他合理的に予見可能な
損失または損害の補償として、交換または返金を受ける権利があります。 また、商品の
品質が基準を満たしておらず、その不具合が重大ではない場合においても、商品の修理
または交換を受ける権利があります。

規制遵守: GNARBOXに対する規制遵守の情報、証明書、およびRCMマークについて
は、GNARBOXソフトウェアアプリケーションメニューをご覧ください。 メニュー > 法務情報 > 
規制遵守の順にクリックしてください。

重要:  当製品は対応している周辺機器とシステムコンポーネント間のシールドケーブルの
使用を含む条件でEMC規格に適合しています。 無線機、テレビ、その他の電子機器への
干渉を引き起こす可能性を低減させるには、対応している周辺機器およびシステムコンポ
ーネント間のシールドケーブルを使用することが重要となります。

イノベーション・科学経済開発省ICES 003適合ラベル:CAN ICES-3(B)/NMB(3)

EU規格との適合: MyGnar, Inc.は、当ワイヤレスデバイスが、R&TTE指令の必須要件お
よびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。

EU適合宣言書はこちらwww.gnarbox.com/eucomplianceからご覧いただけます。

EU諸国における廃棄に関する情報

GNARBOX 2.0 
バッテリー取扱説明
書:
3000mAh、7.6V、取り外し可能な
リチウムポリマーバッテリー

上のマークは、現地の法律および規制に従って、製品および/またはそのバッテリーを家庭
ごみと分別して廃棄する必要があることを意味しています。当製品の製品寿命が尽きま
したら、地方自治体が指定する回収場所までお持ちください。廃棄する際に、製品およ
び/またはそのバッテリーを個別に回収、リサイクルすることで、資源の保護に役立ち、人々
の健康と環境を守ることができます。© 2018 MyGnar, Inc.All rights reserved (不許複
製・禁無断転載)。GNARBOXは、米国および/またはその他の国におけるMyGnar, Inc.
の登録商標です。

電至 80％，或在 2 小時內充電至 100％。GNARBOX 2.0 電池可與 
GNARBOX 2.0 SSD 和 GNARBOX 2.0 雙電池充電器一起使用。    

· GNARBOX 2.0 電池與 GNARBOX 1.0 是不兼容。
· 由於本電池出廠時未充滿電，所以應在使用前充電。
· 在丟棄電池組/電池之前，請用膠帶或其他絕緣體蓋住端子。 接觸其他金
屬材料可能導致火災或爆炸。

· 如有任何問題，請發送電子郵件至 support@gnarbox.com 或在 
gnarbox.com 與我們實時聊天！

安全警告
· 警告：倘若不遵守這些安全說明，可能會導致火災、觸電、傷害或損壞您
的 GNARBOX 或其他財物。

· 請務必在攝氏+5 度/華氏41度和攝氏+40 度/華氏104 度的溫度範圍內給電
池充電。如果電池在這些溫度範圍之外充電，可能會造成電池洩漏、過熱
或損壞，從而導致灼傷或其他傷害。

· 如果電池變熱、冒煙或散發燃燒氣味，請勿使用，否則可能導致火災或傷害。 

· 切勿使用 GNARBOX 2.0 SSD 或 GNARBOX 2.0 雙電池充電器以外的充電器
為電池充電。 這樣可能導致電池洩漏、過熱或損壞，並導致火災、燒傷
或其他傷害。

· 切勿拆卸或嘗試改動電池。請參閱 GNARBOX 的所有維修或內部檢查指南。

· 請勿將電池放在充滿塵埃或潮濕的地方。 這樣可能導致觸電、過熱或火
災危險。

· 切勿短接電池端子。 這樣可能導致電池洩漏、過熱或損壞並造成灼傷或
其他傷害

· 請勿嘗試自行更換 GNARBOX 電池 — 您可能會損壞電池，因而導致過熱
或受傷。

· GNARBOX 中的鋰聚合物電池只能由 MyGnar, Inc. 更換，並且必須與家居
垃圾分開回收或處理。請不要焚燒電池。

· 有關電池服務和回收的資訊，請發送電子郵件至 support@gnarbox.com 或
致電（844）462-7269 與客戶支援部門聯繫。

· 在我們的網站 www.gnarbox.com/battery 上可以找到鋰聚合物電池的 MSDS

安全注意事項
· 請勿在陽光直射、高溫或靠近熱源的地方使用或存放電池。 這樣可能導致
電池洩漏、過熱或損壞並造成灼傷或其他傷害。

· 如果電池漏液，請注意不要讓電池液沾到皮膚或衣服上。 如果電池液與皮
膚接觸，可能會導致灼傷。 如果電池液沾到皮膚上，請立即用清水沖洗乾
淨。

· 請勿儲存在寒冷的環境。 產品本身會變冷，並在觸摸時造成傷害。
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· 請勿將電池放在充滿塵埃或潮濕的地方。 這樣可能導致觸電、過熱或火
災危險。

