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CONGRATULA TIONS!

ついに、あなたも今も成長し続けるMATEコミュニティの仲間入りで
す！どんな人でもどんな旅路やシチュエーションでも乗れる、クールで
リーズナブルばe-BIKEを世界に届けたいという私たちの夢をサポート
していただき本当にありがとうございます。

この取扱説明書を最初から最後までしっかり読んでください。MATEに
乗る前にきちんと安全への注意を確認していただくことはとても大切
なことです。

ご納車の際におわたしする登録用のQRコードにアクセルスして、
オーナー登録のお手続きを完了させてください。
オーナー登録ではお客様情報と車体番号を管理しています。
オーナー登録のされていない車体は、保証の対象となりますので
ご注意ください。
登録用のQRコードを紛失してしまった場合、以下フォームよりお問
い合わせをお願いいたします。

愛を込めて、
Christian, Julie & the rest of the MATE team
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下部ブラケットの裏面（画像の丸で囲ってある部分）にあるフレーム番号を

記録してください。

お客様のMATEが盗難・紛失してしまった場合を考慮し、フレーム番号をこ

の取扱説明書に書き写しておいてください。WMABから始まる番号で製造

年数を表す文字が最後に書かれているのがフレーム番号です。

また、可能であれば保険会社やお客様の自治体の警察署に以下の情報を登

録しておき、盗難や紛失した場合に備えることもおすすめします。お客様が

所有者ということがわかるレシートや請求書の控えを大切に保管してくださ

い。

所有者名

フレーム番号

モデルと色

購入日     

下部ブラケットの裏面（画像の丸で囲ってある部分）にあるフレーム番号を

記録してください。

お客様のMATEが盗難・紛失してしまった場合を考慮し、フレーム番号をこ

の取扱説明書に書き写しておいてください。WMABから始まる番号で製造

年数を表す文字が最後に書かれているのがフレーム番号です。

また、可能であれば保険会社やお客様の自治体の警察署に以下の情報を登

録しておき、盗難や紛失した場合に備えることもおすすめします。お客様が

所有者ということがわかるレシートや請求書の控えを大切に保管してくださ

い。

所有者名

フレーム番号

モデルと色

購入日    

フレーム番号
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安全第一

• この説明書に記載されている内容がよく解らない、または不安に感じる場合は、お近くの
自転車ショップにMATEとこの説明書をお持ちになって、MATEの組み立て、点検、使用
説明などについてご相談ください。

• MATEの耐久性保持、またお客様の安全を確保するために、この説明書に記載されている
安全のガイドラインに従ってください。

• 警告 : MATEに初めて乗る前に、必ず正しく組み立てられているかをご確認くだ
さい。組み立て方法の詳細はこの説明書に記載されています。また、組み立てに
ついてより詳細な説明が必要な場合、WEBサイトよりMATE.BIKE CUSTOME
R SERVICEにお問い合わせください。
また、少しでも解らないことや不安があれば、お近くの自転車ショップにMATE
をお持ちください。

• 警告 : 必ず正しく行われなければならない締め付けなどの重要な組み立て工程は、ペダル
サドルの高さ、ハンドルバーの高さや回転、またホイール部です。

• 警告 : 全てのセーフティラッチ (クイックリリースやリングを含む) ががたつかず、正しく固定
されていることを確認してください。

• 警告 : ボルト (フロントとリアホイール、サドルボルトやブレーキローターを含む) がしっか
り締め付けられていることを確認してください。ハンドルバーのボルトがしっかりと締め付
けられている時に、ハンドルバーステムとトップキャップ (ハンドルバーが露出された状態)
の間のスペースがハンドルバー両サイドとも同じ幅であることを確認してください。同じ幅
でない場合に、ボルトなめにつながり、ハンドルバーに緩みが生じます。安全確保のため、
特定のパーツはトルクレンチを使って仕様に沿った締め付けをしてください。
固定フロントホイール車軸ナット : 28-32Nm、固定リアホイール車軸ナット : 30-35Nm、
ハンドルバーボルト : 6-8Nm、ハンドルバーステムボルト : 13-15Nm、
バーエンドボルト : 4-5Nm、サドルボルト : 22Nm

• サイクリングについて知識があまり無い場合、安全な乗り方などを含むサイクリングのレッ
スンを受講することをおすすめします。

• MATEに乗る前に必ずブレーキを確認してください。道が濡れている、または凍結してい
る場合、特に注意してください。
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タイヤ圧を頻繁にチェックしてください。タイヤ圧は１．４BAR(20psi)になるように空気
を入れてください。
※ロットごとに異なるタイヤが装着されておりますので、タイヤ圧は直接タイヤの表記を
ご確認ください。

低いタイヤ圧はタイヤやリムの損傷に繋がります。パンクによる走行中止はもちろんのこと、
MATEの寿命を短くします。また、MATEの操縦に支障が生じ、コントロールが難しくなります。
MATEに乗る際、ヘルメットの常時着用をお勧めします。

・

・

・



安全第一

• 交通ルールと法律 (ライトなど) を遵守してください。

• 飲酒運転をしないでください。たとえ、少量であってもアルコールは判断力を低下させ、
MATEを安全に運転できる可能性が低くなります。

• 天候や外の明るさによって (特に、道の凍結、降雪、夜間など)、走行が著しく難しくなりま
す。十分に注意して走行してください。

• MATEに乗り慣れていない人にMATEを貸さないでください。MATEを貸す場合、借りる
人にこの取扱説明書を必ず読んでもらい理解してもらってください。

• MATEは玩具ではありません。乗る人は必ず16才以上でなければなりません。

• 地面からフレーム上部までの距離と乗る人の股下長さの差を３センチ以上にしてくだい。

• MATEの全てのモデルは一人乗り用です。MATE Xに乗車する人の重量 (リュックなどの荷
物の重さも含む) は150kgまでです。

• MATEは舗装された道や軽いオフロードでの走行に適しています。それ以外の場所での走
行は事故につながり危険です。

• 渋滞や他の車が走行中は、十分に注意してください。車の運転手が、普通の自転車と比べ
てどれだけ速くMATEが走行できるか分からない可能性が高いからです。

• MATEで走行中に起こりうる全てのシチュエーションや状態を予想することはできまん。
この取扱説明書は、起こりうる事柄全てを記載するものでは無いことをご了承ください。
MATEのような乗り物にはリスクが伴います。そういったリスクを予想したり防ぐことはでき
ませんので、何かが起こった場合はMATEに乗る人の全責任となります。

• バッテリー交換が必要な場合、リサイクルができるようにお住まいの自治体の指示に従い
処分していただくか、MATE.BIKEに送付していただくか、またはお近くの自転車ショップ
にて処分を依頼してください。

• 警告: 安全性を損ねる、また保証対象外になるので、お客様ご自身で分解または修理を　
しないでください。e-BIKEの修理の経験が豊富な自転車ショップをご利用ください。
または、MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにお問い合わせください。
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法律の遵守

お客様のMATEやe-BIKEまた走行する場所などのルールや規制について熟知してください。
よく分からない、または不安に感じる場合、お近くの警察署や自治体の道路交通課など関連
する機関にお問い合わせください。

該当する法律や規制に従いMATEの所有・操縦することは、お客様の全責任です。

MATEの操縦についてご質問等ある場合、MATE.BIKE TOKYO、近くのE-バイクショップ
にご相談ください。
その他、当社のWEBサイトよりMATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにてお問い合わせ下さい。



MATEが入っている梱包箱を開ける前に、箱の中身に影響を及ぼすようなダメージが梱包箱にあ

るか確認してください。もし、そのようなダメージがある疑いがあれば、直ちに配送会社にお知ら

せください。配送中に損傷が生じた場合、全品保証になるか部品保証になるかが決まる重要な情

報となります。

梱包箱にダメージが無いことを確かめたら、箱を開けましょう。下記の品物が入っていることを確

認してください:

クーォフ/ムーレフクイバンョシンペスサ •

ルーイホトンロフ •

ーターモブハンイトルビとルーイホアリ •

ムテスーバルドンハとーバルドンハ •

ンーェチ／アギ •

キーレブ •

• サドルとシートポスト

ルダペ右／左 •

内ムーレフ、トッニユーラーロトンコ •

ーリテッバ •

ーキーリテッバ •

ーャジーャチーリテッバ •

ータクレフリルーイホ •

組み立てツール

六角レンチ3本 (プラスヘッド付き4mm、5mm、6mm)、モンキーレンチ2本 (10mm、15mm)

本体と部品の取扱説明書 : コンピューターディスプレイ、メカニカル／油圧ブレーキ、
ディレイラー、ペダル、サスペンションフォーク

もし何か紛失していたり損傷があれば直ちにMATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにご連絡
ください。

MATE Xの同梱物
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サドル

シートポスト

サドルクイックリリース

リアサスペンション

ディスクブレーキ

タイヤ

スポーク

モーター 

フリーホイール

リアディレイラー

チェーン

ハンドルバー高さクイックリリース

ペダル

クランクセット

チャージングホール (後部) 
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あなたのMATEをまず知ろう
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キー／バッテリーロック

 折りたたみハンドル

 LCDスクリーン

 ハンドルバー

 ブレーキレバー

 ハンドルバー回転クイックリリース

 ハンドルバーステム

 フロントサスペンションフォーク

 ディスクブレーキキャリパー

 ハブ

 リム

 ホイール固定車軸

 バッテリー／バッテリーホルダー

ハンドルバーステム縦ロックメカニズム

スロットル (750モデルはデフォルト)
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20.
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24.

