
本製品は公道では使用できません。

 <同梱品> 
・ACアダプター(充電器) 
・保証書兼取扱説明書

● 本製品の電源は家庭用100Vを使用します。
    開封後充電をしてからご使用ください。
● 安全対策としてヘルメットやプロテクターを使用してください。
    お子様がご使用になる場合は、保護者が立ち会いの上、
    正しい乗り方をご指導ください。 

● 本製品は防水性能はありません。
    雨の中で使用したり、水たまりでの走行はしないでください。

・ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・保証書は、納品書・取扱説明書と共に大切に保管してください。
・本製品を譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください

この度は立ち乗り2輪ボード「KintoneクラシックD01D」を
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書
立ち乗り2輪ボード 
品番　I-KIN-D01D
家庭用 
重量制限 : 20Kg～100Kg 
耐用年数 : 12ヶ月

管理番号2206-2.0

株式会社KINTONE
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・Kintone立ち乗り2輪ボードは、最高時速10Kmで立ち乗りにて走行し、前進、後退、
   回転ができます。
・Kintone クラシックD01Dは軽量でコンパクトで初めての方でも使いやすいのが特徴の
  モデルです。
・本製品はリチウムイオン電池を搭載しています。家庭用100Vコンセントで充電をして
   からご使用ください。
・制限体重：20kg～100kg

商品説明

・拡大損害が予想される事項・・・・・・・・・・・

・禁止行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・特によく読んでいただきたい事項・・・・・・・・

●この取扱説明書には以下のマークをつけています。

重要事項説明

目次・重要事項説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
同梱品・各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライト表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
充電方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保管方法・お手入れ方法・トラブルシューティング・・・・・・・・・
製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保証規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
販売元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

目次
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
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電源スイッチ 充電ソケット

ステップ

タイヤ走行ランプ

インジケーターランプ
電池残量ランプ

各部の名称

商品本体

化粧箱

説明書

充電器

同梱品

前面

背面
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[緑色] 充電完了
[赤色] 充電中・充電器のLEDランプがレッドに点灯：充電中です。 

・充電器のLEDランプがグリーンに点灯：充電完了しました。 

【ACアダプターの充電ライト表示】
　付属のACアダプター充電器のランプで充電器のランプで充電状況を確認できます。
　本体に接続する前に、充電器をコンセントに差し込み、LEDライトがグリーンになっている
　ことを確認してください。 

・LEDの色がグリーンに点灯：正常に運行モードに入っています。

・LEDの色がレッドに点滅：異常が出ています。すぐにご使用を中止し、
　バランス調整等を行ってください。【※P11[ステップ位置リセット方法] 参照】

【インジケーターランプの表示】
　インジケーターランプは、システムの状態を表します。

・LEDの色がグリーンに点灯：バッテリー残量が 100~40% です。

・LEDの色がグリーンで点滅：バッテリー残量が 40% 以下です。

・LEDの色がレッドに点灯かつ警告音：バッテリー残量が20%以下です。

　すぐにご使用を中止し、充電してください。 
　電源を切った状態で充電を行った場合はランプは点灯しません。 

【電池残量ランプの表示】
　電池残量ランプは電池の状態を表します。電源を入れると常時点灯し、バッテリー残量を
　示します。 

ライトの表示
インジケーターランプ電池残量ランプ
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【充電器の注意事項】
充電式リチウムイオン電池を長く安全にご利用いただくため、
必ず以下の説明のとおりにご利用ください。　　

・充電中は、小さなお子様が誤って触れないようにご注意ください。

・充電中は本体の操作は行わないでください。　

・過放電電池を再充電することは危険ですのでおやめください。　

・必ず付属の充電器を使用してください。

以下の症状が確認できた場合は直ちに使用を中止し、
弊社までご連絡ください。
・変な匂いがしたり、触れないほどの高温になった時
・煙が出た時

・異音がする時

・液体が漏れた時

充電方法

④ 電源オフにしてから、接続
     します。

③ 充電器の LED ライトが緑色に
　 なっていることを確認します。

② プラグコードをコンセントに
　差し込みます。

① 付属の AC アダプター充電器の
　アダプターとプラグのコードを
　伸ばし、接続します。
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・毎回使用開始前に本体の充電をし、
  部品の破損の有無などをしっかり
  確認してください。