· 切勿短接電池端子。 這樣可能導致電池洩漏、過熱或損壞並造成灼傷或
其他傷害

· 請勿嘗試自行更換 GNARBOX 電池 — 您可能會損壞電池，因而導致過熱
或受傷。

· GNARBOX 中的鋰聚合物電池只能由 MyGnar, Inc. 更換，並且必須與家居
垃圾分開回收或處理。請不要焚燒電池。

· 有關電池服務和回收的資訊，請發送電子郵件至 support@gnarbox.com 或
致電（844）462-7269 與客戶支援部門聯繫。

· 在我們的網站 www.gnarbox.com/battery 上可以找到鋰聚合物電池的 MSDS

安全注意事項
· 請勿在陽光直射、高溫或靠近熱源的地方使用或存放電池。 這樣可能導致
電池洩漏、過熱或損壞並造成灼傷或其他傷害。

· 如果電池漏液，請注意不要讓電池液沾到皮膚或衣服上。 如果電池液與皮
膚接觸，可能會導致灼傷。 如果電池液沾到皮膚上，請立即用清水沖洗乾
淨。

· 請勿儲存在寒冷的環境。 產品本身會變冷，並在觸摸時造成傷害。



バッテリーの仕様

電圧:7.6V
容量:3000mAh   
電力量:22.8Wh   
寸法:4.7インチ x 2.6インチ x .56インチ (123mm x 68mm x 14mm)
重量: 0.3 ポンド (135g)
タイプ:リチウムポリマー
使用温度範囲:0°C～40°C

GNARBOX 2.0 SSD用GNARBOX 2.0 バッテリー
3000mAh、7.6V、取り外し可能なリチウムポリマーバッテリー

· 各バッテリーは、ご利用のGNARBOX 2.0 SSDにて3～6時間、連続使用
が可能です。

· GNARBOX 2.0 SSDおよびGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器を、

GNARBOX 2.0 SSD付属のUSB-C to Cケーブルおよび電源アダプタと一緒に使用した
場合、バッテリーは1時間で80％、2時間で100％まで充電可能です。GNARBOX 2.0
バッテリーは、GNARBOX 2.0 SSDおよびGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器と共
にご利用いただけます。     

· GNARBOX 2.0バッテリーはGNARBOX 1.0とは互換性がありません。

· このバッテリーは工場出荷時には完全に充電されていないため、使用前に充電する
必要があります。

· バッテリーパック/バッテリーを廃棄する際は、端子をテープまたはその他の絶縁体でカ
バーしてください。 他の金属との接触による火災や爆発の危険性があります。

· ご質問は、support@gnarbox.comまでメールでお問い合わせいただくか、
gnarbox.comのライブチャットをご利用ください！

安全に関する警告

· 警告:以下の安全に関する指示に従わない場合、火災、感電、怪我、ある
い はGNARBOXやその他所持品の破損につながる可能性があります。

· バッテリーの充電は、必ず+5°C / 41°F ～+40°C / 104°Fの温度範囲で行
ってください。バッテリーがこの温度範囲外で充電されると、液漏れ、過熱、破損が
起き、やけどやその他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーが過熱、もしくは発煙、異臭がある場合は、絶対に使用しないでください。
火災や怪我の原因となることがあります。 

· GNARBOX 2.0 SSDまたはGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器以外の充電器
でバッテリーを充電しないでください。 これはバッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因
となり、火災、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーを分解したり改造したりしないでください。修理や内部点検はすべて
GNARBOXにご依頼ください。

· ほこりや湿気の多い場所にバッテリーを置かないでください。 感電、バッテリーの過熱
や火災の原因となることがあります。

· バッテリーの端子をショートさせないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の
原因となり、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· GNARBOXのバッテリーをご自分で交換しないでください。バッテリーを破損して、過
熱や怪我を招くことがあります。