25.
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22
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あなたのMATEを組み立てよう

1. 固定車軸 (27)を両側のナットを外してホイールから取り外してください。締めが固い場合は、15mmのモン
キーレンチで取り外すことができます。

2. ブレーキパッドスペーサーをブレーキキャリパーから取り外し、フレーム／フォーク(23)を持ち上

げ、フロントホイールをフォークに入れ車軸がフォークのドロップアウトスロットと一直線に並ぶ

ように位置調整してください。※ロットにより、初期状態からブレーキパッドスペーサーを使用し

ていない製品があります。

3. ディスクブレーキ(24)がブレーキキャリパーの中心にあることを確認してください。

4. MATEが油圧ブレーキ仕様の場合、ブレーキレバー(20)を握り締めないでください。

5. 固定車軸(27)を奥まで差し込んでください。 

6. ナットを両側に取り付け、15mmのモンキーレンチでホイールをしっかりと締め付けてください。次にトルク

レンチを使い28-32Nmまで締め付けてください。また、固定リアホイール車軸ナットを30-35Nmまで締

め付けてください。

もし、間違って組み立てられているようであれば (工程通りに組み立てたとしても)、MATEに乗る前に当社にご連絡

ください、またはお近くの自転車ショップに点検を依頼してください。

警告 : 下記に記載されている手順を行うにあたり、自信がないまたは自転車の組み立て知識が無いと思
う場合、MATEとこの取扱説明書をお近くの自転車ショップまたは資格を有する自転車メカニックの方
にお持ちください。正しくMATEを組み立てられない場合、一つの部品または複数の部品が適切に操縦
できなくなったりまたは故障したりし、ケガや死亡事故につながります。
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フロントホイールの組み立て方法



ハンドルバーの組み立て方法
1. ハンドルバー(19)を持ち上げ地面に並行になるように真っ直ぐにして、ハンドルバーステムロックメカニズムを固

定してください。

2. ブレーキ(20)を外側に向けながら、ハンドルバー(19)ハンドルバーステム(22)に差し込み、ハンドルバーステ

ムの溝に固定してください。次にハンドルバーステムトップキャップをハンドルバーの上部に置いてください。バ

ーの両サイドに１本ずつボルトを締め、ハンドルバーステムとトップキャップのスペースの幅が均一になるように

締めてください。ハンドルバーステムとトップキャップの間のスペースに同じ幅の分だけハンドルバーが見えなけ

ればなりません。注 : ハンドルバーの両側のスペースが同じ幅でないと、バーががたつき、ボルトのネジなめが起

こります。

3. ハンドルバーがしっかり固定されたら、トルクレンチを使い、6Nmまで両方のボルトを締め付けてください。

また、より高い安全性を確保するため、ハンドルバーステムボルトを13-15Nmまで締め付け、バーエンドボルト

を4-5Nmまで締め付けてください。

4. ハンドルバーの高さを乗る人の体型や乗り方に合わせるには、ハンドルバーステムのクイックリリースを使って高

さを調整してください。調整後は必ずハンドルバーステムクイックリリースをきちんと元に戻してください。バー

を記載されている限界位置より高くしないでください。高くしすぎると、安全性を損ないます。

警告 : ハンドルバーがハンドルバーステムの溝にしっかりとはまっていることを確認して、バーを思い切り押

したり引っ張ったりしても、がたつかないことを確認してください。また、ハンドルバーを上から体重をかけ

てもハンドルバーステムのクイックリリースが外れないことを確かめてください。上記の確認をきちんとし

ない場合、MATEが操縦不能になったり、重大なケガや死亡事故につながります。
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サドルやシートポストの組み立て方法

1. シートポストのラッピングを取り外してください。
2. シートポストクイックリリース(3)を緩めてください。
3. シートポスト(2)をお好みの高さにはめ込み、クイックリリース(3)で固定してください。
4. 安全性を高めるため、乗る前にトルクレンチを使ってサドルボルトを20Nmまで締め付 
 けてください。

あなたのMATEを組み立てよう

警告 : サドルをレールの一番奥までスライドしないでください。厳密には、シートポストク

ランプの端からサドルレールの曲がり始めの部分まで最低1センチの余裕があるようにし

てください。また、シートポスト(2)をシートポストの後ろ側に記載されている「minimum 

insert」ラインより高くしないでください。1センチ以上の余裕を持たずにサドルを奥まで

スライドさせる、またはシートポストを「minimum insert」ラインより高くしてしまうとサ

ドルやシートポスト、または両方の部品が破損し、MATEの操縦不能の原因となり、重大

なケガや死亡事故につながります。
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ペダルの組み立て方法

1. それぞれのペダルには左右(MATEの後ろ側から見て)を表示する「L」、「R」のシールが貼って

あります。または、ペダル本体の外側をチェックするか、ペダルをクランクアームに差し込むた

めに表記されたペダル車軸の内側の「L」、「R」を確認してください。

2. 左側のペダルは既に取り付けられています。もし取り外さなければならない場合、クランクの

方を内側にして時計回りに回すと取り外せます。締め付ける場合は、反時計回りです。

3. 右側のペダルの取り付けは、クランクの方を内側に時計回りで手で取り付けてください。6mm

の六角レンチを使ってペダルを締め付けてください。クランクアームの後部を介してペダルに差

し込んで反時計回りに回してください。または、15mmのモンキーレンチで時計回りにペダル

を締め付けてください (画像参照)。

警告 : もしペダルがスムーズにクランクに取り付けられない場合、クランクアームのネジ

なめを起こすので無理やりに取り付けないでください。焦らず、ペダルを外しスムーズに

取り付けられるように注意しながら取り付けてください。また、ペダルがしっかりクランク

アームに装着されていることを確認してください。しっかり装着されていないと、ペダルが

緩んだり、ネジなめしてしまいます。緩みがあったり取り付け不良のペダルは、MATEの操

縦不能や転倒の原因となり、重大なケガや死亡事故につながります。
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あなたのMATEを組み立てよう

フレーム折りたたみレバーの調整方法

ロックする時にフレーム折りたたみレバーがカチッとしっかり戻らない場合、またはフレームにぴっ

たりと接していない場合、ロックメカニズムを調整するか、レバーからフレームまでの距離を調整

するか、その両方の調整をする必要があります。

ロックメカニズム

ロックメカニズムを調整するには (ロックする時にフレーム折りたたみレバーがカチッとしっかり戻

らない場合、またはフレームを折りたたむ時にレバーが緩みすぎる場合にだけ行ってください) 

· シルバーのフレーム折りたたみレバー上部のミニノブをスライドしてレバーを開いてください。

· 上に突き出た小さな黒いピンがシルバーの丸いバッテリーリリースボタン近くにあります。

· 黒いピンの場所を確認できたら、フレーム折りたたみレバーをフレーム側に倒してください。

· 3mmの六角レンチを黒いピンの下部にある小さな穴に入れ、時計回りに回してください。  

  ピンが   上に突き出てきたら、正しい方向に回しています。

· ピンがレバーに当たり、回らなくなるまで回してください。

ピンレバー
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レバーからフレームまでの距離

レバーからフレームまでの距離の調整方法 (レバーが外側に突き出しすぎているまたは緩みが

ある時に行ってください)

·  シルバーのフレーム折りたたみレバー上部のミニノブをスライドしてレバーを開けてください。

· 開いたら大きなシルバーのソケットキャップスクリューがあるので確認してください。

· 3mmの六角レンチをスクリューに挿入し、反時計回りに ¼ 周回してレバーをバイク側に近け 

  て、レバーの緩みをなくしてください。

· それでも緩みやフレーム側にぴったりと接していない場合は、また反時計回りに ¼ 周回して 

  ください。緩みなどが解消するまでこの工程を繰り返してください。

ーが簡単に閉じることができなくなった場合は、スクリューを時計回りに¼ 周回し、過度          

の締め付けが解消されるまでこの肯定を繰り返してください。

ソケットキャップスクリュー

警告 : 折りたたみメカニズムは、MATEの安全性に重要な機構です。(特にお客様ご自身で調

整作業を行った場合)資格を有する自転車メカニックの方に点検してもらい、しっかりロックで

きているかをチェックしてもらってください。
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コンピューターディスプレイ

カラーディスプレイの使用方法

ディスプレイの電源をいれる : 黒いコントローラーボックスの右上側にあるon/off (I/O)ボタンを

    。いさだくてし押  

パワーアシストレベル : レベルの上げ下げはコントローラーの左側にある + と - を押してください。

【設定調整】 

• 設定入力するには、黒いコントローラーボックスの右下側にある「M (mode)」ボタン   

をダブルタップしてください。

•  + と - ボタンを使い設定したいカテゴリーを選択してください。

• 「M (I/Oボタンの横にあるモードボタン)」をクリックして選択した設定を変更・調整してください。

• + と - ボタンを使い、設定したいカテゴリーを選択してください。                     

• 「M」ボタンをクリックして設定終了してください。

データの表示 : 実速度、平均速度、最高速度の表示の切り替えは「M」ボタンを1回ずつ押してください。

USBポートで充電 :｢M」ボタンを長押ししてください。USBアイコンがスクリーンに表示されます。

ライト点灯 :  + ボタンを長押ししてください。消す時には、+ ボタンを再度長押ししてください。
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MATEを操作する

