
死亡、大怪我、物品損害を避けるため、本マニュアルの警告と指示を全て
読み、理解し、これらを順守してください。本書はなくさないように大切に

保管して、いつでも手にとって見られるようにしてください。

ユーザーマニュアル
製品の損傷や破損、重大な怪我や死亡を招く事故等を未然に防止する
ため、実際に製品を使用する前に本マニュアルに記載の内容と注意事
項をご確認頂き、遵守して下さい。





WELCOME TO 
EVOLVE COMMUNITY
Evolve社一同、当社の製品をお選び頂き、
心より感謝申し上げます。お客様がEvolve
コミュニティの新たな一員として、共に本製
品を楽しむ機会を得られたことを大変嬉し
く思います。

本製品を使用する前に、必ずユーザーマニュアルをご確認下さい。こち
らではEvolveスケートボードの操作方法や機能、性能、注意事項につい
てご紹介しています。本製品を長期間にわたり、トラブルなくお使い頂
くため、本マニュアルに記載されている適切なお手入れとメンテナン
スを怠らないようにして下さい。尚、本製品の使用、操作、メンテナン
スにおいては、お客様により異なる利用シーンや状況が想定されるた
め、本マニュアルにおいてはそのすべてをカバーするものではありませ
ん。スケートボードの適切なご利用については、お客様ご自身で判断頂
くようお願い申し上げます。

また、部品の交換やアクセサリーは、必ずEvolveスケートボードの公式
パーツをご使用ください。公式パーツは各ボードに合わせて設計され
ており、Evolveスケートボードが掲げる高い品質基準を満たすように製
造されています。本マニュアルはEvolveスケートボードに関する重要な
ご案内事項が含まれていますので、大切に保管をして下さい。

お困りの際は、弊社までお気軽に
お問い合わせ下さい。

WWW.EVOLVESKATEBOARDS.COM
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重要情報i
ボードに乗る前に、まずユーザーマニュアルを読んで内容を正
しくご理解ください。

ライダーが遵守すべきルールと責任

ご利用用途

Evolveスケートボードに乗る前に、まずユーザーマニュアルに記載の内容をご確認下さ
い。また、不測の事態に備えて、本マニュアルは必ず大切に保管してください。このユーザ
ーマニュアルには安全上の注意事項や製品のパフォーマンス、サービスに関する重要な情
報が記載されています。

他のスポーツと同様に、スケートボードにも器物損害や怪我、最悪の場合は死亡事故につ
ながるリスクがあります。スケートボードに乗るということは、そのようなリスクについて
ご自身が責任を引き受けるということです。従って、スケートボードに乗るためのルールを
理解し、安全を遵守し、責任を持って行動する必要があります。正しくスケートボードを利
用し、適切なメンテナンスを怠らないことで、怪我を負うリスクも低減させることができま
す。ご質問やご不明な点については、お住まいの地域のEvolve販売代理店にご連絡くだ
さい。

尚、このマニュアルはボードの使用やご利用頂けるサービス、修理、メンテナンスに関する
すべての内容を網羅しているものではありませ ん。サービス、修理、メンテナンスについて
は、お住まいの地域の販売代理店にご相談頂くか、Evolveの公式YouTubeチャンネルを
併せて参考にして下さい。

Evolveスケートボードに乗る際は、当該地域やエリアを管轄するルールに従って下さ
い。Evolveスケートボードの使用に関するルールは、管轄する都道府県や市町村によって
も異なります。ライダーの年齢制限、必要な保険、ライセンスプレートの取り付け、交通ル
ール、速度制限等に関して、お住まいの地域やご利用になるエリアを規制するルールやに
従う必要があります。また、このような規制・ルールは随時変更される場合がありますの
で、必ず最新情報をご確認下さい。

Evolveスケートボードは、成人の1人乗り用 (16歳以上・体重制限 - Hadean Carbon: 最
大120 kgまで、Hadean Bamboo: 最大100kgまで）に設計されており、個人の移動とレジ
ャーでのご利用を目的としています。 それ以外の使用は固く禁じられており、最悪の場合
には大怪我や死亡に至る場合があります。

尚、Evolveスケートボードでは、スタントやジャンプなどのアクションを想定しておりませ
ん。タイヤが常に路面に接地するように注意すると共に、舗装路や未舗装路での走行に慣
れている方のみご利用ください。また、法律で許可されたエリアのみを走行してください。
（歩行者との共有レーンや歩道は走行しないでください。）

16歳未満の方はご利用をお控えください。体重や身長面でライディングに不安がある方
は、ご利用をお控えください。保護者の方は、お子さまの成熟度、スキル、ルールを遵守で
きる能力に基づいて、お子さまの本製品のご利用についてご判断ください。18歳未満の方
がご利用になる場合、成人の方の立ち合いが必要です。
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安全上の注意事項i
重大な怪我や死亡事故を
防ぐために

• 安全に関する警告と注意事項を全てお読みください。

• Evolveスケートボードに過剰な負荷を掛けず、ご自身のスキルやコンディションに応
じて無理のない範囲でご利用ください。必ず、電源を入れていない状態やブレーキ機
能を使わない状態でも安心して乗れるスピードの範囲でボードを使用して下さい。 
ボード本体やリモコンの充電残量が極端に低下した状態で使用すると、走行中にブ
レーキが効かなくなったり、電源が切れたりする場合があります。

• 16歳未満の方は、ボードのご利用をお控えください。スケートボードに乗るには、ボー
ドをコントロールし、交通状況や路面のコンディション、想定外の状況に対応できる
だけの身体能力と操作スキルがあり、素早い反応と状況判断が可能で、かつ電動スケ
ートボードの利用方法を定める法律やルールを遵守する必要があります。怪我や事故
を引き起こすリスクを抱えた状態や、安全に関するルールを適切に認識、理解、遵守
するための身体能力や精神的状態が損なわれた状態、またはスケートボードの利用
に付随するリスクを正しく認識できないような精神的・身体的な状況や疾患をお持ち
の方には本製品の使用は適切ではないため、ご利用はお控えください。

• 法律で禁止されているアルコールや薬物を摂取した状態で 
スケートボードに乗らないでください。

• 制限なく運動ができないような健康状態の方や、下記のいずれかに 
当てはまる方は本製品をご利用になる前に必ずかかりつけの医師にご相談下さい。

　　- 妊娠中、または妊娠している可能性がある

　　- 心臓、呼吸器、背中、関節に問題がある、またはその他の骨折治療などの整形外科
に関する症状を抱えている 

　　- 高血圧

　　- 運動するのが困難

　　- 運動を制限するよう医師から指示されている

 • 小さな部品はお子様の手の届かない場所で保管してください。一部のスケートボード
部品は小さ炒め、お子さまが誤って口に入れ、窒息する危険があります。

• フレームやスケートボードは絶対に改造しないでください。Evolveスケートボードに
やすりをかける、研磨する、ドリルで穴をあける、部品を取り外すなどの行為は行わな
いでください。互換性のない部品やハードウェアを取り付けないでください。

