USING THE BRAKE
ブレーキの使用方法
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WARNING:

Always set the brake
to the ON position
when parking the cart!

WARNING:

Forcing the front
wheel to rotate while
the brake is ON, can
possibly damage
brake components!

注意:
カートを停車しておく場合
は、必ずブレーキをONの
状態にして下さい。

注意:
ブレーキがONの状態で無
理にフロントタイヤを回転
させると、ブレーキ機構が
破損する場合があります。

BRAKE ADJUSTMENT
ブレーキの調整

The brake cable must be adjusted to ensure full
engagement of the BRAKE GEAR and BRAKE
HAMMER when the brake is in the ON position.
A clicking noise while the cart is in motion and the
brake is in the OFF position, indicates too much
tension in the brake cable.

ブレーキがONの状態で、ブレーキ・ギアにブレーキ
・ハンマーが右図のように適切に接するように、ブレ
ーキケーブルのナットを調整します。ブレーキがOFF
の状態で、カツカツと言う音がする場合は、ケーブル
のテンションが強すぎ、ハンマーがギアに当たってい
る場合がありますので、ナットを調整して下さい。

お買い上げありがとうございます！
この度は、クリックギアカートをお買い上げいただき、ありが
とうございます。弊社は、お客様にユニーク且つ高品質な製品
を提供するため、あらゆる努力を行っています。

Clicgear products are sold worldwide through our
distribution partners which are the representative
distributors for their countries. Therefore specific
warranty coverage may vary due to legal requirements in
individual countries. However, Clicgear is committed to
keeping its carts working. If you require a specific part or
have a problem with an older cart, we want to take care of
you. The best way for us to do that is for you to contact the
distributor for your country through our website:

必ず、お読み下さい！

FRONT WHEEL ALIGNMENT
フロントタイヤ向きの調整

クリックギアカートをご使用の前に、本説明書をお読みいただ
き、使用方法や注意事項をご確認下さい。

使用上の注意
安全のため、以下の内容をご確認の上、
ご使用下さい。
本品は、ゴルフプレー時の使用を前提に設計されて
います。お子様の遊具として使用しないで下さい。
本品をベビーカー等として利用しないで下さい。
展開・収納時は、説明書にしたがい、怪我をしないよう、
注意して操作して下さい。
怪我を避けるため、各可動部分が汚れた状態で調整、折り
たたみや展開等の操作を行わないで下さい。

If your cart is not tracking straight and requires the front wheel alignment to be
adjusted, please follow these steps.
First, determine which direction the cart is turning or tracking by testing it on a long
flat surface. Second, loosen the AXLE NUT (1) a half turn and loosen the PLATE
SCREW (2) one full turn to allow adjustment.
For a cart turns too much to the Right before adjustment, turning the ADJUST
SCREW (3) towards the Left or “L” direction will adjust the alignment more to the
Left. For a cart that turns too much to the Left, turn the ADJUST SCREW towards
the Right or “R” direction.
Turn the ADJUST SCREW (3) in small increments of approximately 15 degrees.
Test after each turn until the alignment is corrected.
When alignment is correct, tighten the AXLE NUT (1) one half turn and the PLATE
SCREW (2) one full turn, being careful not to over tighten these components.

本品が完全に展開され、ロックされた状態であることを確
認した上で、ご利用下さい。
本品が完全に折りたたまれ、ロックされた状態であること
を確認した上で運搬・収納して下さい。
ブレーキが適切に動作するよう調整し、カートを停める際
は必ずブレーキを使用して下さい。
CLICGEAR OFFERS A WIDE SELECTION OF QUALITY
GENUINE ACCESSORIES FOR THIS CART. PLEASE
VISIT OUR WEBSITE OR ASK YOUR RETAILER FOR
MORE INFORMATION. THANK YOU FOR BUYING A
CLICGEAR CART!
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カートを押しながら、走らないで下さい。
クリックギア・カート用に設計されたアクサせりー以外は
使用しないで下さい。
梱包材は自治体の指定する方式に従って処分し、お子様が
梱包材で遊ばないよう、ご注意下さい。

カートがまっすぐ進まなくなった場合、お手数ですが、以下の手順でフロントタイ
ヤの向きを調整して下さい。
まず、平らな広い場所で、カートが左右いずれの方向に曲がってしまうのか、特定
します。次に、図中①のアクスル・ナットを半回転ほど緩め、図中②のプレート・
スクリュー２本をそれぞれ１回転ほど緩めます。
調整前のカートが右に曲がってしまう場合は、図中③のアジャスト・スクリューを
左(反時計回り)に回します。カートが左に曲がってしまう場合は、③のアジャスト
・スクリューを右(時計回り)に回します。
③のアジャスト・スクリューの１回の調整幅は、およそ１５度程度に抑えて、調整毎
にカートを走らせて変化を確認して下さい。
フロントタイヤの向きが正しく調整されたら、①のアクスル・ナットを半回転、②
のプレート・スクリュー２本をそれぞれ１回転締めて元に戻します。異常の原因に
なりますので、これらの締め付け過ぎにご注意下さい。

NG!（調整が必要）
NG!（調整が必要）

OK!（調整が不要）