MATE Xの組み立てが終わり、バッテリーを8時間のフル充電し終えライトが緑に変わったら、乗

れるまでもう少しです！

下記の簡単な手順を終えれば、準備OK

1. バッテリーが搭載されているフレームの下側にキーを挿入し、時計回りに回してください。 

 金属ピンがフレームからハンドル方向に突き出れば、解錠できています。

2. バイクにまたがり、両足がしっかり地面につくことを確認してください。

3. ハンドルバーの左側にある黒いコントローラーボックスの右上にあるon/off (I/O)ボタンを 

 押してMATE Xの電源を入れてください。ディスプレイに電源が入ったら、on/off (I/O)ボ

 タンから指を離してください。電源を入れている最中にブレーキレバーを握ってしまうとペ 

 ダルアシストが作動しなくなります。電源を入れている最中に誤ってブレーキバーを引っ張 

 ってしまったり握り締めてしまった場合、電源を切ってからレバーを握らないように再度電 

 源を入れてください。

 

4. ディスプレイ左側に「ASSIST」が表示され、その下には番号が表示されます。「+」と「-」ボ 

 タンを押して、ペダルアシストレベルの上げ下げをして、お好みのレベルに調整してくださ  

 い。この数字が高くなると、アシスト性が高くなります。

 注 : アシストレベルが「1」より高い値であれば、スロットル(搭載されていれば)を使うこと 

　　　もできますし、手動でギアチェンジをすることもできます。

5. アシストレベルを「0」まで下げると、スロットルやペダルアシストは作動せず、モーターが  

 搭載されていない自転車と同じような状態になります。使用していない時に、この   

 設定を「0」にすることによって、間違ってスロットルを使ってしまった時の急発進を  

 防ぐことができます。
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6. 前進するには、ペダルを漕いでください。加速に慣れるまでは、ペダルアシストを「1」にし 

 ておくことをおすすめします。加速に慣れてきたら、高い値のペダルアシストで漕ぎ出した  

 り、スロットル(搭載されていれば)を使用して簡単に加速することもできます。

7. 乗り終えたら、アシストレベルを「0」まで下げ、ハンドルバーの左側にある黒いコントロー 

 ラーボックスの右上のon/off (I/O)ボタンを押してください。ディスプレイの表示が消えた 

 ら、指を離してください。

8. MATEの鍵を閉める時、キーを反時計回りに回し、カチッと音が一回したらキーを取り外  

 してください。バッテリーを取り出す場合は、内側に押しながらもう一度カチッとなるま

 回し、取り出しハンドルが解除されフレームが開くと、バッテリーを取り出すことができま  

 す。バッテリー残量が60%以下、または次回乗車する時にフル充電しておきたい場合、  

 バッテリーを取り出し充電してください。



1. ハンドルバーセーフティロックメカニズム (29)のハンドルバーステム縦ロックメカニズム   

 (29)を引き上げ、ハンドルバーをフロントホイールの右方向に倒してください。

2. 折りたたむ時にダメージを与えないようにMATEのバッテリーが搭載されているフレー

 の下側に差し込んであるキーを取り出してください。

3. フレームの真ん中にあるロックシステムの折りたたみハンドルのセーフティボタンをスライ 

 ドし、ハンドルを引っ張ってフレームを折りたたんでください。Tip : 膝を使うと簡単にフレ 

 ームを折りたためます。

4. シートポストクイックリリースレバー(3)を開き、サドルを下げてください。この時に、シート 

 ポストシャフト(2)の後部にあるサドルの高さを表示する番号が記されたラインを覚えてお 

 きましょう。サドルを下げたら、クイックリリースレバー(3)を再度締め、シートポストを固定 

 してください。

5. ペダル(13)を内側に押し、折りたたんでください。

警告 : MATEを折りたたむ時、ケーブルが挟まって破損するのを防ぐために必ずフロントホ

イールを左側に向けてください。ケーブルが破損するとMATEが操縦不能となり、重大な

ケガや死亡事故につながります。

MATEを折りたたむ
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MATEを展開する

1. 乗車ポジションに戻るように展開するため、ハンドルバーステム(22)にあるハンドルバーステセ

ーフティロックメカニズム (29)を引き上げてください(ページ13の写真を参照してください)。

2. フレームにある金属製の折りたたみハンドル(17)のセーフティボタンを押して、フレームを展開

した状態にしてください。

3. シートポストクイックリリースレバー(3)を開き、サドルを元の高さに戻してください。元の高さ

に戻したら、クイックリリース(3)を閉じ、シートポスト(2)を固定してください。もし、がたつきが

生じるまたは緩みがある場合、クイックリリースレバーを開き、レバーの反対側にあるナットを

締め、レバーを再度閉じてください。サドルに乗る前に必ずきつく締めてあることを確かめてく

ださい。

4. ペダル(13)を元の位置に戻してください。正しい位置に戻るとカチッと音がします。

MATEを展開する

1. 乗車ポジションに戻るように展開するため、ハンドルバーステム(22)にあるハンドルバーステセ

ーフティロックメカニズム (29)を引き上げてください。(ページ13の写真を参照してください)

2. フレームにある金属製の折りたたみハンドル(17)のセーフティボタンを押して、フレームを展開

した状態にしてください。

3. シートポストクイックリリースレバー(3)を開き、サドルを元の高さに戻してください。元の高さ

に戻したら、クイックリリース(3)を閉じ、シートポスト(2)を固定してください。もし、がたつきが

生じるまたは緩みがある場合、クイックリリースレバーを開き、レバーの反対側にあるナットを

締め、レバーを再度閉じてください。サドルに乗る前に必ずきつく締めてあることを確かめてく

ださい。

4. ペダル(13)を元の位置に戻してください。正しい位置に戻るとカチッと音がします。

MATEを折りたたむ

警告   シートポスト(2)をシートポスト(2)の裏側にはっきり記された「minimum insert」ラ

インより高くしないでください。シートポスト(2)をそのラインより高くしてしまうと、シート

ポストが破損し、MATEが操縦不能となり、重大なケガや死亡事故につながります。
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Mode 
最高速度 "24km/時"

走行距離 最高80km (ペダルアシスト時)

寸法 (展開時) 長さ: 180cm
幅: 65cm
高さ: 124cm"

寸法 (折りたたみ時) 長さ: 103cm
幅: 59cm
高さ: 78cm"

重さ 28.5kg ~ 30kg

乗車する人の身長の許容
範囲

150～215cm

乗車する人の体重の許容
範囲

～150kg

フレーム 6061 アルミ合金折りたたみフレーム (下向き溶接), 20インチタイヤ,

465mmフレームサイズ

フロントサスペンションフォーク ロック付きMozoスプリングサスペンション、アルミ合金 286x254x185mm

リアサスペンション HLTショックアブソーバー、 長さ145mm、最大動荷重 430kg

モーター SY 48V 250W、 フリーホイール付きブラシレスモーター

コントローラー LSW 48V 18A

バッテリー Samsung 2900 リチウムイオン48V 14.5 Ah

バッテリーチャージャー SANS 2A 

ディスプレイ APT-500S LCD (USBポート付き) + リモコンユニット

センサー JIABO トルクスピードセンサー(ウォータープルーフケーブル付き)

スロットル スロットルは含まれません

インナーチューブ 20x4インチ Schrader(オート) バルブ ブラック 

クランクセット 170mm アーム
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※製品ロットにより、仕様が異なります。

250W

MATEのスペック・仕様情報



フロントホイール 20インチ 13G*36H*100 アルミ (プロテクティブリムストリップ付き)

リアホイール 20インチ 12G*36H*100 アルミ (プロテクティブリムストリップ付き) 

ハンドルバーステム 折りたたみ式2セクションテレスコピックステム、 Φ31.8、 
235～285mmセルフロック

ハンドルバー
 Φ31.8

ハンドグリップ 130mm シングルパス (アルミクランプ付き)

ヘッドセット NECO 28.6mm、 44mm、 高さ=11.7mm

下部ブラケット NECO B911 BB 100 x 159.5x 28.7mm   

サドル Showell SW-6215 280 x 165mm  

シートポスト アルミポスト 33.9 x 450mm
(プロテクターとクイックリリースクランプ付き)

ギアシフター SHIMANO Tourney レボシフト SL-RS45-8R ローリングハンドル

チェーンリング 170mm 53 トゥースチェーンリング (バッシュガード付き)

フリーホイール 8段ギア 歯数:13-32

リアディレイラー SHIMANO アルタス RD-M310DLC 

チェーン KMC X8 耐磨耗仕様 8段スピード

ブレーキ Tektro M280 メカニカル160mm ディスクブレーキ 
(ジャグワイヤーケーブル付き) 

ペダル Wellgo 折りたたみ式 アルミ9/16インチ 

キックスタンド 20インチ 調整可能 アルミ
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MATE Xの梱包ボックスについて
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MATE XボックスタイプA

お客様自身で組み立てる部位以外にも調整が必要な箇所がございます。
上記に記載した取り付け箇所以外にも安全にご利用いただくために確認や調整が必要な
箇所がございます。
例：空気入れ、ブレーキ調整、取り付け確認、固定具に締め付け確認等

1.セットアップ方法

MATE本体、充電器、鍵、簡易組み立てツール、取り扱い説明書（英字）、リフレクター各種
※日本語マニュアルにつきましてはWEBサイトよりダウンロードをお願いします。

サドル挿入、ハンドルバー取付、ペダル取付、フロントタイヤ取付　
※機械式ブレーキタイプはディスプレイ要取付

2.同梱物

ボックスタイプAは通常の段ボールタイプのボックスとなっており、段ボール上部を開梱し
MATE本体を取り出します。輸送時は天地無用となっており、逆さにしたり横向きにしたり
することは避けてください。