・ACアダプター充電器は当社製品
 専用の充電器を使用してください。
 発熱による火災の恐れがあります。

安全上の注意

リチウムイオン充電池のご利用について　
本製品はリチウムイオン充電池を使用した商品です。ご使用方法により寿命が変わって

きますので以下の点にご注意ください。　

 ・満充電（残量 100%）状態で AC アダプターをつないだまま長期間放置しないでください。

 ・過放電（残量 0%）状態での長期保存はリチウムイオン電池が劣化し、充電ができなく
   なります。しばらく使用しない場合も定期的に充電し、残量が 30~50%の状態をキープして
   いただくことで長くご使用いただけます。 【※P12 [ 保管方法 ]   参照】　

【ご注意事項】
過放電で充電ができなくなった場合は無理に再充電は行わないでください。　

リチウムイオン電池を高温や多湿の状況で保管しないでください。

特に直射日光が当たる車内に保管したり、暖房が当たる場所での充電は大変危険です。
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・ACアダプターは分解、改造は絶対にしな
 いでください。
 ACアダプターの破裂、発熱による発火の
 恐れがあります。

・直射日光の当たる場所や火のそばなど
 の高温の場所で充電・使用放置しないで
 ください。
 万が一本体が暑くなってしまった場合は
 すぐに使用を開始しないでください。

・強い衝撃を与えたり、落下や水濡れ、
 高温多湿な場所での充電や保管はしない
 でください。
 発熱、発火、感電の恐れがあります。

・ご使用の際には、安全のため貴重品を外し、
 プロテクターを必ず着用してください。
 製品に異変を感じたら速やかに使用を
 中止し、カスタマーサポートにご連絡ください。

・取扱説明書の内容をよくお読みください。
 特に速度制限、ランプの表示などの情報
 にご注意ください。

注意
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使用方法

先に片足を乗せます。センサーが感知すると
インジケーターランプが点灯し、バランス調節
をした状態になります。

※この時に前後へ体重をかけないようにしてくださ
い。バランス調節ができずに思わぬ方向へ走り出し
てし まいます。

平行の状態でもうー方の足もステップに乗せ
静止します。ステップの中央に足が乗っている
ことを確認して下さい。
（この時脚を真っ直ぐにする事でバランスが
取れやすいです。）
これで運転開始の準備が完了しました。

電源スイッチをオンにして本体を起動します。

 Kintone クラシックの乗り方は、体重を置いた（重心を移動させた）方向に進みます。
重心のかけ方により、前進・後退・回転が可能です。
強くつま先の方に重心をかけることで高速に前進します。
重心をかけず、床と平行にすることで停止します。

電源スイッチ
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膝を曲げず、重心を低くしてバランスを取ります。
目線は進む方向を見ます。
・左右の体重を均等にして立つと静止状態
・重心をつま先におくと前進
・重心をかかとにおくと後進
（膝の力を抜き、リラックスして運転をすると多少の
凸凹な道でもバランスを保つことができます。）
※急な体重移動は怪我や故障につながりますので
　しないでください。

降りるときは、地面に平行になったことを確認し、
片足ずつゆっくり後ろに降りてください。

広く平坦な場所で、乗車、前進後退、旋回、停止、
下車等がスムーズにできるようになるまで練習
してください。
慣れるまでは手を引いてもらう、手すりをつか
む等で、バランスを取って練習してください。

運転の練習
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運転時に異常があった場合、ブザー音やランプ点灯にて警告をお知らせします。  
以下の状況になるとランプが点灯、またはブザーが鳴り、システムはバランスを
維持できなくなりますので 、ご使用はしないでください。
 ・ステップを踏んだ際、前後角度が 10 度以上になる場合。

 ・ステップが前後角度 30 度以上になると強制停止となります。

 ・電圧が非常に低い場合。

 ・最低安全電圧より電圧が低い場合、15 秒後に停止します。

 ・充電をしている場合。

 ・制限スピードをオーバーしている場合。

 ・フルパワーで使用すると 15 秒後に停止します。

 ・本体が 30 秒以上揺れた場合。

 ・車輪が回らない場合は 2 秒後に停止します。  

・充電不足時は本体のバランスを保てなくなり、使い続けた場合には電池の寿命

    が短くなりますのでご使用をお控えください。

使用中の警告

うまくバランスが取れるようになるまでは、凹凸や路面状態がよくない地形での走行にご注意ください。
また、慣れてからも凸凹がある場合は低速で走行してください。
安全運転のために正常に使用できることを確認したあと、運転を開始してください。

