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ョンにあります。

www.micro-mobility.com
ي قسم التحميل عىل موقعنا الدولي

AR : ستجد المزيد من اللغات �ف
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ハンドブレーキ



取扱説明書

電動スクーターを初めて使用する時は、取扱説明書、特に安全上の注意事項をよくお読み
ください。電動スクーターの運転に関する交通規制を順守してください。国によって、適用さ
れる交通規制が異なります。今後の参考のために、本取扱説明書を保管してください。電動
スクーターを第三者に譲渡する場合は、必ず本取扱説明書をお渡しください。

一般情報
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用語と記号の説明

危険

注意

警告

安全記号の目的は、起こり得る危険性に対して使用者の注意を喚起することです。説明を
注意深く読み、安全記号を理解してください。安全上の注意事項に従わないと、人身傷害や
第三者の負傷、そして物的損害につながる可能性があります。 

本取扱説明書、電動スクーター、または包装材料では、次の記号と注意喚起語が使用され
ています。

順守しない場合、軽傷または中程度の人身傷害を引き起こす可能性のある潜
在的な危険性（低リスク）を示します。この注意喚起語は、純粋に物理的損害
を伴うリスクには使用されません。

電動スクーターの最適な使用を促進する実用的な情報とヒントを示します。

順守しない場合、重傷なまたは致命傷を引き起こす可能性のある潜在的な危
険性（中程度のリスク）を示します。この注意喚起語は、純粋に物理的損害を
伴うリスクには使用されません。
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 ● 電動スクーターは、規定された道路や歩道でスクーターとして使用することのみを目的
としています。 

 ● 電動スクーターには、一人が乗ることができます。 

 ● 電動スクーターは、最大体重100kg、最高身長190cmの人向けに設計されています。 

 ● 電動スクーターを使用する前に、自国の交通規制を読んで理解してださい。 

 ● 電動スクーターは、手荷物や子供の輸送には適しません。 

 ● 電動スクーターは、自家用であり、商業的な目的には使用できません。 

 ● 電動スクーターは、16歳以上の人に適します。  

 ● また、「使用上の注意事項」章と「整備」章に記載されている情報も順守してください。  

 ● 電動スクーターは、本取扱説明書に記載されている方法でのみ使用してください。その
他の方法で使用すると、本取扱説明書の指示を順守していないと見なされ、事故、怪我、
または物的損害を引き起こす可能性があります。

目的の用途
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電動スクーターの使用時

安全上の注意事項

警告

 ● 操作や機能に完全に慣れていない場合は、電動スクーターを使用しないでください。 

 ● 身体能力、感覚能力、または知的能力が限られた人や、経験と専門知識が不足した人は
電動スクーターを使用しないでください。 

 ● 子供は電動スクーターの使用、掃除、または整備を行えません。 

 ● 追加の電気ブレーキアシスト（モーターブレーキ）により、制動距離が短くなる場合があ
ります。次の場合はモーターブレーキがサポートされないことに留意してください。 
 
• バッテリーが放電していて、体力だけで走行している場合。 

 ● 夕暮れ時や薄暗い場所での乗車は避けてください。 

 ● 最適な視界と安全のために、常にライトを点灯した状態で走行してください。 

 ● 常に適切な保護具を着用してください。  

 ● 法定要件がない場合でも、頭にぴったり合う承認された自転車用ヘルメットを必ず着用
してください。 

 ● 常に靴を履いてください。 

 ● 転倒につながる可能性がある、急な下り坂は避けてください。
 ● 常に、他の道路利用者に注意を払ってください。他人の交通違反が、事故や怪我をもた

JP
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らすことがあります。 

 ● 常に低速で走行し、道路状態に特別に注意を払ってください。滑りやすい路面や落葉な
ど予測できない道路状態により、横滑りの危険性が高まる可能性があります。 
 ● くぼみ、縁石、その他の障害物がある場合は、乗車した状態でジャンプせず、常に避けて
ください。  