ボックスサイズ :縦720×横1470×奥行き380(mm)



MATE XボックスタイプB
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1.セットアップ方法
サドル挿入、ハンドルポスト挿入

2.同梱物

ボックスタイプBは本体が格納されている箱と、上から被せる形の蓋状の箱とで構成され
ています。ボックス下部に４箇所取り付けられたストッパーを外し（つまみを箱内部に押し
込むイメージで外す）、被さっているボックスを上方向に開梱します。

MATE本体、充電器、鍵、簡易組み立てツール、取り扱い説明書（英字）、リフレクター各種
※日本語マニュアルにつきましてはWEBサイトよりダウンロードをお願いします。

お客様自身で組み立てる部位以外にも調整が必要な箇所がございます。
上記に記載した取り付け箇所以外にも安全にご利用いただくために確認や調整が必要な
箇所がございます。
例：空気入れ、ブレーキ調整、取り付け確認、固定具に締め付け確認等

MATE Xの梱包ボックスについて



MATE Xの梱包ボックスについて
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注意事項

◆ボックスタイプは購入時にお選びいただくことはできません

各ボックスタイプは製品のロットによる仕様の差となっており、ご購入時に希望のタイプをお選びいた

だくことはできません。

◆初期不良について

ご納品から2週間以内の初期不良（パーツ欠損や不良等）に関しまして、無償交換対応または修理対

応を致します。

交換商品が完売している場合、返金対応になりますので予めご了承下さい。製品のご納車後、必ず製

品の状態確認を行って頂きますようお願い致します。

無償交換対応、または返品・返金対応の場合、納品時にMATE.が梱包されていたボックスが必要に

なりますので、初期状態の確認が完了するまでボックス及び梱包材は破棄しないでください。ボック

スがない場合、¥3,000（税込）にてボックスをご用意させていただきます。

以下の場合、初期不良に該当しませんのでご理解・ご了承をお願い致します。

・サイト掲載画像と実際の製品の色味や質感の差異等

・機能面及び使用面に影響のない音や振動などの感覚的事象

・製造過程、点検整備中にやむを得ず生じる微細な傷

・輸送中にやむを得ず生じる外観上の微細な傷、雨による多少の濡れ



バッテリー
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バッテリー(28)はMATEの主な原動力です。常に丁寧なケアが必要となります。

当社が提供するMATEの純正チャージャーを使用して下さい。

バッテリーの機能

1. キーが「loose」(16)のいちになっていれば、バッテリーを取り出すことができます。

2. 「locked」の位置になっている(キーを回して一回カチッと音がした時の位置)場合、

バッテリーを取り出したり、モーターの電源を入れることはできません。

3. 「ignition」の位置になっている(キーを「loose」の一から回して2回カチカチと音が

した時の位置)場合、モーターのロックが解除され、on/off(I/0)ボタンを押すとLCDス

クリーン(18)の電源も入ります。

重要：MATEを駐車する時、キーを「locked」の位置にしてバッテリーの取り出し口の

鍵を閉めてから、キーを引くことをおすすめします。



バッテリーを装着する

1. フレーム(17)を開いてください。

2. 電流が通る方を下に向けてバッテリーを差し込んでください。

3. フレームを閉じてください。

4. キー(16)を挿してバッテリーを固定してください。

バッテリーを取り出す

1. キー(16)を「ignition」から「loose」に回して、モーターの電源を切ってください。
この時、キーを押しながら「loose」の位置まで回すとモーターの電源を切ることができます。

2. キーをバッテリー／フレームから抜いてください。

3. フレームを開いてください。

4. 指先またはフィンガーフックを使ってバッテリーをフレームからスライドさせて取り出してください。
※フィンガーフックはバッテリーの全重量を支える強度はありません。サポートとしてお使いください。

5. MATEのフレーム(17)を閉じてください
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バイクから直接充電する

1. バイクから直接充電する場合、モーターの電源が切れていることを確認してください。

 (「loose」または「locked」の位置にキーを回してください。)

2. チャージャーのプラグをフレーム／バッテリー(15)に直接差し、次にコンセントに差し込ん 

 。いさだくで 

3. 初めて充電する時、全てのセルに電流が行き渡るように12時間連続で充電することをおす 

 。いさだくてし照参を順手な細詳で欄のスンラバルセーリテッバの記下。すましめす 

4. 再度充電する時、30～40回ごとに完全にバッテリー残量を0%にしてから充電してくださ 

 い。その他の再充電は、バッテリーの寿命を延ばすため、バッテリー残量が20～60％に

 なってから充電してください。

5. 一通りの充電サイクルが終えた後、バイクの電源を入れてもバッテリー残量がすぐに正しく 

 表示されないことがあります。バッテリー残量を正しく計算   行走mk1らか秒03にめたるす

 しないと正しい値が表示されないことがあります。

6. 複数のバッテリーまたは複数のバイクを一つのチャージャーで充電する場合、毎回充電を

  続接にクイバはたまーリテッバの次らかてし外らかみ込し差の壁をーャジーャチらたえ終 

 してください。これをすることによってチャージャーが次のバッテリーのBMSを記録するこ 

 。すまきでがとこるす電充ルフ、きでがと 

7. 注 :  スピードチャージャーでの充電は素早いですが、フル充電は難しくなり、バッテリーの

 寿命も短くなります。スピードチャージャー(4/5A)をご使用になる場合、頻繁に使わず  

 レギュラーチャージャー(2/3A)をメインのチャージャーとして使用するようにしてください。

 5A以上の出力できるチャージャーは、バッテリーの破損が起きた場合、保証対象外にな

 るので、絶対に使用しないでください。

バッテリーを充電する

警告 : 当社が提供したチャージャー以外のチャージャーを使用しないでください。純正品

でないチャージャーを使用するとバッテリーの破損がおき、バッテリーの保証対象外とな

ります。MATEと同梱されたバッテリー用の取扱説明書に従ってください。従わなかった

場合、バッテリーの破損がおき、火災事故や重大なケガや死亡事故につながります。
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バッテリーを取り外して充電する

上記にあるようにバッテリーをフレームから取り出して、バッテリーにチャージャーを接続してか

らコンセントを差してください。

その他充電についての詳細は、チャージャーが入っていた箱に同梱されている仕様書・取扱説明

書を参照してください。

バッテリーの充電時間
レギュラー(2.0または3.0 A)バッテリーチャージャー

残量0%から100%まで14.5Ahでおよそ6時間

スピード(5.0 A)チャージャー

残量0%から100%まで14.5Ahでおよそ4時間

重要 

30ºC以上)に置く場合または長期間使用しない場合、バッテリーを取り外し温度が0ºCから

30ºCまでの環境で保管してください。また、長期間使用しない場合、最低70%のバッテリー

残量があるようにしてください。また、温度が0ºC以下または40ºC以上の場合は絶対に充電

しないでください。バッテリーの破損や重大事故につながります。
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新しいバッテリーの蓄電量を最大限にするためバッテリーセルバランスを行ってください

新品のバッテリーには、走行距離またはバッテリーの使用量にかかわらず、３回目の充電または乗

車するまで下記の手順を行ってください。

1. MATEからバッテリーを取り外して充電してください。ライトが緑に点灯してから4時間充 

 電したままにしてください。2/3aチャージャーでは最大12時間、4/5aスピードチャージャ 

 ーでは最大8時間を絶対に上回らないように気をつけて充電してください。

2. コンセントからチャージャーを外してから、バッテリーをチャージャーから外してくださ  

 い。

3. 普段通りにペダルアシストやスロットル(該当すれば)を使用してMATEに乗ってください。

4. バッテリー残量有る無し関わらず、以下の手順に従ってください。

5. 上記ステップ1～3を乗車3回目まで繰り返してください。

6. 乗車4回目からは普通にMATEをご使用いただけます。

セルバランスを行わなければならない時期
• 新しいMATEまたは新しいバッテリーが配送された時

• バッテリーを長期間保管している場合

• 蓄電量が少ない、充電量が少ない場合

• 最高月に一回セルバランスを行うことで、蓄電量の減少を軽減できます。月に１回以上のセ  

ルバランスは行わないでください。

バッテリーの安全性とコンディション維持のためのキーポイント

• 表記されている時間以上にバッテリーを充電しない。

• バッテリーを充電している間は側を離れない。

• 寒い時に充電をしない。必ず室温くらいになってから充電してください。

• 充電後バッテリーの温度が十分に下がってから使用してください。

• 使用後バッテリーの温度が十分に下がってから充電してください。

• 乗車後、毎回の充電はお控えてください。バッテリー残量が20%～60%になってから充電

する方がバッテリーが長持ちします。

• バッテリーを保管する場合、最低70%以上のバッテリー残量があることを確認し、毎月残  

量チェックをしてください。

• ヒューズを頻繁にチェックしてください。カーボン堆積や焦げているような煙が出れば交  

換してください。
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• 

温まで温めてから充電してください。

• 

してください。

重要

30ºC以上)に置く場合または長期間使用しない場合、バッテリーを取り外し温度が0ºCから30ºC

までの環境で保管してください。また、長期間使用しない場合、最低70%のバッテリー残量があ

るようにしてください。また、温度が0ºC以下または40ºC以上の場合は絶対に充電しないでく

ださい。バッテリーの破損や重大事故につながります。
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警告: バッテリーを分解しないでください。バッテリーを焼いたり、穴をあけたり、水に浸
したり、破損しないでください。そのようなバッテリーの扱いは重大なケガや死亡事故に
つながり、また保証対象外になります。バッテリーに損傷が見られる場合、使用を中止し
てください。異音がする、異常に熱を持っている、または液漏れがある場合、すぐに使用を
中止してください。バッテリーの保管は通気性がよく直射日光が当たらない場所で保管
してください。バッテリーの蓄電容量をなるべく保持するため、また破損を防ぐために、室