※本製品は公道での使用はできません。公道以外の場所で遊ぶ場合は、私有地の方に許可を取り、
　走行不可の場所ではご使用にならないでください。

小さいお子様がご利用される場合は、ヘルメット
やプロテクターを着用し、目の届く範囲でご使用
ください。



使用上の注意
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・公道では乗らないでください。

・私有地や管理者がいる場所で使用する場合は許可を得てからご使用ください。

・ACアダプター充電器の充電プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
  差し込みが不十分ですと感電や発熱による火災の原因になります。

・濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電をする恐れがあります。

・ご使用時には、安全のため、ヘルメットやプロテクターを着用してください。
  滑りやすい靴や、ハイヒール、サンダル、ロングスカートは避け、動きやすい服装でご使用ください。

・飲酒時や服薬後には使用しないでください。

・本製品は一人用ですので、二人以上で乗らないでください。

・本製品はご高齢のかたや、妊娠中のかた、おからだの不自由なかたはご使用しないでください。

・お子様がご使用になる場合は保護者のご指導のもと、ヘルメットやプロテクターを着用し、安全に
  注意してご使用ください。

・荷物運搬用などの業務用としてのご使用はしないでください。

・雨、風、雷など天候が悪い時は乗らないでください。

・じゃり道や石畳などの凹凸の激しいところや積雪や凍結した道、鉄板やぬかるみなどの滑りやすい道
  では乗らないでください。

・坂などの傾斜した路面は思いがけぬスピードが出て危険です。ご使用はしないでください。

・長距離後退走行、高速後退、高速回転、高速運転、急発進、急停止は大変危険ですのでお止めください。

・周囲の状況をよく注意し、視野の良い場所で運転してください。人混みでは乗らないでください。

・ご自身と周囲の安全のため、コントロールできる制限速度内で運転してください。

・運転する間、携帯電話やスマートフォンのご使用や、音楽を聞く等の集中力を分散することはしない
  ようにご注意ください。

・本来の動作と異なると感じたら、速やかに使用を中止し、カスタマーサポートまでご連絡ください。

・最大体重制限を越えないでください。本体の破損に繋がるだけではなく、制御が効かなくなる可能性が
  あります。 また、最低体重制限以下のかたのご使用もお止めください。軽すぎると正常に動作しない
  場合や安全に止まれないことがあります。

・劣化したバッテリーは予期せぬ動作を引き起こす可能性があります。
  耐用年数及び充電可能回数を超える前にバッテリー交換を推奨いたします。

・運転している間は両足でステップを踏み続けてください。

・本製品にのった際に身長が10cmほど高くなりますので、頭をぶつけないようにご注意ください。

・万が一交通事故にあった場合は事故現場にて警察の指示に従ってください。
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保管方法

お手入れ方法

トラブルシューティング

・日常の保管場所
【3ヶ月以下の場合】 - 20~45℃室内

【3ヶ月以上の場合】 - 20~20℃室内
・長期の保管方法：最低1ヶ月に1回・10分程度を充電してください。
・小さいお子様の手の届かない場所に保管し、誤って作動させてしまうことが
  ないようご注意ください。
・やわらかい床やじゅうたんに置くとタイヤのあとがつくことがあります。
  ご注意ください

タイヤ・本体等の汚れは布で拭き取ってください。

上記リセット方法を試しても改善しない場合や、電源が入らない場合はカスタマーサポートへご連絡ください。

下記不具合が起こりましたら、ステップ位置のリセットをお試しください。 
　・電源を入れるとブザーが鳴る

　・赤いライトが点滅する

　・バランスがおかしい
【ステップ位置リセット方法】
　1. 充電がある状態で、電源をオフにします。
　2. ステップが水平になっていることを確認し、電源ボタンを長押しします。
　3. 「ピッ」と鳴りましたら手を離します。
　4. その後、インジケーターランプが赤く点灯し、「ピッピッピッ」と連続音が鳴ります。
　5. 連続音が5回程度鳴ったことを確認しましたら、電源ボタンを押して電源をオフにします。
　6. 電源をオンにして動作を確認してください。
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リチウムイオンバッテリー25.2V/ 4Ah

