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Appの使用

SublueGo Appは本製品を合わせて使用する携帯APPで、個性化パラメーター設置、水下運動
データーの作成、製品状態の監視測定、ファームアップ、SNSシェア及びインタラクティブなど
の機能が提供可能です。他の詳細機能は本マニュアル中の“SublueGo”章節をご参照ください。

以下のダウンロード方法でSublueGoをダウンロードし、インストールできます。

SublueGo Appをダウンロード

SublueGo AppはiOS 12.0及び以上のシステム或はAndroid 7.0及び以上のシステムに
適用します。
Appはアップデートがある場合、通知はありません。定期的にSublueGo Appをアップデ
ートしてください。

1. 携帯で、左のQRコードをスキャンする。
2. iOS携帯のユーザーはAppStore、Android携帯ユーザーは“Google Play”

で“SublueGo”を検索して、ダウンロードできます。
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使用アドバイス及びサポート取得

初めて本製品を使用する前に、『WhiteShark™ Navbow+ 用ユーザーマニュアル』をよく
読み、製品情報と注意事項を理解してください。

使用アドバイス1

製品の問題、ユーザーマニュアル、使用方法、および製品に関するサポートをご希望の場合
には下記よりお問い合わせください。

サポート取得2

警告

安全上の注意事項

16歳以下の未成年者が使用する際には、
監督者の側でご使用ください。

使用中は周囲に最新の注意を払いな
がら使用してください。

使用前にマニュアルをよく読み、使用方
法を理解してください。

スクリューに巻き込まれやすい物を着
用した状態で使用しないでください。

泳ぎに自信のない方は、監視者の側で
ご使用ください。

指などをスクリュー部分に入れたり近
付けないよう注意してください。

使用中はバッテリー残量に注意し、残
量が完全に無くなる前に陸上に戻って
ください。

製品から出る水流を直接顔に当てない
でください。

状況によりスイムキャップを着用し、自
他共に髪の毛の巻き込みに注意してく
ださい。

16+

本製品は救命用具ではありません。状況
によりライフジャケットなどの安全器具を
着用してください。

40m
製品の最大深度(40m)を超えて使用し
ないでください。

飛行機に持ち込む際は、必ずバッテリー
を取り外し、航空会社の規定に従ってく
ださい。

本製品を使用する際は、安全のため水深
計やコンパスなどを携帯してください。

砂などが巻き上がっている水中では本
製品を使用しないでください。

お問い合わせはこちら 修理、点検のお申し込みはこちら
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安全上の注意事項に関して
この製品を使用する前には必ず
本マニュアルを読み、理解してください

ご注意
製品を使用する前にバッテリーを十分に充電してください。
製品を使用する前に点検とキャリブレーションを行ってください。
バッテリーを交換する際は、手は本体が乾いた状態で行ってください。
製品の上に重い物を置かないでください。
製品をガソリンやシンナーなどの揮発性物質や鋭利なもので直接触れないでください。
モーターの破損を防ぐため、空気中での使用は30秒以内とし、異臭がした際は直ちに使
用を中止してください。
砂浜へ直接置いたり、砂が巻き上がっている環境で使用しないでください。貝や砂など
の異物が巻き込まれ故障の原因となります。
水域や水質により、製品の浮力はプラスにもマイナスにもなる可能性があります。
本製品を使用しない際には、陸上で管理するようにしてください。
本製品に異常や故障が発生した際は使用しないでください。
Sublueアフターサポートの担当者以外は修理をしないでください。不適切な修理が、漏
水や破損、火災、感電などの原因となる恐れがあります。

製品概要
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製品紹介
製品特徴
同梱物リスト
オプション品
部品名称

開梱時確認
バッテリーの充電方法
SublueGo APPをダウンロード
Navbow+への接続
設定とキャリブレーション
正しい姿勢

ディスプレイ画面
ボタンと操作方法
ディスプレイ説明

バッテリー
バッテリーの紹介
バッテリーの充電方法
バッテリーの交換方法
バッテリーの取り扱いについて
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使用方法