一回の充電で走行距離を伸ばしたい場合、ペダルアシストをON(18)にしながらペダルを漕ぐことをおすす

めします。バッテリー温存につながります。

MATEに乗っている間にバッテリー残量が少なくなってしまった時、なるべくペダルを漕いでバッテリーの

消費を抑えれば、少量のバッテリー残量でも走行できます。帰宅したらすぐに充電しましょう。

走行距離をより伸ばしたい場合、不必要にブレーキをかけないようにしてください。なるべく惰力走行して

ください。

ペダルを漕いでいる時、トルク過負荷からのモータへの負担を軽減するため、なるべく高いRPM(ケイデン

ス)を保持してください。

登り坂を走行中は、一番低い(軽い)ギアに設定し、(特に急な坂道)60%以上を自力で漕ぎMATEへの負担

を抑えてください。

スロットルは短時間での使用をお願いします。また、平らな道や緩やかな起伏地だけで使用し、登り坂で

は使用しないでください。スロットルを長時間使用したり、登り坂だけで使用するとバッテリーを著しく消

耗しモーターのオーバーヒートを起こし、破損につながります。モーターのオーバーヒートに気付いたら、す

ぐにMATEを停めて電源を切り冷却してから再度乗車してください。

常にタイヤ圧を1.4 bar (20 psi)にし、最低でも週に一度タイヤ圧をチェックしてください。
※正しいタイヤ圧は実際に表示されているタイヤの表記をご確認下さい。

定期的にケーブルの状態やしっかり接続されているかチェックしてください。

ブレーキパッドがブレーキローターによって擦れてしまっていないか(バッテリー蓄電量の減少につながり

ます)、交換する必要性があるか定期的にチェックしてください。

バッテリー使用時間

MATEバッテリー : 重要情報

MATE X 250w / 750w : リチウムイオンバッテリー · 電圧: 48V · 容量: 14.5Ah

寿命 : 600～800回の充電 (蓄電量が～80%まで下がるまで)
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サドルの高さ

サドルの高さ調整は、シートポスト(2)をフレームに挿入する所にあるシートポストクイックリリースレバー

(3)を開いてください。サドルをお好みの高さに調整し、サドルがMATEのフレームと並行になるよう中心

に合わせてください。お好みの高さになったら、クイックリリースレバー(3)を閉じ、サドルを固定してくださ

い。サドルを手で左右に揺さぶって、きちんと固定されているかチェックしてください。

サドルポジション : 前 / 後ろ/ 傾き

サドルを前後に移動する、またはサドルのノーズを少し下向きまたは上向きにするには、シートポスト(2)の

上、サドル下のボルトを緩めてください。6mmの六角レンチを使用してください。ボルトを緩めたらサドル

をお好みのポジションに動かし、シートポストクランプの端からサドルレールの曲がり始め部分のスペース

が最低1cmあるようにセッティングしてください。ポジションが決まったら、ボルトを締め、安全性を高め

るため、トルクレンチで20Nmまで締めてください。サドルを手で上下または前後に揺さぶって、きちんと固

定されているかチェックしてください。

MATEの乗り心地を調整しよう

警告: シートポスト(2)をシートポスト(2)の裏側にはっきり「minimum insert」と記され

たラインより高くしないでください。シートポスト(2)をそのラインより高くしてしまうと、シ

ートポストが破損し、MATEが操縦不能となり、重大なケガや死亡事故につながります。
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ハンドルバーの高さ

乗り心地やライディングスタイルに合わせるためにハンドルバー(19)の高さを調整するには、フレ

ームの前方にあるハンドルバー高さクイックリリース(12)を緩めてください。ハンドルバーが中心に

なりフレームと垂直になっていることを確認しながらハンドルバーの高さを調整してください。クイ

ックリリースを締め、固定してください。ハンドルバーを縦横上下に揺さぶり固定されているかチェ

ックしてください。

MATEの乗り心地を調整しよう

注意 : パイプにある「minimum insert」レベルが表示されている並行溝が隠れるように

(露出させないでください)、ハンドルバーとフレームを接続しているハンドルバーステムに

十分なスペースを取ってスライドしてください。ハンドルバーの高さを「minimum              insert」

レベルより高くしないでください。ハンドルバーステムがこのレベルまで挿入されていない

と、重大なケガや死亡事故につながります。
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MATEの乗り心地を調整しよう

ハンドルバーの回転

乗り心地やライディングスタイルに合わせるためにハンドルバー(19)の回転ポジションの調整に

は、ハンドルバーにあるハンドルバーボルト(21)１本を少し緩めてください。ハンドルバーを回転さ

せ、ブレーキレバー(20)をお好みの位置(特にブレーキが簡単にかけやすい位置)にセットしてくだ

さい。ボルトを締める前に、ハンドルバーが中心にあることを再度チェックしてください。ハンドル

バーボルト(21)をしっかり締め付けてください。ハンドルバーステムとトップキャップとのスペース

がハンドルバーの両サイド同じであることを確かめてください。しっかりと締め付けができたら、手

でハンドルバーを回転してみて、しっかり固定されているかチェックしてください。

警告 :   ハンドルバーがきちんと固定されているか、またブレーキレバーがブレーキをかけ

やすい位置にあることを確認してください。これらが守れない場合、MATEが操縦不能と

なり、重大なケガや死亡事故につながります。また、ステムクランプの両サイドのスペース

(ステムベースとトップキャップの間)が同じ幅でないとネジなめやハンドルバーの緩みが生

じ、MATEが操縦不能となり、重大なケガや死亡事故につながります。ハンドルバーの調

整が正しくできているか不安であれば、お近くの自転車ショップにご相談ください。
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MATEの乗り心地を調整しよう

サスペンション調整

フロントサスペンション(23)とリアサスペンション(4)はすでに調整されています。体重やライディ

ングスタイルに合わせるためにフロントサスペンションフォークのバネの予圧を調整する場合、フ

ォーク(1)の左上部にあるノブを回してください。右上部のノブは、アクティブサスペンションのロ

ック／ロック解除用です。詳細についてはフォークの取扱説明書を参照してください。

ブレーキ

ディスクブレーキ(24)は、ブレーキのコントロール用にフロントホイールとリアホイールの両方にす

でに搭載されています。
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MATEの乗り心地を調整しよう

【注意】 
· どのレバーがどのホイール用なのか (左のブレーキレバーはフロントホイール、右のブレー

　キレバーはリアホイール)を覚えてください。

· 急なブレーキや強くブレーキをかけるのは、転倒事故につながるので控えてください。

· ブレーキをかける時は、体重を後ろにかけて慣性とのバランスを取ってください。

· ブレーキパッドは磨耗しやすいので常に注意してください。磨耗しているまたはそれに近

　いと思ったら、安全にブレーキをかけられるように自転車メカニックの方に交換しても

　らいましょう。

· 重要: 毎回乗る前に、ブレーキがきちんと動作するか確認しましょう。

警告: 毎回MATEに乗る時にブレーキのテストや点検をしてください。磨耗、汚れ、破損、

間違ったブレーキの調整は、MATEの操縦が難しくなり、重大なケガや死亡事故につなが

ります。ブレーキが正しく動作しない場合は、MATEに乗らないでください。

ブレーキの調整

注 : ブレーキを調整する前に、ブレーキローターを締めているスクリューがきちんと締められてい

る、または6.2Nmまでトルクレンチで締められていることを確認してください。

MATEに乗ると段 と々ブレーキパッドが薄くなっていきます。メカニカルブレーキの場合、磨耗して

きたらブレーキパッドをローターに近づけてください。(油圧ブレーキの場合、ブレーキパッドは自

動的に調整されるので常に調整する必要性はないですが、パッドの薄さを常に確認し、磨耗した

らすぐに交換してください。)ブレーキのことについて不安に感じたり、疑問を持ったら、お近くの自

転車ショップにご相談ください。
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MATEの乗り心地を調整しよう