• 巻き込みの危険性がありますので、指や髪の毛、衣服 、靴紐、ネックレス 
などのアクセサリーやその他の物が、ベルト、ウィール、モーターに 
触れないように気をつけてください。

• お客様の安全は、ご自身で守る必要があります。ご質問やご不明な点について
は、EVOLVESKATEBOARDS.COMよりお問い合わせください。
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ヘルメット、プロテクター、フットウェア

• 走行時は必ずヘルメットを着用してください。ヘルメットを正しく着用することで、転
倒時などの頭部への損傷リスクを軽減することができます。スケートボードに乗る時
は、CPSC （消費者製品安全委員会）が定める安全基準を満たす品質のヘルメットを
常に着用してください。

• 必ず正しいヘルメットサイズを選び、アジャスターをしっかり締めて着用して下さい。

• ヘルメットのマニュアルを必ず確認し、ヘルメットメーカーによる着用指示に従ってヘ
ルメットが頭にきちんとフィットするよう調整してください。

• ヘルメットがきちんとフィットしていれば、不快感を感じたり、前後左右にずれること
はありません。 
 
- 額を保護するには、ヘルメットの角度を地面に平行にして被り、ヘルメットの縁から  
  眉毛までの距離が指2本分以上にならないようにします。ヘルメットを後ろに傾けて 
  額を出したり、左右に傾けて被ったりすることは絶対におやめください。 
- ヘルメットの両側部分は、スライダーの位置が耳より前の位置、かつ耳の下にくるよ 
  うにストラップを調節してください。 
- 顎部分のストラップのバックルをしっかりと締めてください。ストラップと顎の間の 
 すき間は、指2本が入る程度にストラップを調整してください。

• 上記に加え、さらに安全性を高めるために肘パッドと膝パッドを着用することをお勧
めします。

• 必ず運動用の靴 （ゴム底の靴紐タイプの靴）を履いてください。裸足やサンダルでは
乗らないでください。靴紐はきちんと結び、ウィールやドライブシステムに巻き込まれ
ないようにしてください。

走行中及び、非走行時にも、スケートボー
ド利用に関するルールを守ってください 

• お住まいの地域のスケートボードに関するルールを確認してください。EVOLVEスケ
ートボードの使用には、一般的に標準的なスケートボードについて当該地域で適用さ
れるパーソナル・モビリティ・デバイス (PMD) 規制と同じルールが適用されます。ス
ケートボードの走行が許可される場所、年齢制限、規定された装備、登録ルールなど
は、ご利用の地域によって異なりま す。スケートボードをご利用頂く場所で、電動スケ
ートボードの使用に適用されるそれぞれの当該地域を管轄するルールを理解し、それ
に従うことはライダー自身の責任です。

• 交通量の多い道路ではボードに乗らないでください。

• 常に歩行者を優先してください。
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ボードの利用に伴うリスクを正しく認識
し、無理な走行は行わないでください

• EVOLVEスケートボードの最高速度は時速50 KMです。

• ボードに乗る時は周囲の状況や路面状態に常に注意を払いましょう。ボードに乗った
状態でスマートフォンや音楽プレイヤー等を使用すると、危険な状況や不意の状況を
察知するタイミングが遅れる場合があります。Phazeリモコンを使って設定を調節す
る場合は、必ずスケートボードから下り、安全かつ安定した姿勢で行いましょう。

• スケートボードに乗る時は、ヘッドホンの着用、携帯電話での通話、テキストメッセー
ジの利用などは絶対におやめください。

• スケートボードに乗る時は、常に注意を怠らないでください。走行を遮るような障害
物や状況がないか、しっかりと気を配りましょう。ターンをしながらブレーキを使用す
ると、ボードの操作が難しい場合があります。

• 先の状況を見越して、ブレーキは早めに使用してください。電動スケートボードは通常
のスケートボードに比べて重量が重く、スピードが比較的速いため、走行時には状況
に応じてより素早く反応し、早めにブレーキを使う必要があります。同スペースを利
用する歩行者や他のドライバーは、スケートボードが高速で移動することを予期して
いない場合があります。走行スピードが上がると、衝突により大怪我をしたり、最悪の
場合は死亡につながるリスクが高まることをしっかりと認識しておきましょう。

• 角を曲がる前に、ゆとりを持ったタイミングでスピードを落とし、無理をせずゆっくり
とターンをしてください。思っているよりも早く障害物に近づくことがあるため、路面
の状態には常に細心の注意を払ってください。

• ボードの上でジャンプする、道路の溝や路肩を走行する、ボードを硬い物にぶつけ
る、 起動時に地面にボードを落とす、これらはいずれもボード本体と内蔵システムに
ダメージを与える可能性がありますので、絶対に避けてください。

• SPORTモードとCORSAモードは非常にパワフルなモードです。このモードではリモ
コンのアクセルとブレーキは非常に素早く反応します。ボードから投げ出されないよ
う、リモコン操作には細心の注意を払いましょう。上記の2つのモードについては、で
きるだけ低速で走行練習をした後、徐々に速度を上げて走行するようにして下さい。

夜間走行の禁止

• 視認性が大幅に低下するため、夜間の走行は日中よりも危険が伴います。他のドラ
イバーや歩行者がボードに気づかない、ライダーが前方にある障害物に気づかな
いなど、さまざまなリスクがあることを認識しておきましょう。

• 夜間の走行時には、リフレクション（反射）素材付きのウェアを着用してください。 
衣服やヘルメットに点滅ライトを付けるのも安全上の有効な対策です。
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傾斜地での走行

雨天時や濡れた路面での走行は 
お控え下さい

• スロープ（傾斜地）での走行は非常にリスクを伴います。急なスロープを登ってから下
る場合、電子制御ブレーキを使わずにスピードをコントロールする方法を事前に理解
しておきましょう。傾斜の大きい下り坂で急ブレーキを踏むと、モーターがオーバーヒ
ートする可能性があります。この場合、スケートボードのブレーキシステムが正しく作
動しない場合があります。

• Evolveスケートボードは最大35度のスロープまで登ることができますが、こうした急
なスロープでの走行を過度に続けると、ボードやモーター、ブレーキシステムに大き
な負担が生じます。

• 急なスロープでの走行中にボードが減速する場合は、ボードへの過剰な負担を察知
し、負担を軽減させる必要性から、システムが警告を発している可能性があります。
このような場合には、ボードと電子機器にダメージが及ぶリスクを避けるため、一旦
停止しましょう。

　　注意: 電子機器とモーターの酷使により生じたダメージは、保証の対象外です。

• 雨天時や濡れた路面での走行は、通常走行よりもグリップ力が大幅に低下します。そ
の結果、ボードにハイドロプレーニング現象が起こったり、足下からボードがスリップ
する、ウィールが滑ってしまうなどのケースが起こり得ます。また、ブレーキの効きが
悪くなり、停止するタイミングが遅れることで、クラッシュするリスクも高まりますの
で、雨天時や濡れた路面での走行はお控えください。