 ● 長時間ブレーキをかけると、熱くなる場合があるので、ブレーキに触らないでください。 

 ● 雨天時や掃除時に電動スクーターが湿気にさらされる場合、湿気がブレーキ装置の応
答性に影響を与える可能性があります。掃除後は、安全な場所で走行しながらブレーキ
を乾かしてください。 

 ● 電動スクーターを生活エリアや引火性物質の近くに保管しないでください。

取り付けおよび改造時警告

 ● 電動スクーターを改造したり、誤った付属品を取り付けたりしないでください。安全性を
危険にさらします。 

 ● 許可されていない付属品を使用すると、重傷や電動スクーターの損傷につながる可能
性があります。 

 ● 電動スクーターの「改造」または「チユーニンク」は禁止されています。 

 ● ハンドルの操作性に悪影響を及ぼす可能性があるので、バッグなどの品物をハンドル
バーに掛けないでください。
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 ● バッテリーは、必ず同梱の充電器のみを使用して5～25℃の温度で充電してください。 

 ● バッテリーの安全に関する指示事項に従ってください。 

 ● 充電中のバッテリーを放置しないでください。 

 ● バッテリーを充電するときは、適切なプラグ接続、十分な換気、乾燥した環境を確保して
ください。 

 ● 感電の恐れがあるので、充電器、主電源、接続ケーブルが水に触れないようにしてくだ
さい。濡れた手でバッテリーや充電器に触れないでください。 

 ● 接続プラグと充電器を定期的に点検してください。損傷がある場合は、交換してくださ
い。 

 ● バッテリーは常に5～25℃の温度で保管してください。 

 ● バッテリーは、常に子供や動物が近づくことのできない所に置いてください。 

 ● バッテリーと充電器の修理や整備は専門家に依頼してください。

バッテリーの使用時警告

段取り、整備、修理の時警告

 ● ネジを正しく締めないと、素材が疲労する可能性があります。ネジは、過度な応力を受
けると軟化して、裂ける可能性があります。これにより、事故や怪我の危険性が高まりま
す。ネジは、必ずトルクスパナを使用して締めてください。 

 ● 駆動システムの修理については、必ず専門家に相談してください。

JP



使用に関する指示

製品識別

 ● シリアル番号はデッキの正面右側にあります。

 ● スクーターについての詳細情報は、スクーターに貼られた粘着ラベルで確認できます。

摩損

電動スクーターの使用中には、自然な摩損現象が生じます。常に安全に乗車できるように、
「整備」章を読み、整備間隔を守ってください。整備は、正規サービスセンターに依頼し、サ
ービス記録に記録してください。また、電動スクーターを始動するたびに、「毎回走行前に」
セクションに記載されている指示に従ってください。

11
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バッテリーの使用に関する指示

盗難防止

電動スクーターの輸送

内蔵のリチウムイオンバッテリーは、正しく取り扱い、整備する場合にのみ優れた性能を発
揮するハイテク製品です。「操作」章の「バッテリーの充電」セクションと、「整備」章の「バッ
テリーの整備」セクションに記載されている指示を読んで、それに従ってください。

電動スクーターを放置しないでください。また、常に適切な錠を掛けて盗難を防止てくださ
い。電動スクーターの前輪に市販の自転車用錠を掛けてください。

バッテリーは、危険物に関する法律の適用対象となります。第三者による輸送（空輸サービ
スまたは小包サービスなど）には、特別な包装および表示要件が適用されます。出荷時に
は、危険物について専門家にお問い合わせください。損傷したバッテリーを出荷または輸
送しないでください。
走行要件：航空会社に問い合わせて、現地の法律を参照してください。
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保管

スクーターを直射日光が当たる場所や寒い場所に長時間放置しないでください。スクータ
ーとバッテリーの理想的な保管温度は15～20℃です。電動スクーターは、生活エリアでは
なく、ガレージに保管してください。
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転倒や事故後の対処法