【注意】 
· どのレバーがどのホイール用なのか (左のブレーキレバーはフロントホイール、右のブレー

　キレバーはリアホイール)を覚えてください。

· 急なブレーキや強くブレーキをかけるのは、転倒事故につながるので控えてください。

· ブレーキをかける時は、体重を後ろにかけて慣性とのバランスを取ってください。

· ブレーキパッドは磨耗しやすいので常に注意してください。磨耗しているまたはそれに近

　いと思ったら、安全にブレーキをかけられるように自転車メカニックの方に交換しても

　らいましょう。

· 重要: 毎回乗る前に、ブレーキがきちんと動作するか確認しましょう。

警告: 毎回MATEに乗る時にブレーキのテストや点検をしてください。磨耗、汚れ、破損、

間違ったブレーキの調整は、MATEの操縦が難しくなり、重大なケガや死亡事故につなが

ります。ブレーキが正しく動作しない場合は、MATEに乗らないでください。

ブレーキの調整

注 : ブレーキを調整する前に、ブレーキローターを締めているスクリューがきちんと締められてい

る、または6.2Nmまでトルクレンチで締められていることを確認してください。

MATEに乗ると段 と々ブレーキパッドが薄くなっていきます。メカニカルブレーキの場合、磨耗して

きたらブレーキパッドをローターに近づけてください。(油圧ブレーキの場合、ブレー

キパッドは自動的に調整されるので常に調整する必要性はないですが、パッドの薄さを常に確認し、磨耗した

らすぐに交換してください。)ブレーキのことについて不安に感じたり、疑問を持ったら、お近くの自

転車ショップにご相談ください。

41



次のスプロケットにシフトできたら、同じ方法で次のスプロケットに移動させ、７番目の一番大きな

スプロケットまでシフトさせてください。

一番大きなスプロケットまで移動させたら、今度は一番小さなスプロケットにシフトしていきま

す。上記の手順とほとんど一緒ですが、逆方向になります。

シフトを一回クリックして一番大きなスプロケットからその次のスプロケットにチェーンを移動して

ください。

ペダルを回し、ギアシフトできているか確認してください。もし、シフトできていない場合は、バレ

ルアジャスターを1/4時計回りに回して内側のワイヤーのテンションを緩めてから、またペダルを回

してシフトしているか確認してください。それでもまだシフトができていない場合は、バレルアジャ

スターを1/4時計回りに回してください。ペダルを回しスムーズに次のスプロケットに移動できてい

るか確認してください。

２番目に大きなスプロケットにシフトできたら、上記と同じ方法で一番小さなスプロケットまでス

ムーズに移動させてください。

シマノのシフトシステムの取扱説明書やMATE.SERVICE LABO公式YouTubeビデオを参考にし

てください。

シフトの調整をした後に、ギアシフトがまだスムーズに行かない場合、ディレイラーハンガーが真

っ直ぐか確認してください。MATEがディレイラー側に倒れると、ディレイラーがダメージを受け

ることになります。この時、他の部分に損傷が広がらないように内側に曲がります。MATEの後方

に立ち、ハンガーがディレイラーのプーリーホイールと並行になっているか確認して、ハンガーが

真っ直ぐで、内側に曲がってないかねじれてないかを確認してください。ハンガー部品に目視でき

るような曲がりがないことを確認してください。もしハンガーに曲げがある場合は、MATE.BIKE

のウェブサイトで交換部品をオーダーしてください。

上記の手順やギアについて不安を感じる場合、MATEを自転車メカニックの方に点検してもらいま

しょう。

ペダルアシスト

カラーディスプレイには5段階のペダルアシストのオプションがあります。「0」の場合は、ペダルア

シストは作動せず、脚力だけでの走行となります。「5」が最大のペダルアシストとなります。

ディスプレイの取扱方法は、同梱されたディスプレイの取扱説明書を参照してください。
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警告 : 毎回MATEに乗る前に、このチェックリストでMATEの状態を確認して
ください。この手順を行わない場合、故障を見逃し重大なケガや死亡事故に
つながります。

• シートポストのクイックリリースレバー(3)がしっかり閉じ
ていることを確認してください。サドル(1)のボルトがきつ
く締め付けられていることを確認してください。

• ハンドルバーを固定するボルトがしっかり締め付けられ
ていることを確認してください。

• ハンドルバーステムセーフティロックメカニズム(29)がし
っかり締め付けられていることを確認してください。

• フレームの折りたたみクイックリリースハンドル(17)とク
リップがしっかり閉じていることを確認してください。

• その他のボルトやキックスタンド、フロント／リアホイー
ルやブレーキローターなどの締め付け部分がきちんと締
め付けられていることを確認してください。 

MATEに乗る前のチェックリスト
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· ブレーキやギアがきちんと動作することを確認してくださ
い。

· バッテリーが充分充電されていることを確認してくださ  
い。

· バッテリーがMATEに正しく装着されているか、ハンドル 
 バー(18)にあるコントローラーボックスのon/o
タンを使って電源を入れられるか確認してください。

· タイヤ(6)の圧が1.4 bar (2
ださい。※実際のタイヤ表記ををご確認下さい。

• タイヤに損傷がないことを確認してください。

• リフレクターが適した位置に装着されていることを確認
してください。

• 国によっては、ベルの装着が義務付けられています。国・
自治体に確認し、必要であればベルを装着してくださ
い。また、夜間での走行する際に、ライトの装
が国 ・ 自治体で義務付けられている場合は、その法律
を遵守してください。
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安を感じる場合は、MATEをお近くの自転車

た時に潤滑油を差してください。自転車チェー

閉じにくくなってきた場合、レバーを回転するピボット部に薄く

psi)
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チェーンの磨耗

新しいチェーン(11)は、ピンの中心からピンの中心までの距離を測ると、チェーンリンク12個で12

インチになります。もし、チェーンが12インチ以上あり、1/16インチ(0.5%)長い場合、チェーンを交

換する時期です。もし、チェーンが1/8インチ(1%)以上長くなっている場合、カセット(9)もチェーン

と一緒に交換してください。物差しでの計測が難しい場合、お近くの自転車ショップでチェーン磨

耗測定ツールをお買い求めください。また、測定に不

ショップにお持ちください。

チェーンやその他動作するパーツには潤滑油を差して、常にきちんと動作するようにしてくださ

い。特に動作するパーツが乾燥してくると、潤滑油は必須です。チェーンは、MATEを洗浄した後

や雨天などで濡れた後、特に塩分を含む水に濡れ

ン用の潤滑油を使用してください。多目的潤滑油はホコリなどを引き寄せてしまい、チェーンの寿

命を短くしてしまう可能性があります。

シートポスト

シートポストのクイックリリースが

潤滑油を塗ってください。クイックリリースを開け閉めしてピボット部がスムーズに動くようになっ

たらシートポストのクイックリリースをきちんと閉じてください。

タイヤ圧

タイヤ圧は、最低1ヶ月に2回、できれば週に1回チェックしてください。タイヤ圧は1.4 bar (20 

になるようにしてください。タイヤ圧が低すぎると下記のようなことが生じます。

※タイヤ圧は製品ロットにより異なる場合がありますので、実際のタイヤの表記を必ずご

確認ください

1. 充電毎の走行距離が短くなる

2.

 

タイヤの磨耗量の増加

3.

 

パンクのリスクの増加

4.

 

オーバーステアしてしまう(自分が思っている以上に曲がって進んでしまう状態)

メンテナンス
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メカニカルブレーキ

ブレーキが軽いと感じる時は、ブレーキケーブルの調整が必要というサインです。ブレーキレバー

付近にある調整ボルトを回して調整してください。ハンドルバーがブレーキレバーに近づくことに

より、ブレーキパッドもブレーキローターに近づき、ブレーキ力を高めます。もし、この手順で変化

がなければ、何がブレーキ力を弱めているか原因究明してから対処法を見つけることになります。

ブレーキの異音
• 消毒用アルコールを布きれに浸透させ、ローターに残るオイルや残留物を拭き取ってください。

• パッドのやすりがけ(道路のホコリなどの堆積物の除去)

• ピンチボルトを取り外し、パッドとパッドホルダーを取り外してください。パッドとホルダーを指や六角

レンチを使って優しく上から押し出してください。キャリパーから取り外せたら、パッドは簡単にホルダ

ーから取り外せます。

バレルアジャスター

ピンチボルト

キャリバーボルト
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• 注意しながら均一に表面を金属やすりでやすりがけしてください。

• 最後に、パッドをホルダーに戻しホルダーをキャリパーに装着してください。その後に、ケーブ

ルを元の位置に戻し、ピンチボルトをしっかりと締め付けてください。

• 磨耗したパッド：パッドが0.5mmより薄くなっている場合、新しいパッドを購入してください。

上記の手順に従って交換してください。該当モデルについての詳細はブレーキの取扱説明書

を参照してください。ブレーキパッドを交換するのに不安を感じたら、お近くの自転車ショップ

またはMATE.BIKE SERVICE LABOへお持ち込みください。

 

 

ブレーキが効かない
 

• ブレーキレバーが「ボトムアウト」(ブレーキレバーを握るとハンドルバーに接してしまう状態)し

ていないか確認してください。

• そのような場合、ブレーキキャリパーにあるピンチボルトを緩め、ブレーキケーブルの長さを短

くするため、少し引っ張ってください。そして、ピンチボルトがケーブルに対して垂直になるよう

に締め付けて、ブレーキ力をチェックしてください。握った時に、ブレーキが固すぎると感じた

ら、ピンチボルトを再度緩めケーブルを少し長くして調整してください。ボルト締めをして動作

確認を再度してください。お好みのブレーキ動作の固さになるまで上記の手順を繰り返してく

ださい。

• ブレーキレバーの調整が終わったら、MATEを持ち上げてホイールを回転させ、ホイールがス

ムーズに回転していることを確認してください。スムーズに回転していることを確認したら、準

備OKです。

• もしホイールが全くスムーズに回転しない場合、ピンチボルトを緩ませ、ケーブルに少しだけ緩

みをもたせてからボルト締めしてください。

• ホイールが大体スムーズに回転する場合は、ブレーキレバーから突き出ているバレルアジャス

ターを時計回りに回転させレバーのテンションを上げてケーブルの長さを短くさせて調整して

ください。1/4周ずつ回し、ホイールの回転をチェックしてください。もし、レバーが軽くなりす

ぎてしまった場合、今度は1/4周ずつ反時計回りにバレルアジャスターを回し、お好みのレバー

の固さになるようにして、再度ホイールの回転の確認をしてください。お好みのレバーの固さに

なるまで、またホイールがスムーズに回転するまで上記の手順を繰り返してください。

• ブレーキパッドが汚れてしまっている。ブレーキパッドを取り外し、やすりがけして、パッドホル

ダーにしっかり装着し直してください。
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ブレーキがうるさい