• Evolveスケートボードは小雨や少々の水しぶきには耐えられる仕様で設計されていま
すが、悪天候時や雨天時の走行、ボードが水に浸かった状態での走行は想定されて
いません。水によるダメージは保証の対象外です。
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警告表示

記号一覧

注意事項

危険

注意

通知

回避しなければ、死亡または重症を負う危険な
状況を表しています。

回避しなければ、死亡または重症を負う可能性
がある危険な状況を表しています。

回避しなければ、軽傷または中程度のけがに至
る可能性がある危険な状況を表しています。

危険な状態を表すものではないが、重要な情
報を表しています。（器物への損害に関するメッ
セージなど）

走行時はヘルメットや膝パッド、肘パッドを必ず着用して下さい。

安全警報を示す記号です。負傷のリスクがあることを警告します。
大怪我や死亡事故につながり得るリスクを避けるにはこの記号の
後に表示される安全に関する全てのメッセージに従って下さい。

巻き込みのリスクがあることを示しています。指や髪の毛、衣服 (
靴紐など)、ネックレスなどのアクセサリーや、その他の物が、ベル
ト、ウィール、モーターに巻き込まれないよう注意して下さい。

アルコールや法律で禁止されている薬物等を摂取した状態で 
スケートボードを使用しないでください。

このマニュアルに記載された警告に関する記載と指示事項を確認
し、従ってください。



HADEAN BAMBOO

1. フロントトラック
2. ヘッドライト
3. バッテリー収納部
4. Bambooデッキ
5. 充電ポート
6. On/Offボタン
7.       モーターコントローラー      
8. ブレーキライト
9. Prism Stripポート 
10. リアトラック
11. ベルト
12.      All Terrainウィール
13.      Streetウィール
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HADEAN CARBON

1. フロントトラック
2. ダウンライト
3. バッテリー収納部
4. 鍛造カーボンデッキ
5. エアー吸入口
6.         モーターコントローラー
7.         ON/OFFボタン
8. 充電ポート
9. リアトラック
10. ベルト
11. All Terrainウィール
12.       Streetウィール
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PHAZEリモコン
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走行前
チェックリスト

ヘルメットや肘パッド、膝パッドの
アジャスターをしっかりと締めてください。

スケートボードに乗る前に、ボード本体とリモ
コンに異常がないか、必ず確認して ください。
何らか異常や不具合が生じている場合は、絶
対にボードに乗らないでください。

前後のトラックとウィールが4本ともすべてしっ
かりと装着されていることを確認して下さい。

ALL TERRAINタイヤの空気圧は必ず 
45～50 PSIの間に保ってください。

ボードとリモコンのバッテリーを
必ずフル充電してください。
ボードの充電方法に関する詳しい情報は「バッテリーのお手入
れ」セクションをご覧ください。



注意: ボードを5分間以上使用しない場合、節電と誤作動防止のため、自動的にスリープモードに切
り替わります。

ボードを再起動するには、Phazeリモコンのブレーキトリガーを軽く引きます (37ページの「スマー
トスタート」をご覧ください)。

18/56

ボードの電源を入れるには、ON/OFFボタンを押してください。

バッテリーケースまたはスケートボードデッキのLEDライトが点灯して、ボードの電源が 
入ったことを示します。

ON/OFFボタンを押すと、ボードの電源が切れ、ボタンのライトが消えます。

ボードの電源オン/オフ



注意: 電源を入れる際は、必ずボードの電源を入れてから、リモコンの電源を入れてくだ
さい。

19/56

リモコンの電源を入れるには、ON/OFFボタンを押してください。リモコンが振動し
て、ON/OFFライトが青く点灯します。

電源が入ると、液晶画面がオンになり、EVOLVEのロゴが表示された後で「PAIR 
REMOTE」(リモコンのペアリング) 画面に切り替わります。この画面では、リモコンとボー
ドのペアリング方法についてのご案内が表示されます。

リモコンの電源を切るには、ON/OFFボタンを1秒間、または画面とON/OFFライトが消え
るまで押したままにします。

リモコンの電源オン/オフ



20/56

初めてボードに乗る際の注意事項

ボードの操作方法

初めてEvolveスケートボードに乗る時、想像していた以上に加速が速いと感じたり、慣れ
るまでの間は少し戸惑うかもしれません。ボードの操作に慣れるまでは、「ECO」スピード
モードを使って、他の自転車や歩行者、車両等が通らない安全な環境で、始動や停止、タ
ーン、障害物を避ける練習をしましょう。また、予想よりも早く障害物に接近する可能性が
あるため、路面や周囲の状態には常に細心の注意を払ってください。

Evolveスケートボードを自在にコントロールするには、ライダーがリモコンの操作に慣れる
必要がありま す。ボードのターンと安定性は、ライダーのスキル次第です。ボードをターン
するには、ターンしたい方向に体を傾けます。安定した状態を維持するに は、身体をリラ
ックスした状態でターンすることが大切です。そうすることで、路面やリモコン操作によっ
て生じた衝撃や振動を身体がうまく吸収し、安定したライディングが可能になります。

ボードの加速中は体重を前足に掛け、ブレーキを利用する際は体重を後
ろ足に掛けます。

加速の際、トリガーコントロールは少しずつ押し、急なスピードの変化に
より、ボードから投げ出されないよう注意して下さい。まずはそれぞれの
スピードモードでできるだけゆっくりと走行して、コントロールの仕方を
少しづつ練習しましょう。スピードを自在にコントロールするためには、
ブレーキとアクセルトリガーの両方をうまく使いこなす必要があります。

「SPORT」モードと「CORSA」モードは非常にパワフルで、トリガーの感
度も高く設計されています。

初期の設定では、ボードのスピードは最大時速20 Kmに制限されています。 慣れるまでは
「ECO」モードでスタートし、「高速」モードを利用する際は、ボードの乗り方とリモコン
の使い方をしっかりとマスターしてからチャレンジされることをお勧めします。

ご自身の経験やスキルを考慮して、それぞれのモードの操作と乗り方をしっかりとマスター
してから、スピードモードを1段階づつ上げるようにしてください。



進
行
方
向

レギュラー グーフィー

L
R L

R

適切な足の位置には個人差があります。前足の位置がフロントトラック
に近いほど、クイックなコントロールが可能になります。
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足の位置



PHAZEリモコン

88.8
KM

100 %

 36
KM/H

00.0
KM

100%

A. トリップメーター
B. スピードモード
C. ボードのバッテリー残量

D. リモコンのバッテリー残量
E. スピードメーター

C

D

E

B

A

注意:デフォルト状態の画面を表示しています。

リモコン画面ガイド
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リモコンのメニューを表示するには、リモコンの電源を入れ、ON/OFFボタンを2回タップ
してください。