修理

掃除

転倒や事故が発生した場合は、電動スクーターを正規サービスセンターに運んでいき、損
傷がないかを確認してください。

すべての修理は正規販売店または正規サービスセンターに依頼してください。自分で電気
部品を修理しないでください。電気部品が内蔵されているため、専門家だけが筺体を開い
てください。

ネジの腐食や不要な摩損を防ぐために、雨の中で走行するたびに、そして3か月に1回、製
品を徹底的に掃除して乾かすことをお勧めします。掃除後は、スクーターをきれいな水で洗
って、使用した洗浄剤の痕跡をすべて取り除いてください。その後、布でスクーターを乾か
してください。
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機器固有の洗浄剤とケア製品、および柔らかいス
ポンジを使用してください。掃除に溶剤を使用しな
いでください。また、流水でスクーターを直接洗浄
することは避けてください。注意



処分に関する指示

廃棄の際には環境に注意を払い、次の指示に従ってください。

 ● 電動スクーターおよび関連部品（例：バッテリー）の処分は、承認された廃棄業者に依頼
してください。または、地域のごみ処分施設で処分してください。 

 ● 現行の規則を順守してください。不確かな場合は、環境に優しい処分方法についてごみ
処分施設にお問い合わせください。バッテリーと電気器具は、家庭ごみと一緒に捨てな
いでください！
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段取り

初めて使用する前に

 ● 同梱品を確認します。 
–  スクーター、充電器、電源ケーブル、取扱説明書 

 ● 本取扱説明書の最後には、micro-パスがあります。micro-パスに記入し、領収書と一緒
に保管してください。micro-パスにより、修理や保証の問題を円滑に処理できます。 

 ● バッテリーは、出荷時に満充電されていません。初めて使用する前に、付属の充電器を
使用してバッテリーを満充電してください。
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毎回走行前に

毎回走行の前に、電動スクーターが問題なく道を走れる状態であるかを必ず確認してくだ
さい。スクーターは、使用準備が完了した状態でメーカーから出荷されます。輸送中や道路
以外での走行中に、スクーターの機能を低下させる可能性のある欠陥が生じることがある
ため、初めて使用する時や毎回走行の前には、必ず次の点に注意してください。

検査項目 検査内容

ライト ライトは点灯していますか？

一般的状態 すべてのネジがしっかりと締められており、すべての部品が固定
されていますか？

ブレーキ ブレーキは、正確かつ完全に機能しますか？

折り畳み機構 折り畳み機構が所定の位置にしっかりとはまっていますか？そし
て、締め付けレバーが閉じられており、しっかりと締められてい

ますか？

バッテリーの充電状態 バッテリーが満充電されていますか？

現在の走行モード 現在、どの走行モードに設定されていますか?

Microアプリ AndroidまたはiOSから「Micro Mobility」アプリをダウンロード
します

JP
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広げる方法

電動スクーターは折り畳まれた状態で出荷されます。走行するために、いくつかの簡単な手
順に従って電動スクーターを広げることができます。以下にスクーターを広げる方法を説明
します。

1. 後輪のブレーキペダルを踏んで、前輪にある管のフックを外します。

2. カチッという音がするまで前輪パイプを引き上げます。これで、折り畳みブロックのボ
ルトが所定の位置にはまります。

操作



折り畳む方法

1. スクーターを折り畳むには、青色のレバーを足で踏んだ状態で、ハンドルバーに走行
方向に押します。

2.  このスクーターにはサイドスタンドがありません。ある程度まで折り畳んで置きます。

3.  垂直管のフックを後輪のブレーキペダルにはめます。 

18JP
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折り畳み式ハンドル

スクーターをより小さく折り畳んで保管するために、ハンドルを折り畳むことができます。ハ
ンドルを水平に引き出して折り畳みます。ハンドルを広げるためには、ハンドルを少し押し
上げると、自動的に所定の位置にはまります。

ライトの点灯と消灯

 ● ライトの点灯/消灯するには、ライトボタン（ディスプレイの右側から2番目のボタン）を短
く押します。
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バッテリーの充電