· GNARBOXのリチウムポリマーバッテリーは、MyGnar, Inc.のみが交換できるもので、
家庭ごみと分別してリサイクルまたは廃棄する必要があります。バッテリーを焼却しな
いでください。

· バッテリーの修理とリサイクルについては、カスタマーサポートに support@gnarbox.com
宛にメールでお問い合わせいただくか、(844) 462-7269までお電話ください。

· リチウムポリマーバッテリーの製品安全データシートは、当社のウェブサイト
www.gnarbox.com/batteryにてご覧いただけます

安全上の注意事項

· 直射日光の当たる場所、高温の場所、または熱源の近くでバッテリーを使用
または保管しないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因となり、やけど
、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーが液漏れした場合は、電解液が皮膚や衣服に付かないように注
意してください。 電解液が皮膚に付くと、やけどをする可能性があります。 電解液
が皮膚に付いた場合は、ただちに清潔な水で完全に洗い流してください。

· 寒い場所に保管しないでください。 製品自体が冷たくなり、触れた時に怪
我をすることがあります。

法務情報

警告:  GNARBOX 2.0バッテリーの破損は、感電のおそれがありますのでご注意ください。 
何らかの原因でGNARBOX 2.0バッテリーが破損した場合は、該当のコンポーネントの使
用をただちに中止し、当社カスタマーサービスまで修理を依頼してください。

バッテリー: GNARBOXのバッテリーの交換は、MYGNAR, Inc.あるいは公認のサービスプ
ロバイダーのみが行うことができます。 バッテリーは必ず家庭ごみとは分別して廃棄してく
ださい。 バッテリーの修理とリサイクルの詳細についてはwww.gnarbox.com/batteryを
ご覧ください。

オーストラリアのお客様へ:  当社の商品には、「豪州消費者法」に基づき、除外できない
保証が付いています。 お客様には、重大な不具合およびその他合理的に予見可能な
損失または損害の補償として、交換または返金を受ける権利があります。 また、商品の
品質が基準を満たしておらず、その不具合が重大ではない場合においても、商品の修理
または交換を受ける権利があります。

規制遵守: GNARBOXに対する規制遵守の情報、証明書、およびRCMマークについて
は、GNARBOXソフトウェアアプリケーションメニューをご覧ください。 メニュー > 法務情報 > 
規制遵守の順にクリックしてください。

重要:  当製品は対応している周辺機器とシステムコンポーネント間のシールドケーブルの
使用を含む条件でEMC規格に適合しています。 無線機、テレビ、その他の電子機器への
干渉を引き起こす可能性を低減させるには、対応している周辺機器およびシステムコンポ
ーネント間のシールドケーブルを使用することが重要となります。

イノベーション・科学経済開発省ICES 003適合ラベル:CAN ICES-3(B)/NMB(3)

EU規格との適合: MyGnar, Inc.は、当ワイヤレスデバイスが、R&TTE指令の必須要件お
よびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。

EU適合宣言書はこちらwww.gnarbox.com/eucomplianceからご覧いただけます。

EU諸国における廃棄に関する情報

上のマークは、現地の法律および規制に従って、製品および/またはそのバッテリーを家庭
ごみと分別して廃棄する必要があることを意味しています。当製品の製品寿命が尽きま
したら、地方自治体が指定する回収場所までお持ちください。廃棄する際に、製品およ
び/またはそのバッテリーを個別に回収、リサイクルすることで、資源の保護に役立ち、人々
の健康と環境を守ることができます。© 2018 MyGnar, Inc.All rights reserved (不許複
製・禁無断転載)。GNARBOXは、米国および/またはその他の国におけるMyGnar, Inc.
の登録商標です。

電至 80％，或在 2 小時內充電至 100％。GNARBOX 2.0 電池可與 
GNARBOX 2.0 SSD 和 GNARBOX 2.0 雙電池充電器一起使用。    

· GNARBOX 2.0 電池與 GNARBOX 1.0 是不兼容。
· 由於本電池出廠時未充滿電，所以應在使用前充電。
· 在丟棄電池組/電池之前，請用膠帶或其他絕緣體蓋住端子。 接觸其他金
屬材料可能導致火災或爆炸。