SublueGo

使用前検査
浮力調整
リーシュコード
キャリブレーション
水中運動データ記録
使用姿勢
バッテリー残量確認
深度警告
片手操作

保守及びメンテナンス
使用後のメンテナンス
保管方法

トラブルシューティング

パラメータ

WhiteSharkTM Navbow+ は機能がより豊かで強化された新型の水中スクーターです。最大深
度40m、最大速度7.2km/h、最大使用時間60分、3段階の速度調整機能を搭載し、片手操作が
可能。さらにNavbow+ は深度、温度、航路などのリアルタイムデータの表示機能が追加されま
した。水中運動データを自動的に記録し、SublueGo APPを通じてユーザーの水中運動データ
カーブとレポートの作成が可能です。

製品紹介1

製品概要

コンパクト軽量
体積、重量は従来型の約1/3で、持ち運びが更に便利になりました。

2 製品特徴

優れた動力と使用時間
従来型よりも優れた推進力と使用時間を実現。

バッテリー交換が簡単
独自のシーリング技術によりバッテリーを素早く交換でき、高い防水性が保証されます。

複数のリアルタイムデータ
航路、深度、温度、バッテリー残量、操作モード、速度ギア、無線の接続状態や水中のデータ
記録をリアルタイムで確認できます。

深度オーバー、低バッテリー残量あるいは故障が発生した際に、ディスプレイとブザーで警
告します。

リマインドと音声警報

ユーザーの製品パラメータ設定
ユーザーは自分でSublueGo Appを通じて製品の機能を設定できます。
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33
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使用する前にすべての同梱物が揃っているかご確認ください。万が一不足品がある場合
は、Sublueまたは購入店へご連絡ください。

98Whバッテリー×１  1/4インチネジ×１ クロスストラップ×１

バックパック×１ 拡張マウント×１

オプション品（別途購入が必要です）4

紛失防止ケーブル×１ ホルダー＆カウンタ
ーウェイト×１

バッテリー×1

説明書×２リーシュコード×１Dクリップ×１

片手操作をサポート

マイクロプラス浮力設計

拡張性
機体にはGoProマウントと1/4インチネジを搭載し、様々な機器を搭載可能です。

マイクロプラス浮力を持つ設計により、手を離すと機体が自然に浮かびます。

片手操作モードの設計により、水中で片手を解放できます。

本製品のマイクロプラス浮力は、海水中で初めて発揮され、ユーザーが負の浮力を持
つ物体（カウンターウェイト、アクションカメラ、ライトなど）を追加していない場合に生
じます。異なる水環境や荷重により製品の浮力が変化し、マイナスの浮力が発生する
場合もあります。
使用する際には、熟練のダイビング経験を持ち、『WhiteShark™ Navbow+ ユーザーマ
ニュアル』の片手操作への知識や製品情報を熟知している必要があります。使用する
際には事前に使用方法を理解した上で安全な水域にてご使用ください。

同梱物リスト3

本体×1 充電マウント×1 充電アダプター＆電源ケーブル×1

水中運動データの作成とシェア
Navbow+ は自動的にユーザーの水中運動のデータを記録します。SublueGo APPを通じて
最大60件のユーザーデータを作成。深さ、温度カーブ、ユーザーの写真、位置、環境ラベル
などを含み、SNSでシェアしインタラクティブが可能です。
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1. スクリュー外装
2. OLEDディスプレイ
3. 多機能スイッチ
4. スタートボタン
5. フローター
6. バッテリーカバー

7. GoProマウント
8. 1/4インチネジ取付穴
9. Dリング固定部

10. ガスケット
11. バックカバー
12. フロントカバー

部品名5

1

3
4

5
2

8

67

9

12

10

11

充電器をAC電源に接続します（100-240V~AC,50/60Hz）。

以下のダウンロード方法でSublueGoをダウンロードし、インストールできます。

使用する前に外装に破損や異常が無いことを確認してください。保護カバーの紛失、プロペ
ラの破損、ガスケットの擦り傷、バッテリーの膨張や破損、液漏れなどが無いかを確認してく
ださい。