メニューのMODE 1とMODE 2を使ってメニューリストを移動/スクロールします。

ON/OFFボタンを押して選んだ項目を確定します。

メニューでセーフティスイッチを2回タップすると、前の画面に戻ります。
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リモコンメニュー操作



リモコンのペアリング/同期
1. ボードの電源を入れます。

2. リモコンの電源を入れます。

3. 液晶画面に「Pair Remote」(リモコンのペアリング) と表示されたら画面に表示され
る指示に従ってください。リモコンのMODE 1ボタンを1秒間、またはBluetoothマーク
が点滅し始めるまで押し続けます。

4. ペアリングが完了したら、液晶画面にスピードダイヤルが表示され、SAFEモードにな
ります。これでボードに乗る準備ができました。

注意：リモコンとボードのペアリングが完了すると、次にボードを使用する時に自動的に
ペアリングが実行されます。

ヒント – リモコンとボードのペアリング中にアクセルやブレーキトリガーを触らないでくだ
さい。ペアリングが完了したら、ボードを持ち上げてウィールを地面から離し、アクセルトリ
ガーを引いてウィールが動くかどうか確認してください。確認後、ブレーキトリガーを引いて
ウィールが止まるかどうかテストしてください。トリガーの反応が遅い場合は、ボードとリモ
コンの両方の電源を切り、ボードとリモコンのペアリング操作を繰り返してください。
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SAFEモードは、ボードの操作に何らかの異常や不具合が生じているかどうかを検知する
機能です。

この機能は、バッテリーやモーターコントローラーのパフォーマンス、リモコン操作のコン
トロールなどといった、潜在的な問題に関連している場合があります。

1. SAFEモードは、リモコンが潜在的な問題を検出すると起動します。SAFEモード
が起動すると、リモコンが1秒間振動した後、減速し、ブレーキの効きが悪くなりま
す。特定のエラーが検出されると、メニューの「My Board」(マイボード) の下にある

「Warnings」(警告) 画面にエラーメッセージが表示されます。

2. SAFEモード機能を終了するには、MODE 1ボタンを押してください。直前に使用して
いたスピード設定に戻ります。

自動SAFEモード
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リモコンでのスピードモードの変更
リモコンとボードのペアリングが完了したら、SAFEモードに切り替わります。

MODE 1ボタンまたはMODE 2ボタンのどちらかを1回押すと、スピードモードがSAFE 
モードから最後に乗った際のスピード設定に変わります。

MODE 1ボタンを押すたびに、スピードモードがECOモードからCUSTモードまで1段階 
ずつ順に切り替わり、スピードが速くなります。

MODE 2ボタンを押すたびにスピードモードがCUSTモードからECOモードまで1段階 
ずつ順に切り替わり、スピードが遅くなります。
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省エネのクルージングモードで、最高速度の75%まで速度が出
ます。初心者の方が走行する場合、また長距離を走行する場合 
に適しています。

ECOスピードモード

SPORTスピードモード

CORSAスピードモード

CUSTOMスピードモード

加速が速く、すぐに最高速度まで到達します。比較的なだらかな
丘や丈の低い草地の滑走に適しています。

さらにパワフルな加速で、一瞬で最高速度まで到達します。急な
斜面、ダートトラック、草の茂った地面を走行できます。

Customモード（「Cust」と略称表示されます) では、スケート 
ボードのパワーレベル、加速やブレーキのスピードを調整するこ
とができます。このモードは、標準のデフォルトモードとは一味
違った設定をお求めの方に最適です。CUSTモードはEXPLORE 
BY EVOLVEアプリで調節できます。アプリはiTUNES App 
StoreまたはAndroid Play Storeから入手できます。

ヒント - スピードモードは、バイクでギアを変更するようなイメージで、走
行状況に応じて切り替えてください。例えば、斜面を上る場合はSPORT
モードまたはCORSAモードが適しています。斜面を登り切ったら、ECOモ
ードまたはSPORTモードにスピードモードを下げましょう。CUSTOMモ
ードでは、加速するスピードや、ブレーキの効き具合をお好みに合わせて
設定ができます。モードをうまく使いこなすことで、ご自身のライディング
スタイルに最適な設定が可能になります。

MODE 1ボタンまたはMODE 2ボタンを押すたびにスピード設定が変わり、リモコンが一
度振動し、スピードモードが変わったことを通知します。

スピードモードは液晶画面の上部に表示されます。
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セーフティスイッチ
セーフティスイッチ (別名：デッドマンスイッチ) は、アクセルトリガーの下にあります。走
行開始時は、アクセルトリガーを引くため、中指または薬指（もしくは両方）を使ってセー
フティスイッチを抑える必要があります。セーフティスイッチを押すと、 液晶画面のスピー
ドモード表示が点灯したままになります。

セーフティスイッチを押さずにアクセルトリガーを引いてもボードは動き
ません。

走行を開始し、ボードのスピードが時速3~5 Km以上になると、加速やブレーキングの間、
またはトリガーをニュートラルにしている間、セーフティスイッチを押さなくても走行がで
きます。

ボードが停止するか、または時速が0 Kmになると、セーフティスイッチを再起動する必要
があります。再度、アクセルトリガーを引いて発進したい場合は、セーフティスイッチを抑
える必要があります。

ブレーキを掛けたい時は、セーフティスイッチを抑える必要はありません。セーフティスイ
ッチの設定を変更したい場合は、「OPTIONS」(オプション) メニューで「DEADMAN」(デ
ッドマン) のON/OFF切り替えができます。
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加速の仕方
セーフティスイッチを押しながら、アクセルトリガーをゆっくり引くと、前進し始めます。
トリガーを引くほど速度が上がります。

時速5 Kmを超えると、セーフティスイッチを放しても、ボードは走行し続けます。

ヒント - 加速する時は、体重を前足に掛けてください。 
　　　  足元からボードが飛び出してしまうのを防ぎます。
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ブレーキの使い方
ブレーキトリガーを前方にゆっくり押すと、減速が始まります。トリガーを押すほど、 
ブレーキの効きが強くなります。

乗っている時にはブレーキに親指をかけないようにしてください。 
ブレーキトリガーは他のリモコン機能よりも優先して機能します。 
ブレーキトリガーを押すと加速が中断されたり、加速やモード 
変更が妨げられ、リモコンの電源を切ることができなくなります。

30/56



KPHまたはMPHの選択
1. ON/OFFボタンを2回タップするとメニューが表示されます。

2. MODEボタンを押して「Options」(オプション) までスクロールしたら、ON/OFFボタ
ンを押して選んだモードを確定します。

3. MODEボタンを押して「Units」(単位) までスクロールしたら、ON/OFFボタンを押して
選んだ項目を確定します。

4. MODEボタンを押してスクロールし、お住まいの地域で使われている速度の測定単位 
(kph (キロメートル/時) またはmph (マイル/時)) を選んでください。ON/OFFボタンを
押して選んだ項目を確定します。白い○印が、確定した項目の隣に表示されます。