. 消毒用アルコールを布きれに浸透させ、ローターに残るオイルや残留物を拭き取ってください。

. パッドをやすりがけし、パッドホルダーにしっかりと再装着してください。この方法により、オイル

やホコリなどの堆積物の層を取り除きます。注 : 油圧ブレーキの場合、ホイールやパッドを取り外す

時にレバーを引かないようにしてください。この手順に不安を感じたら、お近くの自転車ショップ

またはMATE.SERVICE LABOにご予約の上、製品をお持ちください。

. 磨耗したパッド：パッドが0.5mmより薄くなっている場合、新しいパッドを購入してください。該

当モデルについての詳細はブレーキの取扱説明書を参照してください。

メンテナンス
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油圧ブレーキ(搭載されている場合)

· ブレーキが軽いと感じたら、上記のメカニカルブレーキの手順と同じように調整することができ

ます。大きな違いは、パッドが磨耗してくると自動的に調整されるという所です。なので、ローター

とパッドの距離は油圧ブレーキではあまり関係ありません。原因としてブレーキフルード（ブレ

ーキオイル）が足りないのかもしれません。詳細はブレーキの取扱説明書を参照してください。

※油圧ブレーキの場合、ホイールやパッドを取り外す時にレバーを引かないようにしてください。

この手順に不安を感じたら、お近くの資格を有するメカニックに依頼してください。

警告 : ブレーキが正しく動作しない場合、MATEには絶対に乗らないでください。MATEをお近く

の自転車ショップまたは資格を有する自転車メカニックに修理を依頼してください。上記手順やこ

の警告に従わない場合、重大なケガや死亡事故につながります。

注意: メンテナンスや点検修理はMATEの所有 者の責任です。これに従わない場合、保証対象

外となり、MATE本体または部品の破損や事故 につながります。
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タイヤ、インナーチューブ、チェーン、ブレーキパッドなどの磨耗しやすい部品のスペアと潤滑油を

常備することをおすすめします。

交換が必要な商品があっても交換方法がよくわからない場合は、MATEをお近くの自転車ショッ

プにお持ちください。対象の部品調整はケーブル／ハウジング、ベアリング調整、ブレーキ調整、ホ

イール調整です。MATEのパフォーマンスを維持するため、MATE純正品を必ず使用してください。

交換部品

警告 : その他の機械的部品全般と同じように、MATEにも磨耗や疲労が生じます。素材や

部品によって磨耗や疲労の仕方が変わります。予想される寿命より長くお使いの場合、突

然故障が起こり、ケガの原因になるかもしれません。負荷がかかる部分でのいかなる亀

裂、キズ、変色がある場合、その部品の寿命が過ぎているサインであり、交換する必要性

があります。

磨耗している部品の修理・交換をしない場合、MATEが操縦不能となり重大なケガや死

亡事故につながります。
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MATEを長く楽しむコツ

· 定期的に、最低年に1回、自転車メカニックによる点検修理またはオーバーホールを行ってくださ

い。MATEを頻繁になるのであれば、頻繁に点検してもらいましょう。

· MATEは雨天や水の飛び跳ねに対応していますが、電気機器が浸水しないようにしてください。

· MATEを洗浄する際、水と洗剤だけを使用してください。水ですすぐ時は、庭などで使われるよ

うな通常のホースの水圧のものを使用してください。モーターやピボット、接続部、またはベアリン

グが搭載されている部分に直接水をかけないようにしてください。ヘッドセットや下部ブラケット

やハブもこれに含まれます。高圧ホースは絶対に使用しないでください。

· MATEが濡れてしまったら、サビなどの侵食を防ぐため、車体や部品を乾かしてください。MATE

の車体とバッテリーは乾燥している場所で保管してください。

警告 : バッテリー、モーターやコントローラーを分解しないでください。分解してしまうと

保証対象外となり、とても危険です。異常や問題がある場合、当社にご連絡をいただく

か、お近くの自転車ショップにご相談ください。メンテナンスを行う際は必ずバッテリーを

取り外してください。これに従わない場合、重大なケガや死亡事故につながります。
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◆保証について
MATE.BIKE社（メイトバイク社）は、自らの単独の裁量により、損傷、不具合、故障または他の損害が、
MATE.BIKE製品保証の対象となる原因によるものであるか否かを決定いたします。

◆保証条件
・本保証は、適用される強行法規によって別段の決定がなされない限りMATE.BIKEの原所有者のみに適
用されます
・保証請求を行う場合、保証請求が処理されるためには、自転車の納品後２週間以内にMATEオーナー
登録を登録完了させる必要があります。また、オーナー登録された名義のご本人のみ保証請求が可能と
なります
・保証請求は、問題発生日から２ヶ月以内に実施する必要がございます
・本保証は、交換パーツそれ自体のみを保証対象とし、配送料や部品装着の費用を負担するものではあ
りません
・自転車販売店が行ういかなる保証サービスまたは保証により交換されるいかなる部品についても、必
ず事前にMATE.BIKE社から承認を受けることとし、例外は認めないものとします。また、MATE.BIKE社
は、あらゆる保証請求について、却下する権利を留保します

◆保証の対象外
製品を定期的に点検し、通常のサービスや部品交換の必要性をチェックするのはお客様の責任において
実施していただいております。

・取扱説明書の指示に対する不遵守、改造（カスタム）または不適切な組立に起因する損傷または欠陥
・不可抗力、事故、乱用、誤使用、放置、酷使、雨ざらし保管、商業的使用
・MATE.BIKEまたはその部品の通常の損耗（例：タイヤ、インナーチューブ、ブレーキパッド、チェー
ンなど）
・不具合発生後のMATE.BIKEの使用や、自主的な修復を試みたことにより不具合発生時の当該箇所の状
況確認が困難となっている車体
・MATE.BIKEに関する高度な知識を持つ修理対応店舗により行われた修理である場合を除く修理を試み
たことによるパーツの損傷
・MATE.BIKEまたはその部品に対する無許可の改造（カスタム）
・国内基準に適合しない仕様または設定となっている車体及び、当該車体を使用したことによる損傷
・サイト掲載画像と実際の製品の色味や質感の差異等
・機能面及び使用面に影響のない音や振動などの感覚的事象
・製造過程、点検整備中にやむを得ず生じる微細な傷、一度でも使用されたあとで発見された傷や塗装
の不具合
・輸送中にやむを得ず生じる外観上の微細な傷、雨による多少の濡れ
・個人輸入やクラウドファンディング等の並行輸入品・中古品・セカンドオーナー
・時の経過による変化で発生したもの（塗装面、メッキ面、プラスチック部の色の退色など）
・点検、清掃、整備のための費用
・直営店（MATE.BIKE SERVICE LABO）以外での修理費用
・電話代、運送代、レンタカー代等の修理に付随する費用
・休業補償ならびにMATE.BIKEを使用できなかったことによる損害

保証
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◆14日間限定 初期不良保証
お客様がMATE.BIKEを受け取ってから14日以内に、重大な欠陥（意図したとおりに自転車を運転するた
めの所有者の能力に著しい影響を及ぼすもの）がMATE.BIKEに発生した場合、弊社は、自らの裁量によ
り、お客様のMATE.BIKEの欠陥パーツを修理もしくは交換するか、または修理不能の場合には、合理的
な期間内に、MATE.BIKE全体を返品交換させていただきます。
上記のとおり、弊社は、自らの単独の裁量により、損傷、不具合、故障または他の損害に関する請求が、
「重大な欠陥」によるものであるか否かを決定いたします。これに該当する欠陥による修理または交換
については、MATE.BIKE社が費用を負担して行います。

無償交換対応、または返品・返金対応の場合、納品時にMATE.が梱包されていたボックスが必要になり
ますので、初期状態の確認が完了するまでボックス及び梱包材は破棄しないでください。
※ボックスがない場合、配送業者による集荷配送にて対応いたします。配送に関わる費用に関しまして
はお客様負担となりますことを予めご了承ください。
※大型商品のため対応にお時間をいただく場合がございます。
※交換商品が完売している場合、返金対応になりますので予めご了承下さい。
※製品のご納車後、必ず製品の状態確認を行って頂きますようお願い致します。

◆2年間限定 部品保証
部品保証の対象は次の部品に限ります。
フレーム本体/ディスプレイ/コンピューター/モーター/配線/バッテリー(1年)

上記の部品については、お客様がMATE.BIKEを受け取った日から2年間、メーカーによる材料または製
造上の欠陥がないことを保証します。本保証は、通常の損耗を対象としていません。

通常の走行や自然な摩耗により損傷する可能性があるため、以下の部品は保証の対象外となります。
ブレーキ/タイヤ/フォーク/リアサスペンション/ステム/ハンドルバー/グリップ/シートポスト/サドル
/ブレーキ/ボトムブラケット/クランクセット/ペダル/リム/スポーク/ホイールハブ/フリーホイール/ス
プロケット/ディレイラー/シフター/ワイヤリングハーネス/キックスタンド/リフレクターおよび金具類。
その他消耗品の消耗、磨耗と考えられるもの。
アクセサリーパーツ、オプションパーツにつきましても同様に本保証の対象外となります。

