
1. 乾燥したホコリのない場所を選んで取り付けてください。フェイスシールド
をヘルメットから取り外します。フェイスシールド全体（外側および内側）を、製
造メーカーの推奨方法に従い、または中性洗剤と水を使用して洗浄して乾か
してください。付着している指紋、油分や汚れ、および水滴をすべてきれいに
取り除いてください 。

2.  フェイスシールドを再びヘルメットに取り付けます。指紋が付かないよう
に、シールドの内側やインサートの内側表面に手を触れないように十分ご注
意ください。

3. ビニールの取付け用テンプレートを裏面から剥がします。ヘルメットのフェ
イスシールドを下げて完全に閉じ、取付け用テンプレートをフェイスシールド
表面の中心に合わせてください。テンプレートをヘルメット開口部の外周内に
合わせ、開口部内側に収まるようにします（図1） 。

4. ビニールの取付け用テンプレートを所定の位置に残したまま、フェイスシー
ルドをヘルメットから取り外します。外側を下向きにして柔らかい表面に置き
ます。汚れや指紋が付かないように、フェイスシールドの内側表面に手を触れ
ないようにご注意ください。

5. Akari® AX12インサートを透明なフィルムから慎重に剥がします（図2）。

6. AX12インサートの粘着ビニール部分の端を持ちながら、Ｕ字になるように
軽く曲げます。バイザーインサートの十字を取付け用ビニールテンプレートの
十字位置に合わせます（図3）。正しい位置が決まったらAX12インサートをフェ
イスシールドにゆっくりと貼り付けます。

7. 中心から外側に向けてビニールの縁を指で加圧しながらインサートを取
り付けます。その際に液晶視野部分を加圧しないようにご注意ください（図4）
。ビニールの縁部分はフェイスシールドに対して平らになるよう接着してくだ
さい。フェイスシールドと液晶視野部分との間に空間ができますが、これは正
常です。

8. AX12から透明の取付け用テンプレートをゆっくり剥がします（図5）。フェ
イスシールドの外側から取付け用ビニールテンプレートも剥がします。注
記：Akari® AX12を他のフェイスシールドに付け替えることをお考えの場合は、
取付け用テンプレートを保管してください。

9. AX12のボタンを接続するには、まずフレックスリボン裏の粘着フィルムを剥
がします。次に、リボンの先端にあるコネクタをAX12インサートの接続点に留
めます（図6）。リボンをフェイスシールドの下に巻き付け、AX12のボタン裏の
フィルムを取り除きます。リボン長が余って垂れ下がっている場合は、余分なリ
ボンを小さく折って、粘着フォームの裏に圧着して長さを短めます（図7）。

10.  注意！AX12のボタンは一旦取り付けたら恒久的に使用する目的で作られ
ています。フェイスシールドにボタンを一旦取り付けたら、付け直したり、他へ
付け替えたりしないでください。無理に剥がすとボタンが恒久的に損傷する
恐れがあり、その場合はボタンを交換する必要性が出てきます。フェイスシー
ルドの外面に水平にボタンを取り付けます。ボタンがフェイスシールドからはみ
出すことがないようにご注意ください（図8）。ボタンを所定の位置に圧着し、し
っかりと接着させます。フレックスもフェイスシールドに圧着し、動かないよう
に固定します。

11. フェイスシールドを再びヘルメットに取り付けます。オートモードで操作す
る前に、インサートのテストを実施して、光の閾（しきい）値が目的の快適度に
設定されているか必ずご確認ください。光閾値のカスタム設定については「基
本操作」を参照してください。

12. 付属のマイクロUSBケーブルでインサートを充電します。下記の充電追加
情報を参照してください 。

インサートを付け替える場合： ボタンをAX12インサートから抜き取ります。イ
ンサート端のタブを起点に、AX12をゆっくりとフェイスシールドから剥がしま
す。上記の取付け方法（1～8）の手順でフェイスシールドに再度取り付けます。
注記：AX12インサートを取り外して、新しいフェイスシールドに貼り替えること
はできますが、AX12ボタンの付け替えはできません。交換用のAX12ボタンは
最寄りのディーラもしくはwww.e-tintproducts.comでご購入頂けます 。

ご使用前に取扱説明書をすべて熟読してください。 また、取扱説明書のデ
ジタル版を読みたい方 はe-Tintのウェブサイトをご覧ください 
(www.e-tintproducts.com).
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用語:    作動：ON スモーク    |    解除：OFF クリア

Akari®AX12インサートは、ボタンに軽く触れる方法で、もしくは自動的に内蔵光セ
ンサで、瞬時に2段階の色彩（ONまたはOFF）に切り替わります。この色彩レベルは
固定されているものでユーザーは調整できません。インサートの初期設定は標準
の光閾（しきい）値で、オートモードに使用設定されています。ご希望の設定通りに
自動的に作動または解除されない場合は、光閾値を変更することが可能です。