5. セーフティスイッチを2回タップして前のメニュー画面に戻るか、「EXIT」(終了) までス
クロールして選択し、ON/OFFボタンを押してデフォルトの最初の画面に戻ります。
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スピード制限設定機能

重大な怪我や死亡事故を未然に防止するため、必ずご自身のレベルやスキルを考
慮し、ボードや内蔵システムに過度な負担が掛からない速度で走行してください。
電源を入れ ない状態、またはブレーキを使わない状態で、安心して乗れるスピー
ドで走行してください。ボードまたはリモコンの充電残量が極端に低下すると、走
行中にブレーキが効かなくなったり、電源が切れる場合があります。

スピード制限機能は、Evolveスケートボードをご利用頂く地域を管轄する法律や各種ル
ールにおいて定められている最高速度規制を遵守するとともに、ライダーが安心してライ
ディングを行える速度の範囲内で走行するためのサポート機能としてご利用ください。
尚、Evolveスケートボードの最高速度は時速50 Kmです。

初期設定では、Evolveスケートボードのスピード制限は最高時速20 Kmです。パワーとト
ルクはスピード制限機能が有効な状態においても影響はありませんが、最高速度はライダ
ーが設定したスピードに制限されます。スピード制限機能を使用するには、以下の手順を
踏んでください。

1. ON/OFFボタンを2回押してメニューを表示します。

2. MODEボタンを押して「Options」(オプション) までスクロールしたら、ON/OFFボタ
ンを押して選んだ項目を確定します。

3. MODEボタンを押して「Speed Limit」(スピード制限) までスクロールしたら、ON/
OFFボタンを押して選んだ項目を確定します。

4. MODEボタンを押して、「32 KM/HR」、「25 KM/HR」、「20 KM/HR」、「OFF」のいず
れか好きなスピード制限を選んで設定します。ON/OFFボタンを押して選んだ項目を
確定します。白い◯印が確定した項目の隣に表示されます。

5. セーフティスイッチを2回タップして前のメニュー画面に戻るか、「EXIT」(終了) まで
ス クロールして選択し、ON/OFFボタンを押してデフォルトの最初の画面に戻りま
す。

注意事項
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注意:Streetボードには32Tギア、ATボードには66Tギアが標準装備されています。その
他のギアサイズとウィールについては、Evolveのウェブサイ トをご覧ください。

ウィールとギアの設定変更
ボードに乗る時はウィールとギアの組み合わせが正しいことを確認してください。 
これにより、リモコンに正確なスピードと走行距離が表示されます。

ウィールとギアの設定を調整するには、以下の手順を踏んでください。

1. ON/OFFボタンを2回押してメニューを表示します。

2. MODEボタンを押して「Board Setup」(ボードの設定) までスクロールしたら、 
ON/OFFボタンを押して選んだ項目を確定します。

3. MODEボタンを押して「Wheel Setup」(ウィールの設定) までスクロールしたら、 
ON/OFFボタンを押して選んだ項目を確定します。液晶画面には、All Terrain 
ウィールとStreetウィールがギアサイズとともに表示されます。

4. All TerrainウィールまたはStreetウィールのいずれかを使用していることを確認し、い
ずれかのMODEボタンを押して選択したい項目をスクロールし、ON/OFFボタンを押
して選択した項目を確定します。

5. MODEボタンを押して、正しいウィールとギアサイズにスクロールします。ON/OFFボ
タンを押して、正しいウィールとギアオプションを選びます。白い○印が確定した項目
の隣に表示されます。

6. セーフティスイッチを2回タップして前のメニュー画面に戻るか、「EXIT」(終了) までス
クロールして選択し、ON/OFFボタンを押してデフォルトの最初の画面に戻ります。
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トリップメーター
トリップメーター画面では、直近の走行距離が液晶画面の左上に表示されます。 
ボードの電源を切ると、トリップメーターはリセットされ、値がゼロに戻ります。

その他のリモコン操作機能
• 間違ってアクセルトリガーとブレーキトリガーを両方とも同時に引いてしまった場合

は、ブレーキ機能が優先して作動し、加速しません。

• アクセルトリガーとブレーキトリガーの両方を引いてからブレーキトリガーを放すと、
ボードは加速しません。

• 走行中にアクセルトリガーまたはブレーキトリガーを使用している場合は、トリガーを
放すまで、スピードモードを変更したり、リモコンの電源をオフにしたりすることはで
きません。

• セーフティスイッチが起動している状態で、足で漕いでスケートボードをスタートさせ
ると、セーフティスイッチを押さずに済み、バッテリー残量を節約することができます。

• リモコンで警告として発せられる振動の種類を理解しておくと走行中に役に立ちます。

• 直射日光に液晶画面を当てない方が、表示がより見えやすくなります。

• 5分間操作を行わなかった場合、バッテリーの節約のためPhazeリモコンのモードが
自動的にスリープモードに切り替わります。スリープモード中は、一切操作ができませ
ん。リモコンとボードを再び起動するには、ブレーキトリガーを引いてください。デッ
キのライトが点 灯し、ボードが再起動します。

• 加速中にブレーキトリガーに親指をかけて乗らないでください。 
予期しないタイミングで、アクセル機能が無効になる場合があります。
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節電機能

スマートスタート

リモコンを下向きに傾けると、 リモコンのバッテリー稼働時間を最大にするため、 
「Power Save」(節電) 機能が起動し、リモコンの画面がオフになります。Power Save (節
電) 機能は、リモコンの電源が入ってから1分経つと自動的に起動します。

リモコンを持ち上げて液晶画面を水平にすると、画面は再びオンになります。

この機能を解除または再度有効化するには、リモコンメニューの「Options」(オプション) 
セクションで「Power Save」(節電) 設定を変更してください。

Evolveスケートボードは、電源がオンになっている時にスリープ状態になることがあります
が、Phazeリモコンを使って遠隔でボードを起動することができます。

5分間操作を行わなかった場合、バッテリーの節約のためPhazeリモコンのモードが自動
的にスリープモードに切り替わります。スリープモード中は、一切操作ができません。

ボードとリモコンを起動するには、ブレーキトリガーを引いてください。デッキのライトが
点灯し、ボードが再起動します。

注意：ボードを再起動するとSAFEモードになります。SAFEモード機能を終了するに
は、MODE 1ボタンを押すと、直前に使用していたスピード設定に戻ります。
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バッテリーインジケーター表示
リモコンがボードに接続されていると、ボードとリモコンのバッテリー残量がリアルタイム
で表示されます。

ボードのバッテリー残量は液晶画面の右上にパーセント記号 (%) で表示され、リモコンの
バッテリー残量はその下に電池のアイコンでバー表示されます。

1. 10%：リモコンが短く1回振動します。ボードのライトの色が黄色に変わります。

2. 残量が5%になると、リモコンが5秒おきに1回振動し、「SPORT」モードに切り替わり
ます。ボードのライトの色は黄色のままで、ゆっくり点滅します。

リモコンにはバッテリー残量の低下を知らせる警告機能が設定されており、 
スケートボードの電力がゼロになるタイミングを予測して通知します。
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バッテリー残量が5%の時にスピード設定を低速にすることで、突然ボ
ードの電源が切れることを事前に防ぎます。この機能は、ライダーの危
険回避とバッテリーの節約にも有効です。