以下に充電過程を説明します。 

 ● 電動スクーターを充電器に接続します。 

 ● 充電器を電源コンセントに接続します。電源供給装置のLEDディスプレイが赤色に変わ
ると（数秒かかるかことがあります）、充電器とスクーターが正しく接続されていることが
わかります。 

 ● スクーターが満充電されると、充電器のLEDディスプレイが緑色に変わります。

取り付けられているバッテリーは、充電式リチウム
イオンバッテリーです。再充電が目的でないバッテ
リーの充電はしないでください。警告
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ブレーキ

ブレーキをかける時は、可能な限り、同時に複数のブレーキを使用してください。 
過熱を防ぐため、長い下り坂ではブレーキを切り替えてください。 

21

湿った路面や濡れた路面では、制動距離が長くな
ります。滑りやすい路面やでこぼこのある路面で
は、注意して速度を落としてください。警告

フットブレーキの操作

ブレーキを掛けると、車体の重力中心が後輪方向に移行するので、最大の制動性能を発揮
します。体重を後向け/下向けに移行して掛かけると、制動距離が大幅に短くなります。フッ
トブレーキを操作すると、モーターブレーキが自動的に作動します。



回生ブレーキの操作

ハンドブレーキの操作

回生ブレーキ（モーターブレーキ）を作動させるには、スロットルグリップをゼロ位置から走
行方向に回転させます。すぐに電気ブレーキの作動が感じられます。

ハンドブレーキ（前輪のドラムブレーキ）を作動させるには、左手のレバーを引きます。
ハンドブレーキを操作すると、モーターブレーキも自動的に作動します。

22

電動スクーターの運転

初めて乗車する場合などは、低速で走行して新しい
乗車感に慣れてください。電動スクーターを高速で
走行すると、制動距離が長くなることに常に注意し
てください。警告

JP



ツイストスロットル加速
電動スクーターには、速度を調節するためのツイストスロットル（右側）があります。まず、足
で地面を蹴って滑り出した後、ツイストスロットルを体に向かって回転させてスクーターの
速度を上げます。
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クルーズコントロール

電動スクーターにはクルーズコントロールがあります。クルーズコントロールはデフォルト
で無効になっています。クルーズコントロールを有効にするには、ライトボタンを3秒間押し
ます。

これで、クルーズコントロール機能が有効になります。ツイストスロットルアクセルを一定の
速度で5秒間回し続けると、スクーターは自動的に速度を維持します。いつでもブレーキを
押して、クルーズコントロールを無効にすることができます。

クルーズコントロール機能を無効にするには、ライトボタンをもう一度3秒間押します。

走行プログラム ディスプレイ上のプロ
グラム表示 最大出力 最高速度 * 

歩行者モード 1. 250ワット 時速6キロ

エコモード 2. 300ワット 時速20キロ

標準モード 3. 400ワット 時速25キロ
スポーツモード 4. 500ワット 時速25キロ

走行プログラム

電動スクーターには、いくつかの走行プログラムが事前設定されています。例えば、エコモ
ードでは長距離を快適に走行でき、スポーツモードでは山をすばやく登ることができます。

* 各国ごとの規制により、最高速度が20km/hに制限されている場合があります。



一般的に公道での電動スクーターの使用は許可さ
れていません。各国には、電気自動車に関する特定
の規制と制限（特に、最高速度、性能、許可された道
路に対する規制と制限）があります。自国に適用され
るガイドラインについて詳細に把握してください。注意

走行プログラムの設定
オン/オフ＆モード選択ボタンをクリックして、走行プログラムを切り替えることができます。

24

ディスプレイのインターフェースと機能
次の図は、ディスプレイ上のさまざまな位置を示しています。 
 ● 画面上部の数字（1～4）は、選択した走行モードを示しています。
 ● 左側の大きな数字は現在の速度を示しています。
 ● 左側のバッテリーアイコンは、現在のバッテリー充電状態を示しています。