マニュアルモードで操作する場合：ボタンを単に押したり離すことにより、インサー
トの色彩を作動または解除できます。

オートモードで操作する場合：ボタンを約3秒間押し続けます。インサートが3回点
滅すると、オートモードに切り替わったことを示します。ボタンから手を離すと、イ
ンサートが自動使用設定に切り替わった状態になります。

オートモードからマニュアルモードに切り替える場合：ボタンを単に1回押すだけで
マニュアルモードに戻ります。注記：オートモードを止めるとインサートは解除さ
れます。

光閾値の調整方法：まずインサートをオートモードに設定します。走行時の平均的
な日照条件となりそうな場所、およびインサートに作動してほしい日照条件の場
所をお選びください。目的の日照条件でフェイスシールドを（インサートを取り付
けた状態で）保持し、ボタンを約6秒間押し続けます。6秒後インサートが3回点滅
して、システムのセンサーが目的の光閾値に再調整されたことを示します。これに
より、選定した日照同等またはそれ以上の光によりセンサーが作動するようなりま
す。電子部品にこのカスタム閾値が保存され、再設定もしくは初期設定に戻すま
で、設定値は変わりません。
注記：光センサー（ボタン最上部）の周りは覆わないで、光源を妨げないようにして
ください。光閾値の設定時に光センサー部分を指で覆ってしまうと、インサートは
ほとんど作動状態になり、よほど暗くならない限り切り替わりません。移動しながら
光閾値の変更は行わないようご注意ください。

初期設定に戻す方法：ボタンを約12秒間押し続けます。インサートが2セットに渡
り点滅して初期化されたことが示されます。

充電方法：マイクロUSBケーブルをAX12ボタンに接続し、コンピュータまたは電源
アダプタで充電します。充電中はインサートが作動状態になり、ボタンは操作でき
ません。完全に充電されるとAX12は解除されます。バッテリーが空の状態から完
全に充電されるまで最低2時間かかります。完全に充電されたAX12は、スモークの
状態で最長40時間まで使用できる可能性があります。完全に充電され、解除され
た状態で使用しなかった場合、AX12の充電は3週間持続する可能性があります。
注記：AX12を電源に接続したまま保管しないでください。充電せずに長期間保管
するとバッテリーが損傷する恐れがあります。E-TINTとしては、長期間保管する場
合は2か月に1度完全に充電することをお勧めします。環境温度によってもバッテリ
ーの保管耐用年数に影響が発生します。涼しい場所で保管してください。

警告！ 本製品の使用目的の適合性の判断はお客様の責任であり、本製品はお客
様の責任でご使用ください。AKARI® オートバイインサートの性能に不具合を感
じた場合は、ただちにインサートのご使用を中止してください。購入証明書類を
お持ちであれば、E-TINT, LLCは、インサートの不具合品に対して1年間の交換保
証を提供しています。E-TINTは他の如何なる保証についても一切責任を負いませ
ん。AKARI®インサートは、複雑なカーブ形状で製造されたフェイスシールド向けで
はありません。本製品は、夜間または－10℃未満の温度や45℃を超える温度では
使用しないでください。ご自身の判断でご使用ください。

温水、中性洗剤およびマイクロファイバーの布で洗浄してください。頑固な汚れは
市販のガラスクリーナーで清掃してください。保湿剤、研磨剤、強い酸性成分また
は腐食性成分を含むクリーナーは必ずご使用を避けてください。またインサート
の機能に影響が及ぶ恐れがあるので、インサートや電子部品を液体に浸さないで
ください。本製品を使用していない時に直射日光下に放置しないでください。放置
するとインサートの耐用年数が低下します。

RETURN POLICY

取付け方法

お手入れ方法

AX12インサートとボタンは、必ず各自治体の法規制に従って適正に廃棄してくだ
さい。ボタンにはリチウム電池が内蔵されているため、家庭用のごみとは分別して
廃棄する必要があります。Akari®AX12の耐用年数が終了した場合は、リサイクルの
オプションについて自治体の行政機関にお問い合わせください 。

廃棄方法

If you need warranty/repair service, first you should contact the retailer who sold you the 
product and verify the services he/she can provide. If this is not possible, we will be happy 
to assist you!

You may return any new, unopened product for a full refund or exchange within (30) days of 
purchase. Special order returns are at our discretion. The total refund amount is for the cost of 

E-Tint is 100% committed to creating the best performance products in the industry and 
we are always interested in receiving input from our valued customers.  If you experience a 
problem with one of our products we want to know about it.