開梱時確認1

2

はじめに

バッテリーの充電方法

3 SublueGo Appをダウンロード

充電中
充電完了

コンセント 充電マウント裏側

充電マウントとバッテリー

アダプター

1. 携帯で、左のQRコードをスキャンする
2. iOS携帯のユーザーはAppStore、Android携帯ユーザーは“Google Play”
    で“SublueGo”を検索して、ダウンロードできます。

SublueGo AppはiOS 12.0及び以上のシステム或はAndroid 7.0及び以上のシステム
に適用します。
Appはアップデートがある場合、通知はありません。定期的にSublueGo Appをアップ
デートしてください。
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モバイル端末で機体のQRコードを読み取り接続してください。またはBluetoothで機体
を検索し接続してください。（本マニュアル中の“SublueGo”章節をご参照ください。）

SublueGo Appを接続した後、画面で機能を設定します。深度、温度、航路などのデータを正
確にするために、まず機体をキャリブレーションしてください。

Navbow+ への接続4

5 設定とキャリブレーション

Navbow+ で水中の世界を楽しんでください。
6 正しい姿勢

使用する際には事前に使用方法を理解した上で安全な水域にてご使用ください。

機体について

1ディスプレイ画面1

ボタンと操作方法2

コンパス

深度
（設定深度オーバー警報）

オンにする 多機能スイッチを１秒間前に押す

操作 方法図示

シャットダウン 多機能スイッチを３秒間前に押す

バッテリー残量
（低バッテリー警報）

片/両手操作モード

温度
（設定温度リマインド）

速度ギア

Bluetooth接続状態
運動データ記録リマインド

1s

3s

左スタートボタン 右スタートボタン

多機能スイッチ
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バッテリー残量が50%以下になると、TURBOモードにはなりません。
速度ギア切替方法2は、両手操作モードのみ可能です。

片手操作の
左手運転

両手起動運転 両手で同時に左右のスタートボタンを押す

片手操作を行う際は、本ユーザーマニュアルに記載している片手操作モードおよび注意
事項を十分に理解した上で、安全な水域でご使用ください。

速度ギア
切替方法２

2回

片手操作の
右手運転

手動操作
切替

起動後、左スタートボタンを２回クリックする。または
SublueGo APPで設定する。

1. 起動後、両手で同時に左右のスタートボタンを押し、
運転を開始する

2. 右スタートボタンを２回クリックする

1. 手動操作からLモードに切替
2. 両手でスタートボタンを押す
3. 運転中に右手を放す
1. 手動操作からRモードに切替
2. 両手でスタートボタンを押す
3. 運転中に左手を放す

2回

速度ギア
切替方法１ 起動後、多機能スイッチを前へ押してすぐに放す

多機能スイッチ

ディスプレイ説明3

トップページ情報表示

バッテリー残量 常に点灯

常に点灯
常に点灯

点滅 バッテリー残量30%以下

バッテリー残量20%以下

SublueGoで事前に機能を設定する

急速点滅

状態 説明アイコンメッセージ

極低バッテリー警告

低バッテリー残量警告

深度

コンパス S 000°

点滅深度の早期警告
リマインド

00.0m

30.0m

常に点灯温度 00.0℃

点滅水温が設定温度
より上昇した ℃

常に点灯 低速モード 約3.6km/h(knot)FREE
常に点灯 中速モード 約5.4km/h(knot)SPORT
常に点灯 高速モード 約7.2km/h(knot)TURBO

速度ギア*

点滅水温が設定温度
より低下した

℃

* 何も操作が無い状態が20分間続いた場合、自動的に電源がOFFになります。
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他の情報表示

