
電動自転車（モペットタイプ）
ユーザーマニュアル

電動自転車シリーズの商品をお選びいただき、誠にありがとうございます。

電動自転車の安全上の注意事項は次のとおりです。

ユーザーマニュアルを最初によくお読みくださいますよう、お願いします。

ユーザーマニュアルの指示に従って使用されていない場合、危険を引き起こす可

能性があります。これにより引き起こされた人身傷害または財産の損失に対する

責任を当社は一切負いません。

あなたや周囲の安全の為に、電動自転車を使用する前にユーザーマニュアルをよ

くお読みください。

正しく安全に使用する為、ユーザーマニュアルで解決できない疑問点、ご不明点

等ございましたら営業時間内に購入店舗までご連絡ください。

マニュアルについて
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パッキングリスト 製品機能紹介

M5

M8

1.電動自転車

2.アクセサリー

※不足品がございましたら、お早めに購入店までご連絡ください。

シート

チェーン 左クランク 右クランク クランクネジ プレート
ホルダー

ペダル ×2 充電器 レンチ ×2 電源キー ×2

バッテリーキー ×2

前輪ブレーキ

フロントライト

フォールディングバックル

フレーム

ペダル

ギアホイール

ホイール

ヘッドライトスイッチ

アシストモード
ギアシフトスイッチ

警音器

後輪ブレーキ

シート

シート調整レバー

バッテリー

リアライト

ショックアブソーバー

ディスクブレーキ

モーター

フットスタンド

ディスプレイ

スロットル

キー

① ②

フィットネスモード＝電源 OFF
電動アシストモード＝電源 ON＋ペダル漕ぎ
　　　　　　　　　　（スイッチで速度調整）
フル電動モード＝電源 ON＋アクセル

１：スピード 1＝表示なし
２：スピード 2＝
３：スピード 3＝



機能説明
ディスプレイ　　　：バッテリーパワー、スピード、ギア、その他
キーロック　　　　：キーを挿入し、時計回りにオンの位置まで回します。
　　　　　　　　　　オフにするには、反時計回りにオフの位置まで回します。
スロットル　　　　：スロットルを動かして、電気モードで走行します。
ライトスイッチ　　：スイッチを ON の位置に押して、点灯します。
　　　　　　　　　　オフの位置に押すと、消灯します。
感光スイッチ　　　：周囲光が暗くなると前後ヘッドライトスイッチがオンに
　　　　　　　　　　なっていない場合、ライトは自動的にオンになります。
ギアシフトスイッチ：スイッチを切り替えて、1、2、3 ギアを順番に切替え。
　　　　　　　　　　低速モード：D なし   （最大速度 10km/h）
　　　　　　　　　　通常モード：白 D　　（最大速度 15km/h）
　　　　　　　　　　高速モード：赤 D　　（最大速度 25km/h）
警音器　　　　　　：ボタンを短く押すと、「ビープ音」を鳴らします。
ブレーキ　　　　　：ブレーキを握ると、車体が減速して停止します。
　　　　　　　　　　※ブレーキがアクティブな場合、スロットルノブを回して
　　　　　　　　　　　も、加速しません。

❶ポールと自転車の前部を持ち上げ、ポールの折りたたみ式バックルを締めます。
❷フォールディングバックルの固定リングを回してスパナを固定し、フォールディングバックルが開
かないようにします。
❸自転車のハンドルバーをポールの上端に合わせ、フロントを付属の 4 本のネジで固定します。 

取り付け後、ハンドルバーを振ってください。
緩んだ場合は、ネジを右図のように調整してください。
ネジをきつく調整することおやめください。
きつく調整しすぎると、開くのが困難になったり、
不可能になります。

製品の組み立て

温度アラーム

ギアポジション
アシストモード
ギアシフトスイッチ連動速度

速度単位　
バッテリー

1. 電動自転車のハンドルバーを開いて固定します

ゆるむ しまる
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2. ブレーキレバーの取り付け 4. バッテリーパックを取り付け

5. チェーンの取り付け
3. ペダルの取り付け

ブレーキレバーを上に回して、機器とほぼ同じ高さにします。
六角レンチを使用してネジを締めます。

バッテリーの取り付け バッテリーの取り外し

レバー

バッテリーをガイドレールに合わせ
て挿入し、キーを時計回りに 90°回
してロックします。

サドルを外すか、サドルレバーを引き上げ
サドルを前方に倒します。バッテリーキー
を反時計回りに 90°回し、ロープを引いて
バッテリーを取り出します。

①自転車の左側のシャフトに歯車ディスクなしのクランクを取り付けます。
　付属のネジで時計回りにロックします
②左クランクに「L」のマークが付いたペダルを取り付け。
　取り付け時には、ペダルのネジ方向に注意して反時計回りに組み立てます。