· 如有任何問題，請發送電子郵件至 support@gnarbox.com 或在 
gnarbox.com 與我們實時聊天！

安全警告
· 警告：倘若不遵守這些安全說明，可能會導致火災、觸電、傷害或損壞您
的 GNARBOX 或其他財物。

· 請務必在攝氏+5 度/華氏41度和攝氏+40 度/華氏104 度的溫度範圍內給電
池充電。如果電池在這些溫度範圍之外充電，可能會造成電池洩漏、過熱
或損壞，從而導致灼傷或其他傷害。

· 如果電池變熱、冒煙或散發燃燒氣味，請勿使用，否則可能導致火災或傷害。 

· 切勿使用 GNARBOX 2.0 SSD 或 GNARBOX 2.0 雙電池充電器以外的充電器
為電池充電。 這樣可能導致電池洩漏、過熱或損壞，並導致火災、燒傷
或其他傷害。

· 切勿拆卸或嘗試改動電池。請參閱 GNARBOX 的所有維修或內部檢查指南。

· 請勿將電池放在充滿塵埃或潮濕的地方。 這樣可能導致觸電、過熱或火
災危險。

· 切勿短接電池端子。 這樣可能導致電池洩漏、過熱或損壞並造成灼傷或
其他傷害

· 請勿嘗試自行更換 GNARBOX 電池 — 您可能會損壞電池，因而導致過熱
或受傷。

· GNARBOX 中的鋰聚合物電池只能由 MyGnar, Inc. 更換，並且必須與家居
垃圾分開回收或處理。請不要焚燒電池。

· 有關電池服務和回收的資訊，請發送電子郵件至 support@gnarbox.com 或
致電（844）462-7269 與客戶支援部門聯繫。

· 在我們的網站 www.gnarbox.com/battery 上可以找到鋰聚合物電池的 MSDS

安全注意事項
· 請勿在陽光直射、高溫或靠近熱源的地方使用或存放電池。 這樣可能導致
電池洩漏、過熱或損壞並造成灼傷或其他傷害。

· 如果電池漏液，請注意不要讓電池液沾到皮膚或衣服上。 如果電池液與皮
膚接觸，可能會導致灼傷。 如果電池液沾到皮膚上，請立即用清水沖洗乾
淨。

· 請勿儲存在寒冷的環境。 產品本身會變冷，並在觸摸時造成傷害。



バッテリーの仕様

電圧:7.6V
容量:3000mAh   
電力量:22.8Wh   
寸法:4.7インチ x 2.6インチ x .56インチ (123mm x 68mm x 14mm)
重量: 0.3 ポンド (135g)
タイプ:リチウムポリマー
使用温度範囲:0°C～40°C

GNARBOX 2.0 SSD用GNARBOX 2.0 バッテリー
3000mAh、7.6V、取り外し可能なリチウムポリマーバッテリー

· 各バッテリーは、ご利用のGNARBOX 2.0 SSDにて3～6時間、連続使用
が可能です。

· GNARBOX 2.0 SSDおよびGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器を、

GNARBOX 2.0 SSD付属のUSB-C to Cケーブルおよび電源アダプタと一緒に使用した
場合、バッテリーは1時間で80％、2時間で100％まで充電可能です。GNARBOX 2.0
バッテリーは、GNARBOX 2.0 SSDおよびGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器と共
にご利用いただけます。     

· GNARBOX 2.0バッテリーはGNARBOX 1.0とは互換性がありません。

· このバッテリーは工場出荷時には完全に充電されていないため、使用前に充電する
必要があります。

· バッテリーパック/バッテリーを廃棄する際は、端子をテープまたはその他の絶縁体でカ
バーしてください。 他の金属との接触による火災や爆発の危険性があります。

· ご質問は、support@gnarbox.comまでメールでお問い合わせいただくか、
gnarbox.comのライブチャットをご利用ください！

安全に関する警告

· 警告:以下の安全に関する指示に従わない場合、火災、感電、怪我、ある
い はGNARBOXやその他所持品の破損につながる可能性があります。

· バッテリーの充電は、必ず+5°C / 41°F ～+40°C / 104°Fの温度範囲で行
ってください。バッテリーがこの温度範囲外で充電されると、液漏れ、過熱、破損が
起き、やけどやその他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーが過熱、もしくは発煙、異臭がある場合は、絶対に使用しないでください。
火災や怪我の原因となることがあります。 