携帯が機体と接続されている 点滅

故障 点滅

状態 説明アイコンメッセージ

* 上記の速度はテスト環境下の参考値です。ユーザー、水温、深度、水流、搭載物などの条件により速度は変動
します。

* 深さが1.2m以上になると、データ記録が自動的に開始されます。

常に点灯 両手操作モードLR
常に点灯 片手操作の右手操作モードR
常に点灯 片手操作の左手操作モードL

手動操作モード

ER 02

帰航リマインド 常に点灯

最大深度オーバー 点滅Limit
Depth

PLEASE
TURN BACK

キャリブレー
ション中 常に点灯

CALIBRATING

キャリブレー
ション成功

常に点灯
CALIBRATION
SUCCESSFUL

キャリブレー
ション失敗

常に点灯
CALIBRATION

FAILED

SublueGoで事前に機能を設定する
帰航リマインドは多機能スイッチを押す
と停止します

安全ロック 点滅

ファームウェア
アップデート中 常に点灯

安全ロックモードでは機体を操作できま
せん再度操作する前に、アプリでロック
を解除してください

セルフクリ
ーニング中

常に点灯 セルフクリーニングは3分間稼働します

故障警告が出た際は直ちに使用を停止し、Sublueアフターサービスセンターまたは
Sublue販売代理店までご連絡ください。
最大深度を超えて使用すると、故障の原因となります。
常にバッテリー残量を確認し、必要に応じて陸上に戻ってください。

セルフクリーニングを行う際はきれいな真水を使用してください。

携帯が機体と接続されていない

携帯が機体と接続されている
常に点灯
常に点灯

接続状態
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製品を使用した直後はバッテリーが高温になっています。これは正常な現象のため、
室温まで下げてから充電を開始してください。バッテリーは25±2℃の範囲で充電す
ると寿命が長くなります。

火気や熱源の側での充電はしないでください。
0℃以下の氷点下の環境で充電しないでください。

充電器をAC電源に接続します（100-240V~AC,50/60Hz）。
2 バッテリーの充電方法

バッテリーの交換方法3

バッテリーカバーを開ける バッテリーを斜めに接続部に差
し込み”カチッ”と音がするまで押します

カチッ

バッテリーの取り扱いについて4
1. 製品を使用しない際には、バッテリーは本体から外し単独で保管してください。バッテ

リーの保管環境は気温 25±5℃、湿度 65±20%RH、バッテリー残量 30-60% を維持し、
日陰で風通しの良い場所に置いてください。

2. 安全のため、輸送中はバッテリー残量を下げておく必要があります。輸送前に放電し、
バッテリー残量を 30% 前後に維持してください。

3. 長期間使用せず保管する場合は、最低 6 ヶ月ごとにバッテリー残量を確認し、バッテリー
を 60% まで充電してください。

初回仕様時には必ず満充電にしてからご使用ください。
バッテリーの充電時間は約2時間です。

水中スクーター用に特別に設計された、10670mAhのリチウムイオンバッテリーです。
Navbow+ に十分なパワーを供給する高性能なセルを備えています。

バッテリーの紹介1

バッテリー

バッテリーを使用する際は、ユーザーマニュアルと製品ラベル注意事項をよくお読み
ください。
バッテリーの充電には専用の充電器を使用してください。純正以外の充電器
(Sublueの他の製品モデルを含む)を使用して生じたいかなる事故についても
Sublueは責任を負いません。

充電中
充電完了

コンセント 充電マウント裏側

充電マウントとバッテリー

アダプター
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バッテリーを落とすなど衝撃を加えたり、鋭利な物を刺したりしないでください。バッテ
リーが発火したり、爆発する恐れがあります。
バッテリーは直射日光の当たる場所や、電子レンジなどの強力な熱を発する場所の近
くに置かないでください。発火や爆発の原因になる恐れがあります。
バッテリーは子供の手の届かないところに保管してください。
バッテリーのショートや爆発を防ぐため、バッテリーを分解したり改造したりしないでく
ださい。
破損や損傷が確認されたバッテリーは使用しないでください。
バッテリーの電解液が皮膚や目に入った場合は、擦らずに真水で洗浄後、すぐに医師の
診察を受けてください。

6ヶ月毎に充電する 衝撃に注意

火気に注意 子供に注意

6M

1. 図のようにカウンターウェイトを 1 本ずつ取り付ける。
2. カウンターウェイトを 1 本増やす度に機体を水中に浸し、浮力の状態を確認する。

1. 外装に破損や異常が無いか
2. バッテリーに異常が無く、満充電されているか
3. ボタンが正常に機能するか
4. ディスプレイが正常に表示されるか
5. 機体がキャリブレーションされたか
6. SublueGo Appの設定が完了しているか
7. 機体の深度、温度、航路などのデータが、予備の水深計やコンパスなどの表示と一致して