ヒント - スケートボードに乗りながらリモコンを使用していると、 
ボードのバッテリー残量とリモコンのバッテリー残量を示すメータ
ーが徐々に減っていきます。斜面を上ったり、急速に加速したり、草
地を走ったりすると、なだらかな平面を走行するよりもはるかに早く
バッテリーを消費します。走行時間をできるだけ長くするには、一定
のスピードを保ち、スタートとストップを頻繁に繰り返さないように
してください。 この他にも様々なお役立ち情報をご案内しておりま
すので、詳しくは、EvolveのYouTubeチャネルをご覧ください。

3. 残量が3%になると、リモコンが5秒間振動し一瞬停止した後、さらに振動を続け、 
ECOモードに切り替わります。ボードのライトの色は黄色のままで、早く点滅します。

4. バッテリー残量が0%になると、リモコンは振動を続け、その後まもなくボードの電源
が切れます。これに続いてリモコンとボードの接続が切れ、ボードは「Free Roll」(自
由走行) モードに切り替わります。
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LEDライトの設定
Hadeanボードでは、CarbonおよびBamboo共にLEDライトが内蔵されています。この
LEDライトは、色をカスタマイズし、ブレーキトリガーと同期させて、ブレーキをかけた時
に赤いライトが点灯するよう設定ができます。LEDの色をカスタマイズするには以下の手
順を踏んでください。

1. ON/OFFボタンを2回押してメニューを表示します。

2. MODEボタンを押して「Lights」(ライト) までスクロールしたら、ON/OFFボタンを押し
て選んだ項目を確定します。

3. MODEボタンを押して「LED Settings」(LED設定) までスクロールしたら、ON/OFFボ
タンを押して選んだ項目を確定します。

4. LEDのオプションをスクロールして、好みの設定を選択したら、ON/OFFボタンを押し
て、選んだ項目を確定します。

5. セーフティスイッチを2回タップして前のメニュー画面に戻るか、「EXIT」(終了) までス
クロールして選択し、ON/OFFボタンを押してデフォルトの最初の画面に戻ります。
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マイボード
この画面では、ボードの温度、バッテリーセルの読み取り値、総走行時間、警告、ファーム
ウェアの詳細情報など、スケートボードに関する具体的な情報とデータを確認することが
できます。

1. ON/OFFボタンを2回押してメニューを表示します。

2. MODEボタンを押して「My Board」(マイボード：ボード情報) までスクロールしたら、 
ON/OFFボタンを押して選んだ項目を確定します。

3. MODEボタンを使ってスクロールして、確認したい情報を選択したらON/OFFボタン
を押します。

4. セーフティスイッチを2回タップして前のメニュー画面に戻るか、「EXIT」(終了) までス
クロールして選択し、ON/OFFボタンを押してデフォルトの最初の画面に戻ります。
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スピードモードを変更しにくい、ボードの電源を切る前にリモコンの電源を切ることができ
ない、ブレーキは使えるがアクセルが使えないなどの現象は、通常、トリガーの磁石がリ
モコンケース内で元の位置から何らかの要因でずれてしまったことが原因です。

多くの場合、Phazeリモコンはこのような現象を自動的に検出し、トリガーの調整を行うよ
う通知が表示されます。

1. スケートボードの電源が切れていることを確かめてから、リモコンのON/OFFボタン
を押します。

2. デフォルト画面の「Pair Remote」(リモコンのペアリング) 画面でON/OFFボタンを2
回クリックしてメニューを表示します。

3. MODEボタンを押して「Trigger Setup」(トリガー設定) までスクロールしたら、 
ON/OFFボタンを押して選んだ項目を確定します。

4. 表示された画面の指示に従ってトリガーを調整します。

5. リモコンの画面がデフォルトの最初の画面に戻ります。

トリガーの調整
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このページは意図的に空白にしてあります。
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バッテリーのお手入れ
火災や破裂の恐れがあります。Evolveスケートボード公
式バッテリーパックのみ使用し、他社製のバッテリーパッ
クは絶対に使わないでください。

死亡や重大な怪我、器物損害等の不測の事態を避けるた
め、以下の手順を必ずご確認ください。

• バッテリーを過剰に使用したり、極端な高温・低温の環境に放置すると、液漏れが発生
する場合があります。漏れた液が皮膚に付着したり、目に入ったりしないよう充分にお
気を付けください。バッテリー液は腐食性があるため、化学薬品による火傷が発生する
場合があります。バッテリー液が皮膚に付着した場合は、すぐに水と石鹸で洗ってくださ
い。 バッテリー液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で15分間以上洗眼してから、
医師の診察を受けてください。

• バッテリーパックが破損していたり、誤った方法で使用すると、発煙する場合がありま
す。必ず換気の良い場所で充電し、使用していて何か気になる症状等が現れた場合は直
ちに医師の診察を受けてくだ さい。発煙の影響により、喉や呼吸器系に痛みやかゆみを
感じることがあります。

• バッテリーパックはあらゆる液体に触れないようにしてください。

• バッテリーパックのターミナル部分には触らないでください。バッテリーパックがボード
から取り外している際、ペーパークリップや、硬貨、鍵、釘、ねじなどの小さな金属部品を
周囲に置かないようにしてください。ターミナルと他のターミナルをショートさせる可能
性があります。バッテリーターミナル間のショートにより、火傷や発火が生じる恐れがあ
ります。

• バッテリーの使用回数や使用年数が増すにつれて、バッテリーの充電に必要な回数も増
えていきます。

• 充電器をコンセントから抜き差しする場合は、ケーブルではなくプラグ部分を持ってくだ
さい。

• バッテリーパックに穴をあけたり、強い圧力をかけたりしないでください。また、バッテ
リーパックに機械的な衝撃を加えないよう注意してください。バッテリーを落としたり、
他の物体にぶつけたりするとバッテリーが破損する場合があります。

• バッテリーパックの外観に明らかな破損や変形が見られる場合、使用を中止してくださ
い。

• バッテリーパックを60°C以上の炎天下や火の近くに置いたり、濡らしたり、水の中に入れ
たりしないでください。

• 修理やメンテナンスの際は、必ずバッテリーパックを取り外してから行ってください。

• ショートする恐れがありますので、バッテリーパックを分解・開封しないでください。バッ
テリーパックを分解・開封すると、保証は一切適用されなくなります。

• 充電器やバッテリーを可燃物の近くに置かないでください。バッテリーは充電する前に
完全に乾燥させ、耐火性のある環境で行ってください。

• お子さまの手の届く場所にバッテリーを保管、放置しないでください。

注意事項
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安全に充電を行うために

• 充電中はバッテリーを必要以上に放置しないでください。

• 充電を行う前に、ボードの温度が下がるまで30分間ほどお待ちください。バッテリーパ
ックの温度が充電可能な温度に下がるまで、ボードを充電器に接続しないでください。