1. オン/オフ＆モード選択ボタン：
 –  オン/オフ：3秒間押します
 –  モード（1–4）：短く押します
2. ライトボタン：
 –  ライトの点灯/消灯：短く押します
 –  クルーズコントロール：3秒間押します

3. アプリの接続
4. モード（1–4）
5. 速度
6. バッテリー残量

JP
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整備

電動スクーターの長寿命を保証するために、年に1回または500キロメートルを走行するご
とに、正規販売店または正規サービスセンターで点検および修理してください。サービスセ
ンターにサービス記録を提供し、点検および修理内容が正確に入力されているかを確認し
てください。

バッテリーの整備

バッテリーパックの長寿命を保証するために、取扱に関する指示事項に従ってください。 

 ● バッテリーは5～25℃の温度で保管してください。 

 ● 購入後直ちにバッテリーを満充電してください。 

 ● スクーターを使用しない場合、3か月に1回バッテリーを満充電してください。 

 ● バッテリーが完全に放電すると、必ず3日以内に再充電してください。

上記の取扱に関する指示事項に従わなかったため
に生じた損害は、保証請求の対象になりません。

新たに購入した電動スクーターを初めて5時間使用
した後は、すべてのネジの締め付け状態を確認し、
必要に応じて緩んでいるネジを締めます。

注意

注意
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技術データ

Micro Explorer

商品番号 EM0036、EM0037、EM0038、EM0039、EM0051、EM0052

ホイールサイズ（
前輪/後輪） 200 / 200 mm

重量 13.5 kg

ツイストスロットル

前輪と後輪のブ
レーキ

テールランプ

フロントランプ

性能 
（最大出力） 250 / 300 / 400 / 500 ワット

ホイールの材料 ゴム

ハンドルバーの
高さ 1070 mm

全長 1020 mm

バッテリー 36 V / 7.8 Ah / 280 Wh

電池 LG

範囲 30 km *

速度 時速6/20/25キロ

充電時間 3.5時間

充電状態 ディスプレイに表示

(*) 通常の条件（平らな路面、気温20℃、乗り手の体重75kg、エコモード）に基づいた自律性

JP
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EC適合宣言

メーカー：

技術文書を編集する正式代表者：

製品：

Micro Mobility Systems Ltd. Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht
スイス

Micro Mobility Systems Ltd. Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht
スイス

電動スクーター
EM0036 Micro Explorer EU
EM0038 Micro Explorer UK 
EM0051 Micro Explorer DE 
EM0052 Micro Explorer Mercedes DE

シリアル番号：
XXXXXXXXXXXX 

充電器：
5252  充電器 V4

上記の製品は、以下の指令に準拠しています：
 ● 機械指令  2006/42/EC
 ● EMC指令  2014/30/EU
 ● LVD指令 2014/35/EU
 ● RoHS指令  2011/65/EU

以下の整合規格が検査に適用されました：
 ● EN ISO 12100:2010 機械指令 スクーター
 ● EN61000-6-1:2007 EMC スクーター/充電器
 ● EN55014-1:2006+A1+A2 EMC 充電器
 ● EN55014-2:1997+A1+A2 EMC 充電器
 ● EN61000-3-2:2014 EMC 充電器
 ● EN61000-3-3:2013 EMC 充電器
 ● EN61000-6-3:2011 EMC スクーター/充電器
 ● EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  LVD スクーター/充電器

           +A1:2019+A14 :2019+A2 :2019
 ● EN60335-2-29:2016   LVD 充電器
 ● 2011/65/UE, 2015/863/UE  RoHS スクーター/充電器
 ● EC1907/2006 REACH スクーター
 ● EN61558-1:2005+A1:2009  LVD 充電器
 ● EN61558-2-16:2009+A1:2013 LVD 充電器

その他の適用技術規格および仕様：
 ● EN14619:2019 スクーター – 安全要件
 ● EN15194:2018  自転車-EPAC自転車
 ● EN62133:2012  バッテリー