①自転車の右側のシャフトに歯車ディスク付きのクランクを取り付けます。
　付属のネジで時計回りにロックします。
②右クランクに「R」と記されたペダルを取り付け、
　ペダルのねじ方向に注意して取り付けてください。時計回りに組み立てます。

左

右

チェーンを取り付けるには、チェーンの一方の端をチェーンリングに通し、もう一方の端をモーター
のフライホイールに通します。
バックルをチェーンに締め、ワッシャーを追加してから、サークリップをクランプします。
※チェーンを締めて、チェーンの両端を締めるためだけにバックルをロックすることをお勧めします。
締めすぎて座屈できない場合、または緩すぎる場合は、ネジを調整する必要があります。
調整方法は以下のとおりです。
①M19 レンチを使用して、モーターの両側の固定ネジを緩めます。
②M10 レンチを使用して、図に示す方向の締まり具合を調整します。
③モーターを固定するネジを締めます。

6. シート（サドル）の取り付け
サドルチューブロッキングレンチを開き、
サドルをチューブに挿入し、高さを快適
な位置に調整し、レンチを締めます。

　　安全ラインに注意してください。
　　シートの高さを調整するとき。
　　危険を防ぐために、安全ラインを超
　　えて、セットしないでください。

ゆるむ しまる
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電動自転車の乗り方

１．乗車中に転倒や怪我をする恐れがありますので、ヘルメット、膝パッド、肘パッド、その他の保
護ツールを着用してください。

４．ブレーキをしっかりと握り、右足をペダルに乗せ、ペダルを踏んでしっかりと座ります。

５．ブレーキをゆっくりと解除し、左足で地面に軽く押して、自転車がゆっくりと前方にすすみ始め
ると同時に、右足を強く前方に押します。

　　右ペダルを踏む、左のペダルを踏む、交互にペダリングを開始する。自転車に乗るのと同じように、
手を使ってハンドルバーを安定させ、ゆっくりと前進します。

　　初めて電動自転車に乗るときは、体のバランスを保つために誰かに体を支えてもらうのが最善で
す。

２．シート（サドル）をを快適な乗り心地の高さに調整します。
　　（適切なクッションの高さ：足が最も低い位置にあるとき、膝の角度は約 25〜35 度くらいになる

高さが最適です）。

３．キーを挿入し、時計回りにオンの位置に回して、電動自転車の電源を入れ、バッテリーの残量を
確認します。
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安全上の注意
６．この電動自転車には、3 つのライディングモード（フィットネスモード、電動アシストモード、

電動モード）があります。

・フィットネスモード
電源がオフになっている場合、通常の自転車と同じように乗ることができます。
フィットネスに最適です。

・電動アシストモード
電源を入れると、電動自転車制御システムがサイクリング中のペダリングの強さに応じて自動的に
電力を出力するため、走行が楽になります。 走行距離は最大範囲に達することができます。

・電動モード
電源を入れ、スロットルレバーを回すと、電動モードで乗ることができます。
手動でペダルを踏むと、エネルギーを節約して簡単に乗ることができます。

　　初めて使用するときは、スロットルをゆっくりと回してください。
　　スピードを上げて、加速しすぎて制御不能になることを防ぎます。

７．スロットルレバーを放してゆっくりと減速し、ブレーキハンドルを強く握って緊急ブレーキをか
けます。

※雨天や降雪時に乗る場合は、制動距離が長くなるので、速度を落とすよう注意してください。
※通常の運転中はリアブレーキを使用します。また、緊急ブレーキにはフロントブレーキとリ

アブレーキを同時に使用する必要があります。高速走行時の非常ブレーキにフロントブレー
キを使用しないでください。高速走行時のフロントブレーキは転倒の恐れがあります！

１．電動自転車を使用する場合は、交
　通法規に従ってください。

　　高速道路に電動自転車で走行する
　ことは禁じられています。

３．水溜まりが激しい道路での走行は
　おやめください。

　　危険を伴う可能性があります。

４．飲酒後は電動自転車に乗らないで
　ください。

２．電動自転車を建物のホール、避難
　通路、安全出口に駐車しないでく
　ださい。
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５．妊娠中の女性および 16 歳未満ま
たは 60 歳以上の方は本電動自転
車はご利用になれません。