• バッテリーは、必ず屋内の乾燥した適温の場所 (室温との差が12°C以内) で充電してくだ 
さい。

• 充電器を使用する時には、周囲にホコリ、異物、可燃物がないよう気を付けてください。

• バッテリーが完全に充電されると、充電器は自動的に充電を停止します。

• バッテリーの充電中はライトが赤く点灯し、充電が完了するとライトの色が緑に変わりま
す。

• バッテリーの充電が完了したら、ボードから充電器を取り外してください。

• バッテリーの破損、異常な熱、液漏れ、異臭、変色などに気づいたら、バッテリーの充電
を行わないでください。

• 残量がほぼゼロの状態のバッテリーを完全に充電するには、約3.5~4時間ほどかかりま
す。

• ボードは屋内の乾燥した場所に保管し、高熱や発火の元となる物の近くや直射日光の当
たる場所に置かないでください。

• 充電中、充電器の温度は最高で74°C に達することがあります。十分注意を払い、充電器
の本体には触れないようにしてください。

• 充電には、専用充電器のみお使いください。他の種類の充電器を使うと破裂の恐れがあ
り、怪我や破損につながる場合があります。バッテリーパックおよび充電に使用する充電
器は、同じ電圧である必要があります。電圧が異なると、火災や破裂の恐れがあります。

• 充電器を雨に濡らしたり、湿度の高い場所や濡れた場所に置かないよう注意してくださ
い。充電器に水が入ると、感電の恐れがあります。

• ボードに付属の正規の充電器のみ使用してください。充電器をバイパスしたり、正規品以
外の充電器を使用すると、死亡や大怪我等を招く事故を引き起こす恐れがあります。

• 充電器は、常に清潔な状態を保つようにしてください。汚れが付着していると、感電の恐
れがあります。充電器の清掃は、必ず電源プラグを抜いた状態で行い、軽く水で湿らせ
た布で清掃してください。

• ご使用前に必ず充電器、ケーブル、プラグの状態を確認してください。何らかの損傷が見
られた場合は、充電器の使用をおやめください。また、充電器は分解・開封しないでくだ
さい。充電器、 ケーブル、プラグが損傷していると、感電の恐れが生じます

• ご使用前に必ず充電器、ケーブル、プラグの状態を確認してください。何らかの損傷に気
づいたら、充電器の使用を中止してください。充電器は開封しないでください。充電器、 
ケーブル、プラグが損傷していると、感電の恐れが高まります。

注意事項
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• 充電器は燃えやすい物の上 (紙や布など) や発火しやすい環境で使用しないでください。
使用中の充電器の発熱による火災の恐れがあります。

• バッテリーパックが破損していたり、誤った方法で使用すると、発煙する場合がありま
す。必ず換気の良い場所で充電し、使用していて何か気になる症状等が現れた場合は直
ちに医師の診察を受けてくだ さい。発煙により喉や呼吸器系に痛みやかゆみを感じるこ
とがあります。

• ボードを落としたり、衝撃を与えないように注意してください。バッテリーが損傷する恐
れがあります。

• バッテリーは、お子さまの手の届かない場所で保管してください。また、危険ですのでお
子さまがバッテリーで遊ばないようにしてください。

• バッテリーの取扱いに関して身体的・精神的な制約をお持ちの方や、知識や経験が十分
でない方、充電 器を安全に扱うことができない方は、管理可能な保護者の方に立ち合っ
てもらうか、またはそのような方から指示を受けた場合のみ、充電器を使用してくださ
い。

• ご自宅の電圧を必ず確認してください。コンセントの電圧は、充電器のプレートに記載さ
れた仕様に対応している必要があります。

47/56



バッテリーの状態を良好に保つには、ご使用前に必ずEvolveスケートボ
ードの本体を充電してください。
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充電器のプラグをコンセントに差し込みます。 

ボードの充電ポートのカバーを外して、充電プラグを差し込みます。 

充電器のライトは、以下の状態を表しています。

ボードの充電が完了したら (充電器のライトが緑色になったら)、ボードから充電プラグを
外し、ボードに充電ポートカバーを再びつけて、充電プラグををコンセントから外します。

ボードの充電

緑色のライト = 充電完了/プラグが接続されていません

赤色のライト = 充電中



初めてご利用になる前に、必ずPhazeリモコンを充電してください。お買い
上げ時の状態では、リモコンが十分に充電されていない場合があります。

49/56

リモコンの充電には、充電ケーブルのUSB Cプラグをリモコンの充電ポートに、USBプラ
グの末端を適切なUSBポートにしっかりと差し込みます。

リモコンの充電

緑色のライト = 充電完了

赤色のライト = 充電中

リモコンのライトは、以下の状態を表しています。

リモコンの充電が完了したら、USB Cプラグをリモコンから抜いてください。



トラブルシューティング
このマニュアルは使用方法やサービス内容、修理、メンテナンスに関して必要な情報を必
ずしもすべて網羅しているものではありません。使用上のヒントや、メンテナンス、トラブ
ルシューティングについての詳細は、 WWW.EVOLVESKATEBOARDS.COMをご覧くだ
さい。さらに詳しい情報をお求めの場合や、メンテナンスやトラブルシューティングに関す
るご質問やご相談を希望される方は、以下のリンクからお住まいの地域の販売代理店に
ご連絡ください。販売代理店のウェブサイトでは、様々なビデオチュートリアルもご覧頂く
ことができます。

エラーコード
ボード操作をする上で、何らかの問題が検出された場合、「My Board」（マイ ボード＞ボ
ード情報） 画面の「Warnings」（警告） セクションにエラーメッセージが表示され、デフ
ォルト画面上に下記のようなイエローのアイコンが表示されます。

バッテリーの故障

BMSとモーターコントローラー間の通信接続に問題が生じている、バッテリーセルの状態
が悪化している、またはこれら両方が発生している場合、下記のようなエラーコードが画
面に表示されます。このエラーが発生した場合は、ボードはSpeedモードからSAFEモード
へ自動的に切り替わり、バッテリーにダメージが及ばないよう未然に防止します。

モーターの故障

稼働中のモーターのいずれか、または両方にエラーが検知された場合、下記のようなエラ
ーコードが表示される場合があります。
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安全保護機能と警告メッセージ

ボードを過剰に使用すると、安全保護機能が起動する場合があります。安全保護機能が
起動すると、警告メッセージがリモコンの画面に表示されます。

Evolveスケートボードが過剰な熱を帯びないよう保護する
ため、ボードが温度の上昇を検出した場合、自動的に一時パ
フォーマンスを低下させるソフトウェアが組み込まれていま
す。このソフトウェアは強制的にボードの温度を下げ、ライ
ダーが内臓システムにそれ以上の負荷を掛けてしまうことが
ないように働きかけます。