09.09.2020 Küsnacht  
 

Wim Ouboter、CEO
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保証

以下の保証サービスが期待できます：

 ● 次のスクーター部品には2年間の保証が付いています：フットボード、フロントアセンブ
リ完成品、ブレーキペダル。すべての摩耗部品、小型部品、ネジは、本保証の対象外で
す。
 ● バッテリーに対しては300回の満充電サイクルを1年間保証します。また、バッテリーの残
存容量が定格容量の60％であることを保証します。
 ● 次の電動部品には1年間の保証が付いています：モーター、ディスプレイ、コントローラ
ー、ケーブル。

保証サービスの範囲

Microは、本保証に基づいて、各保証期間中に次のサービスを約束します： 
Microの裁量により、同等の部品と交換したり、または修理します。（交換部品のモデル/色
が元のモデル/色と異なる場合があります） 
保証範囲に該当しないサービス、販売店の能力で提供できないサービス、および汚れた状
態で配達されたスクーターの掃除に対しては、材料と輸送にかかるすべての費用を含む標
準の時給が請求されます。

 ● 保証（修理/交換）期間中に提供されるサービスにより、元の保証期間が延長されること
はありません。 

 ● 上記以外の保証請求は適用されません。

保証条件

本保証は、以下に起因する損傷には適用されません。

 ● 必要なときにバッテリーを再充電しなかったために生じた損傷。

JP
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 ● 指定された温度範囲外で保管、充電、または使用したために生じた損傷。
 ● 不適切な使用、不適切な活用、または不注意な操作（ジャンプなど）。
 ● 第三者による不適切な改造（フットボードを開いた場合など）。
 ● 不適切な充電（提供されているものとは異なる充電器で充電した場合など）。
 ● 下り坂で最高速度（40km/h）以上で走行した場合。
 ● メーカーの同意なしにスクーターを技術的に改造した場合。
 ● 互換性のない部品、または元の部品と異なる部品の代用/取付。
 ● 玉軸受け、滑り軸受、軸受のボルトとネジなどの部品の摩耗。
 ● 整備間隔を守らなかった場合。
 ● 未設定、誤設定、または部品摩耗による損傷。
 ● 落下の結果。
 ● スクーターの使用に起因する第三者または財産への人的被害または物的損害。
 ● 不適切な洗浄剤、用具（高圧掃除機など）、または添加剤の使用に起因する損傷。
 ● 防水に関連する利用者の過失によって引き起こされた損傷（電動スクーターは防滴で
すが防水ではありません）。

可分条項

本保証のいずれかの条項が無効であるか無効になった場合、または本保証のいずれかの
条項に塞ぐ必要のある抜け穴がある場合、かかる条項は他の条項の有効性に影響を与え
ません。欠けているまたは無効な条項は、元の条項の意図と目的に可能な限り近い条項に
置き換えるものとします。

適用される法律および管轄区域

本保証に関連する紛争（本保証の存在または有効性の問題に関する紛争など）が発生した
場合、専属の裁判地はチューリッヒ州の裁判所であることに同意するものとします。本購入
契約書には、抵触法および国際物品売買契約に関する国連条約（国連国際物品売買条約）
が適用されなく、スイス法が適用されます。
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MICRO-パス

所有者

姓名
 
通り/家屋番号

郵便番号

国

スクーター

シリアル番号 

モデル

色

ホイールサイズ 

特殊機能

購入日 

販売店名 

販売店の住所 

購入価格

micro-パスに記入し、領収書と一緒に保管してください。

JP
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サービス記録

電動スクーターを整備するたびに、サービス記録に記録してください。電動スクーターは、
年に1回または500キロを走行するごとに正規サービスセンターで点検してください。

指令の種類
º 年1回の整備

º 修理
日付
担当者
指令番号
行った作業
支払状況
日付、署名、スタンプ

指令の種類
º 年1回の整備

º 修理
日付
担当者
指令番号
行った作業
支払状況
日付、署名、スタンプ