いるか

使用前検査1

浮力調整2

使用方法

製品の浮力は環境により変化します。マイナス浮力を調整する際は、以下の方法に従って
ください。

機体の紛失や沈没を防ぐ為、安全な場所で浮力調整を行ってください。
調整後はマイナス浮力の影響を受ける為、沈没や紛失に十分注意してください。

ホルダーを機体に取り付けるカウンターウェイトをホルダーに取り付ける
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1. 前回キャリブレーションした場所から 100km 以上離れた場所で使用する場合
2. 海抜の変化が大きい地域
3. 30 日間以上使用していない場合

水中での紛失を防ぐ為のリーシュコードは、万が一の際すぐに外れるようにクイック
リリース機能が備わっています。

キャリブレーションは機体のコンパスと深度センサーを同時にキャリブレーションします。
以下の状況においては、必ず機体のキャリブレーションを行ってください。

リーシュコード3

キャリブレーション4

着用完了 クイックリリース

「キャリブレーション」を起動すると深度センサーのキャリブレーションが自動的に完
了します。
キャリブレーション画面を終了する際は、多機能スイッチを押してください。

強磁場のエリアや鉄筋構造物などの近くでキャリブレーションしないでください。
キャリブレーションする際は、携帯や鍵など磁気を発生する製品を身に着けないよ
うにしてください。
毎回使用前にコンパスをキャリブレーションしてください。

キャリブレーション成功 キャリブレーション失敗

5. キャリブレーション完了
キャリブレーションが成功すると、ディスプレイに「キャリブレーション成功」と表示され、
音が鳴ります。
キャリブレーションが失敗した際は、場所を変えて再度キャリブレーションしてください。

3. SublueGo の Navbow+ メインコンソール画面で「キャリブレーション」を選択する。
4. 機体を水平に 360°回転させる。

キャリブレーションの手順

1. 広い場所に移動する。
2. SublueGo App を起動し、機体と接続する。

360°
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安全な水域で製品の性能を理解し、操作の練習を行ってから使用開始してください。
周囲に強い磁気干渉がある場合、コンパスは正しく動作しません。

データのサンプリングレートは1秒です。
各データの最長記録時間は1時間です。記録時間が1時間を超えると、自動的に新しい
データが作成され、記録開始されます。
データのエンドが0mの場合、0mのデータは自動的に削除されます。
データの最大保存数は60件です。

水中運動データ記録5

1. データ記録を開始する

Navbow+ は、水中運動データの自動記録という新しい機能を提供し、SublueGoアプリと
パーソナライズされた水中運動データレポートを介してデータ曲線を生成します。

（データの同期は、ユーザーマニュアルの「SublueGo」の章を参照ください。）

使用姿勢6
ハンドル部分をしっかりと握り、前方に突
き出すように使用してください。

深さが1.2mを超えると自動的にデータの記録が開始され、ディス
プレイの記録アイコンが点滅します。

2. データ記録を終了する
深さが1.2m未満の位置に5分以上滞在すると、自動的にデータ記録
を終了します。
電源を切ると、自動的にデータ記録が終了します。
携帯電話がBluetoothに接続されると、自動的にデータ記録が終了
します。
故障が発生した場合、自動的にデータ記録が終了します。

0℃以下でバッテリーを使用すると消耗が早く、稼働時間が急激に減少します。
常にバッテリー残量を確認し、必要に応じて陸上に戻ってください。
バッテリー残量が30％以下になると、機体が停止する際にブザーが鳴り、警告します。

深度警告8
製品の最大深度(40m)を超えた場合、機体が停止し、ブザーが鳴り、デ
ィスプレイ画面で警告します。

90%-100% 70%-90% 50%-70% 30%-50% 20%-30% 20%以下

バッテリー残量確認7

データー記録中

最大深度を超えると、機体は深度警告を行います。できるだけ早く使
用可能範囲の深さまで浮上してください。

警告が出ると、機体は停止します。警告の10秒後、多機能ボタンを1
回押して警告を止めることができます。
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事前にFREEモードで片手操作の練習を行ってください。
水中で操作する場合は、両手で操作を開始してください。ケーブルのテンションが調整
できた後、片手操作を行ってください。