スケートボードの使用中にオーバーヒートが発生した場合、
自動的に出力とパフォーマンスが低下し、リモコンの液晶
画面の上部に「HEAT」(高熱) アイコンが表示されます。こ
の際、リモコンが振動し、出力が低下します。オーバーヒー
トが発生したら、ボードの温度が下がるまで、一旦ボードの
使用を中止するか、ECOモードで走行されることをお勧め
します。

ボードを操作する上で何らかの問題が生じた際は、お住まいの地域にある
Evolveスケートボードのサポートチームにご連絡の上、対応方法について
ご相談ください。

モーターの保護

このメッセージは、スケートボードに過剰な負荷が掛かり、
安全保護機能が起動した場合に表示されます。この場合は
スケートボードの出力が低下しますので、リモコンの電源を
一度切ってから再度起動し、システムをリセットするよう、リ
モコンの画面上にメッセージが表示されます。

バッテリー保護

このメッセージはバッテリーに過剰な負荷が掛かり、安全
保護機能が起動した場合に表示されます。この場合はスケ
ートボードの出力が低下しますので、リモコンの電源を一度
切ってから再度起動し、システムをリセットするよう、リモコ
ンの画面上にメッセージが表示されます。
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ボードの保管

ボードは屋内の乾燥した場所に保管し、高熱や発火の元となる物の近くに置いたり、

直射日光に当てないよう注意してください。

• 極端な高温または低温環境は、バッテリーに恒久的な影響や損傷を与える可能性が
あります。

　　- ボードを暑い車内や高温環境下に放置したり、その他の要因によりボードを高温 
  環境にさらさないようにしてください。

　　- ボードを屋外や凍結の恐れのある環境に放置しないでください。

• バッテリーを1か月以上使用しない場合は、40%~50%程度充電した状態でボードを
保管してください。

通知
バッテリーを完全に充電した状態のまま数ヶ月間使用しなかった場合、バッテリーの総
容量が恒久的に劣化する場合があります。また、バッテリー残量がほぼゼロの状態で長
期間保管すると、充電が不可能な電圧レベルになり、総容量が恒久的に劣化する場合が
あります。
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Evolveスケートボードが使用できる状態でなくなった場合、国またはお住まいの都道府
県の規制やルールに従ってボードを廃棄・処分してください。モーター、バッテリー、付属
品、パッケージは、必ず上記の規制・ルールに従って廃棄してください。電子機器の廃棄に
ついての取り決めは都道府県によって異なるため、必ずお住まいの地域の規則やルールを
確認してください。

ボードのメンテナンス

廃棄・処分方法

• ベアリングを常に綺麗な状態に保つことで、静かでスムーズな走行が楽しめます。ベ
アリングは汚れが付着しやすく、これらはライディング感にも影響を与えます。また、
ベアリングの汚れはバッテリーのパフォーマンスを低下させるとともに、ベアリングの
故障につながる可能性があります。

• スケートボードを利用する際は、ボード全体で使用されているねじやナット (トラック
ナットやウィールナットなど) が、すべてしっかりと締められていることを必ず確認して
から、ボードに乗ってください。

• ドライブウィールは消耗度合いが最も速いパーツのため、他のロングボードのスケー
トボードと同様に、スケートボードのウィールは定期的にローテーションして使うよう
にしてください。

• ベルトとドライブギアを定期的に清掃・点検し、損傷がないことを確認してください。
また、 必要に応じて適宜交換をしてください。

• 泥やほこりが付着した時は、きれいに清掃をすることで、購入時のような外観とライ
ディング感を楽しむことができます。お手入れには、軽く水で湿らせた布と乾いた布
以外は使わないでくださ い。溶剤が含まれる清掃用品は、ボードに損傷を与える可能
性があります。

• All Terrainタイヤの空気圧は、必ず45~50 PSIの間に保つよう、定期的に確認をしてく
ださい。タイヤの空気圧が低下すると、パーツの交換時期が早まるだけでなく、路面
との摩擦が高まることで走行時間が通常よりも短くなります。

ボードの所有者の方は、ご自身の責任でボードに関するすべてのメンテ
ナンスを行う必要があります。メンテナンス不足のために生じた部品の
故障は、 保証の対象外となります。

注意 – ボード本体や部品は、家庭用ゴミと一緒に捨てないでください。
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このボードの製品保証期間は12か月間です。保証の対象となるのは、製
造技術や素材に欠陥があった場合のみとなります。(製品保証期間は国
によって異なる場合があります。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認頂く
か、製品のご購入先までご相談ください。) 　尚、誤った方法での使用、
消耗品 (ウィール、タイヤ、チューブ、ベアリング、ベルトなど)、所有管理
上の怠慢、過剰な使用、 事故、濡れた路面での走行、輸送時の損傷は、
本保証の対象外です。

保証の請求とその詳細については、お住まいの地域の販売代理店のウェ 
ブサイトにてご確認ください。ボードを返品する場合に備え、製品の配送
時に梱包されていた箱は保管しておいてください。

保証期間
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この機器は、米国FCC規格パート15に準拠しています。このデバイスの操作は、以下の2つ
の条件に従います。

1. このデバイスは有害な電波障害を引き起こさない。および

2. このデバイスは、意図しない操作を引き起こす可能性のある干渉など、受信した干渉
を受け入れなくてはならない。

コンプライアンスに責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正
を加えると、ユーザーがこの装置を使用する権利が無効になります。

この装置はテスト済みであり、FCC規則のパート15に基づくクラス B デジタル装置の制限
に準拠していることを確認済みです。これらの制限は、住宅地で装置を使用した時に、有
害な干渉から適切に保護するためのものです。この装置は、無線周波エネルギーを生成、
使用、または放射する可能性があるため、マニュアルの指示に従って設置および使用しな 
かった場合、受信障害が起こることがあります。ただし、特定の設置場所で干渉が起きな
いことを保証するものではありません。この装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場
合には (装置をオン/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が起きな 
いようにしてください。

• 受信アンテナの向きや設置場所を変える。

• 装置とラジオ/テレビの位置を離す。

• ラジオ/テレビが接続されている回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する。

• 販売店またはラジオやテレビの専門技術者に相談する。

この装置は、管理されていない環境下において、FCCが定めた無線周波数暴露制限に準
拠しています。

この装置は、ユーザーまたは傍観者から5 mm以上離して設置・操作する必要があり、他
のアンテナまたはトランスミッターと同じ場所に配置したり、同時に操作したりすることは
できません。

FCC (連邦通信委員会)
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カリフォルニア州プロポジション65 (1986年安全飲料水および有害物質施行法)

警告：この製品のユーザーは、カリフォルニア州で発がん性があると知られている 
クロム (六角化合物) などの化学薬品にさらされる可能性があります。詳しくは、 
WWW.P65WARNINGS.CA.GOVをご確認ください。