All Akari® products are warranted for a period of ONE year from date of purchase against 
any defects in materials and workmanship.  If you find a defect within one (1) year after 
purchase, we kindly request you return your product to E-Tint. We will then evaluate your 
claim and, based on our findings and at our option, repair or replace any Akari® product that 
does not conform to the Limited Warranty. 

In order to obtain limited warranty service, the following procedures must be followed: 
Contact E-Tint Customer Support for an RMA (Return Merchandise Authorization) number, 
and specific return and shipping instructions. The Akari® product must be returned with a 
purchase receipt for warranty service. Products returned to E-Tint without notification will 
not be eligible for limited warranty service. If the product does not conform to the Limited 
Warranty, the shipping and duty charges for returning the product are the responsibility of 
E-Tint.  

Online Auction Purchases: Products purchased through online auctions (this does not apply 
to purchases made on www.e-tintproducts.com) are not eligible for warranty coverage. 
Online auction confirmations are not accepted for warranty verification. To obtain warranty 
service, an original or copy of the sales receipt from the original retailer is required. E-Tint 
will not replace missing components from any package purchased through an online 
auction.

EXCLUSIONS
The Limited Warranty set forth above applies only to Akari® products manufactured by or for E-Tint, 
LLC, and that bear the “Akari” trademark, trade name, or logo.  The Limited Warranty does not apply 
to any non-Akari® products or any helmet visor or face shield, even if packaged or sold with an 
Akari® product.  Manufacturers or suppliers, other than E-Tint, may provide their own warranties to 
the end user purchaser.  Please check the relevant packaging for any relevant third party warranty 
information.

The Return Policy and Limited Warranty does not apply: (a) to consumable parts, such as batteries, 
unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to damage caused 
by accident, abuse, misuse, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) to damage caused 
by operating the product outside the permitted or intended uses described by E-Tint; (d) to damage 
caused by ordinary wear and tear; (e) to damage caused by service or repair performed by anyone 
who is not a representative of E-Tint; or (e) to damage arising from failure to follow instructions 
relating to the product’s use or installation.

EXCEPT AS SET FORTH IN THE LIMITED WARRANTY, ALL PRODUCTS AND SERVICES MADE 
AVAILABLE TO YOU BY E-TINT ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS.  TO THE 
FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, E-TINT EXPRESSLY DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND 
NON-INFRINGEMENT, WITH RESPECT TO ALL PRODUCTS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU 
BY E-TINT.  NO INFORMATION OR ADVICE OBTAINED THROUGH THE E-TINT WEBSITE, OR ANY OTHER 
AFFIRMATION OF E-TINT, BY WORDS OR ACTIONS, SHALL CONSTITUTE A WARRANTY.   
IN NO EVENT SHALL E-TINT’ LIABILITY IN CONNECTION WITH ANY PRODUCT OR SERVICE MADE 
AVAILABLE TO YOU BY E-TINT EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU TO E-TINT FOR 
ANY SUCH PRODUCT OR SERVICE. IN NO EVENT SHALL E-TINT  BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
ANY PRODUCT OR SERVICE MADE AVAILABLE BY E-TINT.
SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION 
OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.  ACCORDINGLY, THOSE 
PROVISIONS SET FORTH ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITED WARRANTY

your product, excluding shipping. Please contact Customer Support at support@e-tintprod-
ucts.com or by visiting www.e-tintproducts.com/customersupport for a Return Merchandise 
Authorization (RMA) number and specific shipping instructions. Products returned for full 
refund must be in new condition and in original packaging (including all accessories that were 
included with the product), and returned to us within 30 calendar days of the issuance of the 
RMA. A 15% restocking fee may be charged for any accessories or components missing from 
the returned product. A purchase receipt MUST be provided with the return of any product. 
Products returned without an RMA will not be eligible for a refund or exchange. The shipping 
and duty charges for returning a product are the customer’s responsibility. 

Although we do not require you to register your new product, it is important to keep the fol-
lowing information to obtain warranty service. In the event that you would like to file a claim, 
e-Tint Customer Service will require:

• LOT NO. Next to the UPC code

• SKU NO.  Next to the UPC code

• ORIGINAL PURCHASE RECEIPT

• FIRST & LAST NAME

• TELEPHONE NUMBER

• EMAIL & SHIPPING ADDRESS

E-TINT, LLC (USA)| 1950 RTE 59, STE 100  Kent, OH 44240
T (877) 451-5937 | F (330) 676-0649 | www.e-tintproducts.com

AMI POWERSPORTS EUROPE |  Via Parsubio, 76/2 40133 | Bologna, Italia
www.amipowersports.eu
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