上記の2年間限定部品保証は、交換パーツそれ自体のみを保証対象とし、配送料や部品装着の費用を負担
するものではありません。
お客様がご自身のMATE.BIKEに修理が必要と考える場合または問題が発生していると考える場合、MATE
.BIKE CUSTOMER SERVICEにお問い合わせいただくか、お客様のMATE.BIKEを最寄りの電動自転車販売
店にお持ち込みいただき、保証適用の判断とサポートを受けられることをお勧めいたします。

1年間限定 バッテリー保証
リチウムイオンバッテリーについては、最初の購入日から1年間、メーカーによる材料または製造上の欠
陥がないことを保証します。バッテリーの使用状況を知ることができないため、弊社では、バッテリー
の寿命または充電容量の減少を保証することはできません。

◆保証の適用地域・適用車種
本保証は、日本国内で使用され･日本国内で販売された車体のみに適用いたします。したがって、海外へ
持出す場合は、その時点で保証が打切りになります。

◆保証の流れ
サイト内[help]の「お問い合わせフォーム」ページよりお問い合わせ種別の『保証・初期不良』を選択い
ただき、MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにお問い合わせをお願い致します。

頂いた内容を元に担当者が不具合内容に関するサポートを行います。保証対象の場合、不具合箇所を確認
後お客様のご自宅へ交換パーツを送付させていただきます。交換パーツの取り付けはお客様自身で行って
いただきます。お客様自身での取り付けや修理が困難な場合、お近くの自転車ショップにお持ち込み頂くか、
弊社でお客様の車体を引き上げ、修理を行います。修理完了後お客様のご自宅へ車体を配送致します。



MATEの電源が入らない、

または、チャージャーが接

続されているときだけ電源

が入る。

1. キーが3番目の「O(オン)」になっていることを確認してください。

2. チャージャーのライトが緑になるまでバッテリーを４時間フル充電してくださ

い。*「バッテリーを充電する」を参照してください。

3.ケーブルの接続状態を確認し、ダメージやひどい汚れ・異物がないか確認してく

ださい。

4. MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにご相談ください。

バッテリーに接続されてい

てもチャージャーのライト

が緑のまま、またはバッテ

リーがフル充電できない。

1. チャージャーをバッテリーに接続した後に、コンセントを差してください。

2. 複数のバッテリーを充電する場合、それぞれ充電が完了したらコンセント

を抜いてください。

3. MATEからバッテリーを取り出してから充電してください。

4. マルチメータを使って電力があるかを確認してください。また、電圧が正し

い値であれば、チャージャーにその値が表示されます。

5.「バッテリーを充電する」を参照してください。

6.

MATEに電源は入るが、ペ

ダルアシストやスロットル

が機能しない。

"1. パワーアシストレベルが「1」以上の値であることを確認してください。アシスト

やスロットルはレベル「0」では作動しません。 

2. MATEを再起動し、起動中にブレーキレバーを引かないでください。(ブレーキは

「モーター・キル・スイッチ」です。) 

3. アシストレベルパーセント、電圧レベル、スロットルレベルの設定をディスプレイ

設定で確認してください。*お客様のモデルのディスプレイの取扱説明書を参照し

てください。 

4. ケーブルの接続状態を確認し、ダメージやひどい汚れ・異物がないか確認して

ください。 

5. ブレーキセンサーケーブルを一本ずつ外し、どのケーブルが作動しないのか確

認してください。

6.「エラー25」がディスプレイ表示されている場合、MATE.BIKE CUSTOMER

SERVICEにブレーキセンサーの感度を調整する方法についてお問い合わせください。

7. スロットルが最近装着された場合、また、上記の方法で解決できない場合は、デ

ィスプレイで初期化してください。 

8. MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにご相談ください。

故障かな？と思ったら 
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MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにご相談ください。



Error 08H、21、または

24Hがディスプレイに表示

される

“1. ダメージや異物・汚れがあるか、またはプラスチックが焦げたような匂いがす

るかなど、ケーブルの接続状態を確認してください。(コントローラーへの配線も含

みます。) 

2. バッテリーやケーブルなどが熱を持っていないことを確認してから、MATEを再

起動してください。 

3. 登り坂や荷重がかかっている場合は、スロットルの使用を控えペダルを使用す

るようにしてください。 

4. お客様のMATEのモデルと今の設定制限が合致しているかディスプレイ設定

で確認してください。設定が高い場合は、道の状態や必要性を考慮して制限を低

くしてください。 

5 MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにブレーキセンサーの調整について
お問い合わせください

Error 25がディスプレイに

表示される

“1. ブレーキ調整を確認し、締めすぎかパッドが摩耗していないか確認してください。 

2. ケーブルの接続状態を確認し、ダメージやひどい汚れ・異物がないか確認してください。

3. レバーのブレーキセンサーケーブルを一本ずつ外し、どのブレーキがエラーを生じさせ

ているのか確認してから、その旨をMATE. BIKEカスタマーサービス  。いさだく絡連ごに

4. ブレーキライトを外し、エラー表示が解消される場合はその旨をMATE. BIKEカスタ

マーサービス  。いさだく絡連ごに

5. MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにブレーキセンサー調整についてお問い

合わせください。

Error 30、また

は”Communication No 

Signal”がディスプレイに

表示される

1. ダメージや異物・汚れがあるか、またはプラスチックが焦げたような匂いがする

かなど、ケーブルの接続状態を確認してください。(コントローラーへの配線も含み

ます。)

2. バッテリーやケーブルなどが熱を持っていないことを確認してから、MATEを再

起動してください。

3. ディスプレイのプラグを抜き、異常が無いか確認し、ディスプレイのプラグを再

度差し込み、MATEを再起動しでください。

4. クランク付近のPASセンサーのプラグを抜き、コントローラーに再度接続し

MATEを再起動してください。

5. スロットル、ライト、コントローラーなどのアクセサリーのプラグを一つずつ抜い

て、どれがエラーを起こしているのか確認してください。

6. ディスプレイで初期化してください。MATEを再起動してエラーが解消されるか

確認してください。

7. MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにお問い合わせください。
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走行距離が短い、進み

方がおかしい、ペダル

を漕ぎづらい

“1. タイヤに表記されている値までタイヤに空気を入れてください。 

2. パッドに磨耗がないかブレーキ調整を確認してください。(タイヤ

を持ち上げて回転させ、磨耗していないか確認してください。) 

3. いつもより長く充電する、または本説明書内のバッテリーの章に

あるバッテリーセルバランスを行ってください。 

4. MATEを自転車ショップで何が問題なのか点検してもらってくだ

さい。 

5. 

 

バッテリーがフル充電

しない

1. バッテリーが新品であれば、チャージャーのライトが緑に変わっ

た後最大4時間まで充電してください。

2. 充電するのに適切な値がバッテリーに流れているかチャージャー

の電圧を確認してください。

3. バッテリーのヒューズをチェックしてください。損傷があれば、交

換してください。

4. 本説明書の充電の章を参照してください。

5. 
6. 保証期間が過ぎている場合は、e-BIKEやバッテリー販売店にて

診断・点検してもらい、必要であればバッテリーを交換してください。

MATEを再起動する

と、ディスプレイが日

時や他の設定項目を

保存しない(ディスプレ

イの充電が必要です)

1. MATEの電源を入れ、ディスプレイで自動OFF機能を解除し

て、MATEをチャージャーに接続してください。(最大36時間)

2. MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにご相談ください。
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MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにご相談ください。

MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにご相談ください。



ブレーキが軽すぎる、

またはブレーキの異

音が気になる(ブレー

キの修理または調整

が必要です)

1. ブレーキメンテナンスの章を参照してください。

2. 芯ずれや磨耗がないかブレーキ調整を確認してください。

3. オイルやグリースが付着していないか確認し、アルコールでブレ

ーキローターを掃除してください。

4. MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにブレーキの調整方
法についてご相談ください。

5. 自転車ショップでMATEのブレーキの点検を行ってください。

6. MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにお問い合わせくだ
さい。

ギアが正しく切り替わ

らない (ディレイラー

の調整が必要です)

1. リアディレイラーハンガーが正しい位置にあるか確認してくださ

い。(特に転倒や配送時などMATEがディレイラーハンガー側に倒れ

た場合)

2. シフターケーブルのテンションが正しく調整されているか確認し

てください。*ディレイラー調整を参照してください。

3. 

4. 自転車ショップでMATEのギアやシフト調整の点検を行ってくだ

さい。
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MATE.BIKE CUSTOMER SERVICEにお問い合わせくだ
さい。



会社 

MATE.BIKE International IVS

Landemærket 29

1119 Copenhagen

Denmark

商品　　　　 e-BIKE

ブランド MATE.BIKE

アイテム MATE X 250w1

Serial no. JPTF-0250SY(XX)BM-(XXX)  

本適合宣言書は製造者の責任義務により発行されています。

上記の製品は、用途に沿った使い方がされた場合、下記規格の必要事項に遵守しています:

Japanese Industrial Standard (JPDI) : D9115-2018

日本産業規格

クリスチャン・アデル・マイケル ジュリー・クロンストロム・カートン

       

1 MATE.BIKEモデルで次に該当するもの: i) 最高出力250W, ii) 24 km/時になったらモーターの電源は切れなければならない, 

iii) ペダルを漕いでいる時(スロットル時は含まない)にだけアシスト機能が作動する。

Copenhagen, Mag 25th 2020

Founder