片手操作9

1

Dクリップを取り付ける

2

紛失防止ケーブルを取り付ける

3

ケーブルをクロスス
トラップに取り付ける

4

ケーブルの長さを調整する

5

両手で操作してケーブ
ルのテンションを確認する

6

調整後、片手操作を開始する

片手操作モードにより、ユーザーが水中で片手を離し、水中スクーターを操作しながら耳抜
きなどの動作が可能になります。

片手操作を行う際は、ユーザーマニュアルの使用方法に従ってください。
片手操作を開始する前に、必ず安全な水域で使用方法を理解し、操作の練習を行って
から使用を開始してください。
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機体に保存された運動データを携帯に同期し、ユーザーの水中運動レポートを作成でき
ます。

SublueGoのメインコンソールからレポートの同期を開始し
ます。

「同期」を選択すると、機体に保存されたレポートのリストが
表示されます。ダウンロードするレポートを選択し、同期ボタ
ンを押す。
機体から携帯にデータがダウンロードされます。

機体のメモリがフルになると、新しいデータを記録する
為に、自動的に古いデータが削除されます。

1. 水中運動データレポートを同期する

安全ロック機能をオンにすると、機体はロックされます。機体の電源を入れる事はできま
すが、操作する事はできません。その際、ディスプレイには「安全ロック」のアイコンが表
示されます。ロックが解除されると機体を使用できます。

機体の誤動作や機体の側を離れる際にはこちらの機能をご使用ください。

3. 安全ロック

磁気偏角の設定により、コンパスの精度が向上します。特に機体を使用する場所を変え
た場合は、信頼できる提供元から現在地の磁気偏角を取得し、SublueGoに設定してく
ださい。

磁気偏角の値はプラスもマイナスもあるので注意してください。

2. 磁気偏角設定

待同步数据

30条

使用时长

5小时

* 磁気偏角とは、地表の任意の点における磁気子午線と地理子午線の間の角度を指します。同じ場
所でも測定する時間により磁気偏角が異なります。コンパスが北極を指し、東に向かっている場合
に磁気偏角はプラスであり、西に向かっている場合はマイナスです。

SublueGo

SublueGo Appは本製品を合わせて使用する
携帯APPで、個性化パラメーター設置、水下運
動データーの作成、製品状態の監視測定、
ファームアップ、SNSシェア及びインタラクティ
ブなどの機能が提供可能です。

SublueGo App紹介
我的Navbow+-3333

安全锁

开

自清洁 自检

9:41

地磁偏角设置 3.0°

设备校准

待同步数据

30条

使用时长

00:05

1

3

2

4

淡水/海水 海水

深度预警设置 7M

返航电量提醒 45%

6

7

8

操控模式 左右手

低电量蜂鸣提醒5
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きれいな真水を使用してください。セルフクリーニング中はプロペラが回転する
為ご注意ください。