· GNARBOX 2.0 SSDまたはGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器以外の充電器
でバッテリーを充電しないでください。 これはバッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因
となり、火災、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーを分解したり改造したりしないでください。修理や内部点検はすべて
GNARBOXにご依頼ください。

· ほこりや湿気の多い場所にバッテリーを置かないでください。 感電、バッテリーの過熱
や火災の原因となることがあります。

· バッテリーの端子をショートさせないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の
原因となり、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· GNARBOXのバッテリーをご自分で交換しないでください。バッテリーを破損して、過
熱や怪我を招くことがあります。

· GNARBOXのリチウムポリマーバッテリーは、MyGnar, Inc.のみが交換できるもので、
家庭ごみと分別してリサイクルまたは廃棄する必要があります。バッテリーを焼却しな
いでください。

· バッテリーの修理とリサイクルについては、カスタマーサポートに support@gnarbox.com
宛にメールでお問い合わせいただくか、(844) 462-7269までお電話ください。

· リチウムポリマーバッテリーの製品安全データシートは、当社のウェブサイト
www.gnarbox.com/batteryにてご覧いただけます

安全上の注意事項

· 直射日光の当たる場所、高温の場所、または熱源の近くでバッテリーを使用
または保管しないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因となり、やけど
、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーが液漏れした場合は、電解液が皮膚や衣服に付かないように注
意してください。 電解液が皮膚に付くと、やけどをする可能性があります。 電解液
が皮膚に付いた場合は、ただちに清潔な水で完全に洗い流してください。

· 寒い場所に保管しないでください。 製品自体が冷たくなり、触れた時に怪
我をすることがあります。

法務情報

警告:  GNARBOX 2.0バッテリーの破損は、感電のおそれがありますのでご注意ください。 
何らかの原因でGNARBOX 2.0バッテリーが破損した場合は、該当のコンポーネントの使
用をただちに中止し、当社カスタマーサービスまで修理を依頼してください。

バッテリー: GNARBOXのバッテリーの交換は、MYGNAR, Inc.あるいは公認のサービスプ
ロバイダーのみが行うことができます。 バッテリーは必ず家庭ごみとは分別して廃棄してく
ださい。 バッテリーの修理とリサイクルの詳細についてはwww.gnarbox.com/batteryを
ご覧ください。

オーストラリアのお客様へ:  当社の商品には、「豪州消費者法」に基づき、除外できない
保証が付いています。 お客様には、重大な不具合およびその他合理的に予見可能な
損失または損害の補償として、交換または返金を受ける権利があります。 また、商品の
品質が基準を満たしておらず、その不具合が重大ではない場合においても、商品の修理
または交換を受ける権利があります。

規制遵守: GNARBOXに対する規制遵守の情報、証明書、およびRCMマークについて
は、GNARBOXソフトウェアアプリケーションメニューをご覧ください。 メニュー > 法務情報 > 
規制遵守の順にクリックしてください。

重要:  当製品は対応している周辺機器とシステムコンポーネント間のシールドケーブルの
使用を含む条件でEMC規格に適合しています。 無線機、テレビ、その他の電子機器への
干渉を引き起こす可能性を低減させるには、対応している周辺機器およびシステムコンポ
ーネント間のシールドケーブルを使用することが重要となります。

イノベーション・科学経済開発省ICES 003適合ラベル:CAN ICES-3(B)/NMB(3)

EU規格との適合: MyGnar, Inc.は、当ワイヤレスデバイスが、R&TTE指令の必須要件お
よびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。

EU適合宣言書はこちらwww.gnarbox.com/eucomplianceからご覧いただけます。

EU諸国における廃棄に関する情報

上のマークは、現地の法律および規制に従って、製品および/またはそのバッテリーを家庭
ごみと分別して廃棄する必要があることを意味しています。当製品の製品寿命が尽きま
したら、地方自治体が指定する回収場所までお持ちください。廃棄する際に、製品およ
び/またはそのバッテリーを個別に回収、リサイクルすることで、資源の保護に役立ち、人々
の健康と環境を守ることができます。© 2018 MyGnar, Inc.All rights reserved (不許複
製・禁無断転載)。GNARBOXは、米国および/またはその他の国におけるMyGnar, Inc.
の登録商標です。