６．本電動自転車の最大積載量は
100kg です。

９．運転中に両手をハンドルバーから
離さないでください。

１０．電動自転車を個人的に改造するこ
とは禁じられており、電子システ
ムの動作が不安定になる可能性が
あり、乗車時に危険が生じます。

７．電動自転車で階段を上り下りする
ことや障害物のジャンプはおやめ
ください。

８．複数の人が同時に同じ電動自転車
に乗ったり、子供を腕に抱え乗っ
たりすることはおやめください。

１１．電動自転車のバッテリーを無断で
改造することはおやめください。
バッテリーの改造は危険であり、
動作不良の原因となり、バッテ
リーが爆発したり、火災の危険が
あります。

１２．雨天や降雪・積雪時にに乗らない
ようにしてください。 

　　乗る必要がある場合は、速度を落
とし緊急ブレーキを避けてくださ
い。
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バッテリーについて

本説明書には、バッテリーの充電と保守の方法、いくつかの安全上の注意、および仕様が記載されて
います。
バッテリーの寿命と性能を延ばすために、指示に従ってバッテリーを適切に使用してください

１．電動自転車が安定して効率的に動作するために、バッテリー仕様で要求される温度範囲内で充電
および使用する必要があります。

２．バッテリーを取り付けて使用する前に、充電器のプラグを抜いてください。充電中に電動自転車
に関連することをするのは危険です。

３．電池の接点に金属物が接触することによる短絡を防ぐため、電池パックのシェルを分解したり穴
を開けたりすることはおやめください。

４．バッテリーを水に投げ込むことはおやめください。火のそば（ストーブ、ヒーターなどの近くを
含む）または高温（50°C）にさらすと、バッテリーの故障、過熱、さらには火災の危険性があります。

５．バッテリー内の水は、内部回路に損傷を与え、火災や爆発の危険を引き起こす可能性があります。
バッテリーが水にさらされている疑いがある場合は、すぐにバッテリーの使用を中止し、アフター
テストに送ってください。

６．付属の充電器のみを使用して充電してください。他の製品を使うとバッテリーの損傷や火災の危
険があります。

７．バッテリーが破損していると、特有の臭いがします。煙や過熱が生じた場合は、バッテリーを使
い続けないでください。また、他の物体がバッテリーに接触しないようにしてください。

８．使用後は、保管する前にバッテリーを完全に充電してください。バッテリーの寿命を延ばすのに
役立ちます。

９．バッテリーを 50°C を超える高温または -20°C 未満の低温環境に置かないでください。
１０．30 日以上使用しない場合は、最初に完全に充電し、涼しく乾燥した場所に保管してください。少

なくとも 90 日に 1 回は完全に充電してください。バッテリーが損傷する可能性があり、この損
傷は保証の対象外です。

１１．バッテリーが完全に消耗したときの再充電は避け、できるだけ早く充電してください。バッテリー
の寿命が大幅に延びる可能性があります。さらに、室温で使用すると、バッテリーパックはより
高い範囲と性能を発揮できます。また、0°C未満の環境で使用すると、バッテリーの寿命とパフォー
マンスが低下します。

　　通常、-10°C の環境では、走行距離は室内の走行距離の半分以下になります。
１２．使用済みバッテリーの不適切な廃棄は、環境を汚染する可能性がありますので、廃棄する際は地
　　域のルールに従って廃棄をお願いいたします。

１３．電動自転車に乗る前に、ボディやタイヤの緩みや損傷の兆候がないことを確認してください。
　　空気圧を確認し、適切な補充を行い乗ってください。空気を入れず乗車して頂いた場合部品
　　の破損に繋がります。

6.1 バッテリーの仕様

6.2 バッテリーの安全性

１４．自分自身や周囲の安全の為、ブレーキング時は交差点を避けてください。

１５．電動自転車を押して歩くときは電源を切ってください
　　スロットルの偶発的な加速を防ぎます。

推奨タイヤ空気圧
240 Kpa-310 Kpa

名前

タイプ

最大充電電圧

温度

パラメーター

42V

-10-40℃

名前

バッテリー容量

最大充電電流

充電温度

名前

10Ah

2A

0-40℃

名前

定格電圧

充電時間

名前

36V

5-６時間

リチウムイオン
バッテリー

保存時間
（-10-40°C）

３か月
（フル充電）
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製品仕様

6.3 充電手順

充電方法 A： 充電方法 B：

１．バッテリーの内部温度が 50°C を超えると、バッテリーは保護された状態になり、充電で
　　きなくなります。
２．完全に充電された電動自転車は、約 90〜120 日間のスタンバイ後にバッテリーがなくな
　　ります。期間内に充電されないと、過度の放電によりバッテリーが損傷する可能性があり
　　ます。この損傷は元に戻せず、保証の対象外となります。　