セルフクリーニング機能により製品をきれいに洗浄し、海水を除去します。
4. セルフクリーニング

セルフクリーニングは3分間稼働します。

常にバッテリー残量を確認し、必要に応じて陸上に戻ってください。
帰航リマインドは多機能スイッチを押すと停止します

8. 帰航リマインド
ユーザーが指定したバッテリー残量で警告が出るよう設定できます。バッテリー残量が
設定値より少なくなると、機体はユーザーに警告します。

ユーザーが指定した深度で警告が出るよう設定できます。深度が設定値を超えると、機
体はユーザーに警告します。

7. 深度の早期警告設定

バッテリー残量が30％以下になると、機体のブザーが鳴り警告します。

5. 低バッテリー残量警告

環境により深度表示の誤差が発生する事があります。使用する前に深度の表示
が予備の水深計と一致しているか確認してください。

製品を使用する環境（淡水または海水）を設定すると、深度表示の制度が向上します。
6. 淡水/海水

PLEASE
TURN BACK

携帯でバッテリー残量を設定 帰航リマインド表示

携帯で深度を設定 最大深度警告表示

7m
6m
5m

8m
9m

10m

关闭
确定

30%
20%

40%
50%
60%

关闭

确定

WARNING
07.0m

警告の5秒後、多機能ボタンを1回押して警告を止めることができます。
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本製品を長期間使用しない場合は、本体とバッテリーを個別に分けた状態で保管してく
ださい。保管する際には以下の点に注意してください。
1. 機体は温度 0-45℃、湿度 65±20%RH の風通しの良い場所に保管してください。
2. 直射日光の当たる場所に置かないでください。
3. 高温及び火気の側や、子供の手の届く場所には保管しないでください。
4. 強い磁気を帯びた機器の側に近づけないでください。
5. 機器の腐食を防ぐ為、少なくとも毎月 1 回は本体を取り出し、約 10 秒間稼働させてく

ださい。

保管方法2

故障

プロペラの異常

バッテリーの損傷と膨張

1. 電源を切ります
2. 異物が無いかを確認します
3. "保守及びメンテナンス"章節のメンテナンスを実施
4. SublueまたはSublue販売代理店にお問い合わせください

バッテリー端子の腐食

1. バッテリー端子周囲の損傷を確認する
2. バッテリーに損傷や膨らみが無いか確認する
3. ガスケット周囲の損傷を確認する
4. 汚れがわずかな場合は乾いた布で拭き取り、端子部分にグ
     リースを塗布する
5. SublueまたはSublue販売代理店にお問い合わせください

対処方法

SublueまたはSublue販売代理店にお問い合わせください

トラブルシューティング

3. Navbow+ を水中でよく振り、機体に付着した異物や塩を取り除いてください。
4. きれいな柔らかい布で機体とバッテリーを拭き、バッテリーを外した状態で、日陰の風

通しの良い場所で自然乾燥してください。

使用後のメンテナンス1

保守及びメンテナンス

1. Navbow+ は使用後 30 分以内に真水に浸けてください。同時にクリーニングを開始し、
異物の除去や脱塩を行ってください。メンテナンスを行う際には以下の点にご注意くだ
さい。

2. SublueGo のメインコンソールから「セルフクリーニング」を押してください。セルフ
クリーニング中は自動的にプロペラが回転します。機体を水に浸けた状態で稼働さ
せてください。

バッテリーを取り付け、本体を起動してからクリーニングしてください。
きれいな真水を使用してください。
20 分以上、真水に浸け置きしてください。
洗剤などの化学洗浄剤を使用しないでください。
Navbow+ を水に浸すと機体から気泡が出ることがありますが、故障ではありま
せん。

ドライヤーや乾燥機は使用しないでください。
故障の原因となる為、バッテリーは水で直接洗浄しないでください。

水しぶきが体にかからないように注意してください。
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パラメータ

物理パラメータ
寸法
重量
運転条件

長さ486 mm×巾327 mm×高さ177 mm

対応深度 0-40 m
使用環境温度 0-35 ℃
保管環境温度 0-45 ℃
性能
最大速度*
最大利用時間* 通常時 約60分間

（連続使用時間：TURBOで約8分間、SPORTSで約20分間、
FREEで約45分間連続使用すると、バッテリー残量50%で
速度は自動的に次のギアに切替わります。）

表示温度 0-35 ℃
表示温度精度 ±2℃
温度解像度 0.1  ℃
表示深度 0-40 m
表示深度精度 ±0.5 m
深さ解像度 0.1 m
コンパス精度 ± 10°
コンパス解像度 1°
データレポート
サンプリングレート 1 秒
機体のデータ最大保存件数 60 本
データの最長記録時間 1 時間

3400g（バッテリーを除く）

TURBO 約7.2km/h、SPORT 約5.4km/h、FREE 約3.6km/h

起動できない 1. バッテリーを満充電し、再起動する
2. SublueまたはSublue販売代理店にお問い合わせください

操作異常
1. 操作モードと速度ギアを確認する
2. 機体を再起動する
3. SublueまたはSublue販売代理店にお問い合わせください

故障表示：
ER20またはER40

1. 電源を切り、バッテリーを取り外す
2. SublueまたはSublue販売代理店にお問い合わせください

故障表示：ER00

1. 電源を切ります
2. プロペラ周辺に異物が無いかを確認します
3. "保守及びメンテナンス"章節のメンテナンスを実施
4. SublueまたはSublue販売代理店にお問い合わせください