3～4時間 *温度や劣化状況によって異なる

100-240V  50/60Hz

29.4V/1.5A

300回

バッテリー

充電時間

充電器定格入力

充電器定格出力

充電可能回数

寸法

タイヤ外径

重量

付属品

走行距離

体重制限

最高速度

耐用年数

素材

原産国

58×19×18.5cm

6.5inch

8kg *付属品は除く

本体、ACアダプター充電器、取扱説明書

6～10km *路面状況によって異なる

20～100kg

10km/h

12ヶ月

カバー： ABS

中国

バッテリー仕様

製品仕様
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初期不良

無償修理

有償修理

保証規定

・状況によっては部品調達ができず修理ができない場合がございます。その場合は、弊社判断により同等品を
  ご案内させていただきます。

・修理品を弊社返送先へお送りいただく際、またお客様へご返却する際の送料は、往復ともにお客様のご負担
  となりますのでご了承ください。

・修理期間は故障箇所や状況によって異なりますが、通常1週間 ～ 3週間程度かかります。混雑状況によって
はそれ以上かかることがございますので、受付の際にご確認ください。

・有償修理または有償交換の際の保証は弊社発送日から90日となります。

3. 保証期間を経過した本製品の修理は、原則有償にて修理を承ります。ただし、故障状況や
    修理箇所により受付可否が異なりますので、まずは弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

・保証期間に弊社返送先へお送りいただく際の送料は、誠に恐れ入りますがお客様のご負担となりますので
  ご了承ください。

・ご返送いただく際は保証書とお買い上げ頂いた店舗名がわかる お買い上げ明細(レシート等)を必ず同梱
  してください。 ご購入いただいた店舗等の情報が確認できない場合は保証対象外となりますので
  ご注意ください。
・お預かりしました商品を弊社にて点検し、保証規定内と診断した場合は修理・交換対応とさせていただきます。
 お預かりした商品のご返却にかかる送料は弊社が負担いたします。
・修理期間は故障箇所や状況によって異なりますが、通常1週間～2週間程度かかります。
  混雑状況によってはそれ以上かかることがございますので、受付の際にご確認ください。

2. お買い上げから1週間を経過したのち、取扱説明書や本体貼り付けラベル等に記載した注意書き
    に従って使用し、保証期間内に故障した場合は、無償で修理または弊社判断により同等品へ交換
    いたします。 まずは弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

・初期不良はお買い上げから一週間以内の自然故障が対象となります。

・取扱説明書兼保証書に記載の返送先へ着払いにてご返送いただければ新品と交換をいたします。
 ご返送いただく際は保証書とお買い上げいただいた店舗名がわかるお買い上げ明細(レシート等)を必ず
 同梱してください。

1. お買い上げから一週間以内の初期不良は、無償で新品へ交換いたします。まずは弊社カスタマー
　 サポートにご連絡ください。
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ご注意点

販売元

4. お客様により分解・改造をしている場合など修理ができない場合もございます。また、保証期間内
     でも次の場合は原則として有償とさせていただきます。

・使用上の誤り及び取扱説明書に記載した使用方法を守らなかった場合

・弊社が委託している修理機関以外での修理を行った場合

・お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷 

・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス毒(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の

 使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

・水没、腐食、経年劣化による故障及び損傷

・本製品と接続した外部機器の要因による故障及び損傷

・保証書の添付がない場合

・お買い上げ年月日、販売店舗名の記載もしくは明細書の添付がない場合

5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

6. お客様にご提供いただきました個人情報は、本製品の修理/交換対応のみに利用させていただきます。 

〒303-0041
茨城県常総市豊岡町乙2008-1
050-1743-9444

株式会社KINTONE

お問い合わせ先：TEL 050-1743-9444（平日10時~18時）
サポート定休日：土・日・祝（+臨時休業日あり）
メールでのお問い合わせ、営業時間外は、
お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
https://kintone.mobi/

Kintoneのロゴは株式会社 Earth Shipの登録商標です。