充電時には、付属の標準電源アダプターのみを使用できます。
電源の不一致による危険を避けるために、他のものを使用し
ないでください。

バッテリーのダストカバーを開き、充電器の DC プラグをバッテリーの充電ベースに挿入してから、
充電器の AC プラグを AC 電源（100-240V; 50 / 60Hz）ソケットに差し込みます。
インジケーターが赤くなり、充電が始まります

充電ポート

バッテリー
ロック

電動自転車

TDT001Z

1180×470×1090mm

1180×350×760mm

20kg

100kg

25Km/h

60Km

15°

0-40℃

-20-45℃

36V

42V

10Ah / 360Wh

永久磁石ブラシレス

250W

36V

100-240Vac 50/60Hz

2A MAX

42V DC

2A

5-6 時間

14 インチ

240Kpa-310Kpa

商品名

型番

サイズ

折りたたみ時サイズ

重量

最大荷重

最高時速

アシストモードでの最大範囲

登坂角度

使用温度

保管温度

定格電圧

最大充電電圧

充電容量

モーターのモード

モーターのパワー

定格電圧

入力電圧

入力電流

出力電圧

出力電流

充電時間

タイヤサイズ

推奨タイヤ空気圧

製品

サイズ

重量

重量

本体

バッテリー

モーター

充電器

タイヤ
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日々のお手入れ 保証とサポート

7.1 電動自転車の清掃と保管

電動自転車の表面に汚れがある場合は、湿らせた柔らかい布で拭いてください。 本体のプラスチック
部分に傷が付いている場合は、サンドペーパーまたはその他の研磨材を使用して研磨してください。

●アルコール、ガソリン、灯油、その他の腐食性および揮発性の化学物質の使用はおやめください。
　電動自転車の外観と内部構造に深刻な損傷を与えます。

●スプレーや高圧水流などを使用して、水洗にすることはおやめください。また、お手入れの際は電
動自転車の電源がオフになっていて、充電器のプラグが抜かれていることを必ず確認してください。

　充電ポートのダストカバーが固定されていると、電気が発生する可能性があります。
　電気ショックや大きな故障がおこる可能性がございます。

●電動自転車は涼しく乾燥した部屋に保管する必要があります。屋外での長期間の保管は避けてくだ
さい。暑かったり寒かったりする屋外環境は、電動自転車の外観とタイヤの老化を加速し、リチウ
ム電池パックの耐用年数を減らします。

7.2 タイヤの膨張とメンテナンス

この製品のタイヤはエアータイヤです。タイヤの高さが 20％〜30％沈むと、空気を入れる必要があ
ります。推奨される空気圧は 240Kpa〜310Kpa です。
タイヤは 2〜3 か月に少なくとも 1 回は空気をいれてください。定期検査でパンク状況を減らし、タ
イヤの寿命を延ばすことができます。

【カスタマーサポート】

本製品ついてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ご購入モール
（Amazon・Yahoo・楽天）経由で当店までご連絡ください。
お問い合わせよりご連絡いただきますと、ご購入情報などがわかりますので、素早く対応できます。
最善の努力を尽くしてお客様をサポート致します。

【保証につきまして】

本製品は、製造時の欠陥による故障に対して、ご購入日より製品保証（バッテリー１か月、本体１か月）
を提供させていただいておリます。
※プラスチック製の装飾カバー、ハンドルバー、後輪は保証の対象外です。
※故障等の場合は有償・無償で部品交換は致しますが、当店で修理をご希望の場合は、配送料と修理
代が発生致します為、原則お客様自身で作業をやって頂く必要がございます。もしくは最寄りの自転
車屋さんでご相談をお願い致します。ご理解の程よろしくお願い致します。
※保証書に関しましては別途お渡ししておりませんが、ご購入モールの購入履歴にて、管理させてい
ただいておりますので、ご安心くださいませ。

【保証適応外事項】

１．お買い上げの後の輸送、移動時の落下、衝撃などが原因で発生した故障及び損傷。
２．お取り扱い上の不注意、誤用などが起因で発生した故障及び損傷。
３．保管上の不備（高温多湿の場所など）や手入れの不備による故障。
４．火のそば（熱による影響を含める）、化学薬品、放射性物質、液体による破損の場合。
５．地震、水害、落雷などの自然災害、および異常電圧等による故障、破損の場合
６．当店および当店が指定するサービス機関以外の第三者による修理、調整、改良がされた場合。

□ Amazon　 □ Yahoo
□ 楽天　　　□ その他

購入メモ

購入日

モール名

ショップ名

注文番号

車体番号

⑰ ⑱
この部分に刻印