コンパス表示異常

1. 周囲に磁場の干渉が無いことを確認する
2. "キャリブレーション"章節のキャリブレーションを実施
3. 現在地の磁気偏角を確認し、SublueGo Appで磁気偏角
     を設定する
4. SublueまたはSublue販売代理店にお問い合わせください
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*速度は一定の環境下での製品テストの結果であり、使用方法、使用環境、ユーザーの体格などの影響を受け
る場合があります。

*通常使用時間とは満充電した状態で一般的な利用状態での最大使用時間の平均値となります（連続使用
時間とは異なります）。

*本体の連続使用時間とは、満充電した状態で設定したモードで連続使用した最大使用時間の平均値となり
ます。

*TURBOモードはバッテリー残量50%以上の場合に使用でき、TURBOモードを連続使用してバッテリー残量
50%になると、自動的にSPORTSモードに切り替わります。

バッテリー
容量
電圧
バッテリー重量

10670 mAh

エネルギー 158 Wh

充電アダプター
入力電圧 100-240 V~AC    50/60 Hz
出力電圧 16.8 VDC
定額パワー 126 W
充電表示 充電中：赤点灯 / 充電完了：緑点灯
モーター
定格電力 14.8 V
パワー 420 W
モーターグレード B 持続運転

2470 RPM最高速度

14.8 V
1100 g

充電環境温度 5-40℃

オプションマウント
GoProマウント、1/4カメラマウント、Dリングオプションマウント

バックカバー フロントカバー

スクリュー外装

スクリュー

防水モーター



39 40

製品中の有害物質の名称及び含有量

PBDE 
ポリ臭化

ジフェニル
エーテル

DIBP 
フタル酸

ジイソ
ブチル

DEHP 
フタル酸
ジ-2エチ

ルヘキシル

BBP 
フタル酸
ベンジル

ブチル

有害物質

Pb
鉛

Hg
水銀

Cd 
カド

ミウム

Cr6+

六価
クロム

PBB 
ポリ臭化

ビフェニル

DBP 
フタル酸
ジブチル

回路基板
構成部品 O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O

O

O

O

O
O
O
O
O

O O O O O

O

O

O

O
O
O
O
O

O O O O O

液晶ディ
スプレイ
プラスチッ
ク（ゴム）
製部品
金属部品
電源コード
アダプター
チャージ
バッテリー
その他の
部品

本表はSJ/T11364の規定に基づき作成。
O：  該当部品の等質の材料すべてにおいて該当物質の濃度が、GB/T 26572が規定する関連閾値よりも
        低いことを示しています。
X：   該当部品の等質材料のうち、少なくともいずれか一つにおいて、該当物質の濃度が、GB/T 26572が
        規定する関連閾値よりも高いことを示しています
注： 本製品は、環境に優しい設計コンセプトを使用し、有害物質の使用を効果的に抑制する。“X”は有害
        物質の交換が、技術的または発展水準的な理由により、現在実現できないことを示しています。

環境保全使用期限：
このマークの期間（10年）は、電気および電子製品に含まれる有害物質が通常の使用条件下
で漏れたり、異変したりしない、ユーザーによる電子・電気製品の使用は、環境に深刻な汚染
を引き起こさず、個人財産に重大な損害を与えない期間です。

排気ガス回収について: 
地球をより良く保護するために、本製品を廃棄する場合、または製品の寿命が終了した場合には、国家の
廃棄電子製品のリサイクル処理に関する法律に準拠し、指定したリサイクル処理の資格を持つメーカー
にリサイクル処理を依頼してください。
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SUBLUE サポート
http://service.sublue.com

本マニュアルに含まれる情報、写真および説明はSublueの所有物であり、許可なくコピーおよ
び複製する事は禁止します。またSublueは本マニュアルの情報を変更する権利を有します。

本マニュアルは予告なく更新する事があります。
最新版のユーザーマニュアルはSublue公式サイトからご確認ください。

ユーザーマニュアルについて質問がございましたら、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
support@sublue.com




