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必読！安全運転のために
運転の前に

この章にあげた、日常走行する上での基本
的な注意事項を守り、安全運転を心がけて
ください。

車の購入当初は、誰でも細心の注意をは
らって運転しますが、慣れるに従い注意を
怠ってしまいます。事故防止のため、いつ
も細心の注意をはらって運転しましょう。

重要な事項を書いたラベルが車に貼られ
ています。これらの注意をいつもお守りく
ださい。

◇取扱説明書をよく読んで安全な運転を
しましょう。

◇ヘルメットを正しくかぶりましょう。
不適切な着用は転倒時などにヘルメッ
トが脱げてけがをするおそれがありま
す。

◇インバータ、モータは熱くなります。
人が触れることのない場所に駐車する
などの配慮をしましょう。

◇ヘッドランプを昼間はロービーム点灯
しましょう。

◇安全運転、迷惑防止のため不正改造は行
わないようにしましょう。

◇定められた点検整備をメンテナンス
ノートに従って励行しましょう。

■安全な運転は正しい服装から
● ヘルメットを必ず着用してください。
頭にしっくり合ったS、S GまたはJI S
マークのある二輪車用ヘルメットをか
ぶり、あごひもをしっかり締めましょ
う。

● ヘルメットシールドまたはゴーグルを
使用してください。

● グローブを着用してください。グローブ
は摩擦に強い皮製が適しています。

● 服装は明るく目立ち、体の露出の少ない
長袖、長ズボンを着用してください。万
一のとき身体への衝撃を軽減します。

● 運転を阻害するような服装はやめま
しょう。そで口の広い服や、すそ広のズ
ボンなどは運転操作の邪魔になります。

● 運転操作のしやすいくるぶしまで覆う
靴をはいてください。

ラベル



必読！安全運転のために
■点検整備をしましょう
事故や故障を未然に防ぐため、日常点検と
定期点検を必ず実施してください。
いつもと違う音や臭いがした場合などは、
スズキ販売店で点検を受けてください。

■乗車定員は1名
運転者以外の人を乗せることはできませ
ん。

ヘルメットを正しくかぶってください。
正しくかぶらないと事故の際重大な傷害
を負う可能性が高くなります。

ヘルメット

明るい服装

操作しやすい靴

グローブ
3



必読！安全運転のために
運転の前に

■ 法定最高速度は30km/h
車の速度が法定最高速度（30km/h)を越え
ると、スピードインジケータが点滅し運転
者に注意をうながします。

■荷物
● 荷物を積むと、積まないときに比べ操縦
性・安定性が変わります。

● 荷物はゴムバンドなどでしっかり固定
してください。

● 荷物の積載は下記重量までです。積み過
ぎないようにしてください。

● 荷物は下記以外の場所に積まないでく
ださい。

スピードインジケータ
シート下専用充電器
搭載スペース
7.5kg以下

リヤキャリア
3kg以下

バスケット
5kg以下

フロントラック
2.2kg以下

フロントフック
1.5kg以下

● フロントフックには車体からはみ出し
たり、足に当たったりするような大きな
荷物は掛けないでください。走行やハン
ドル操作に支障をきたすおそれがあり
ます。

● フロントラックから荷物がはみ出さな
いようにしてください。ハンドル操作に
支障をきたすおそれがあります。
4



必読！安全運転のために
運転中は

■乗りかた
● 運転中は両手でハンドルを握り、足をス
テップボードに置いてください。

● 急激なハンドル操作や片手運転は絶対
にしないでください。横滑りや転倒の原
因となります。

■風が強い日は
横風が強いとき、トンネルの出口や橋の
上、あるいは大型トラックに追い越された
り追い越したりするときは、横風を受けて
車が流されることがあります。
スピードを抑え、ハンドルをしっかり握っ
て運転しましょう。

■雨の日、雪の日は
● 路面が滑りやすいので急加速、急減速、
急ブレーキは避けてください。

● 普段よりスピードを落として、早めにブ
レーキをかけてください。
5



必読！安全運転のために
運転中は

■ 駐車するとき
車から離れるときは、必ずハンドルをロッ
クし、キーは抜いてお持ちください。
● 交通の邪魔にならない場所に駐車して
ください。

● 違法駐車はしないでください。
● 車は平らな場所に、ハンドルを左にきっ
て駐車してください。ハンドルを右に
きった状態での駐車は避けてください。

● やむをえず傾斜地、砂利の上、凸凹な
所、やわらかい地面などの不安定な場所
に駐車するときは、車が転倒したり、動
いたりしないように十分注意してくだ
さい。

● 走行中および停止後しばらくの間は、イ
ンバータ、モータなどに触れないでくだ
さい。

● 他の人がインバータ、モータなどに触れ
ることのない場所に駐車してください。

走行中および停止後しばらくの間は、イン
バータ、モータなどが熱くなっています。
このとき触れるとやけどを負うおそれが
あります。

インバータ
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必読！安全運転のために
車の整備など

■不正改造はやめましょう
車の構造や機能に関係する改造は、操縦性
を悪くしたり、しいてはお車の寿命を縮め
ることになります。このような改造は法律
に触れるばかりでなく、他の人の迷惑とな
ります。
お車の改造は保証の適用を除外されます
のでご了承ください。

● 部品の取外しは行わないでください。事
故や故障の原因となることがあります。

● あなたのお車に適したスズキ純正部品
をお使いいただくことをおすすめしま
す。純正部品は厳しく検査し、スズキ車
に適するように作られています。純正部
品には下記の表示があります。

■スロットルグリップに磁気を
帯びたものや磁気の影響を受
けるものを近づけないでくだ
さい

磁石を使用した製品や磁気カードなどを
スロットルグリップに近づけないでくだ
さい。
7



8

取扱いの方法
各部の名称

リヤブレーキレバー

ヒューズ(P.49)

フロントフォーク

U字ロックホルダ(P.20)

バッテリ(P.25)

フロントブレーキレバー

スロットルグリップ

フロントバスケット(P.20)



取扱いの方法
メインスイッチ
ハンドルロック(P.18)

スタンドグリップ

リヤキャリア

－－－部は見えない部分を示します。
メインスタンド

フロントフック(P.20)
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取扱いの方法
メータの見かたメータの見かた

メインスイッチをONにすると全液晶セグ
メントおよびスピードインジケータ、エ
ラー警告灯、走行可能インジケータが約2
秒間点灯します。

■スピードメータ
車の走行速度をkm/hの単位で示します。

■オドメータ/トリップメータ
走行モードのとき、オドメータもしくはト
リップメータ1または2を表示します。
● オド/トリップ切替スイッチを押すと右
図のように切り換わります。

● メインスイッチを OFF にした時点の設
定が記憶されます。

スピードメータ パワーモード表示

エコモード表示
出力制限表示

右ターンシグナル
インジケータ

エラー警告灯

走行可能
インジケータ

時計

START/MODEスイッチオド/トリップ切替スイッチ

オドメータ/
トリップメータ

モータ出力表示灯/
回生ブレーキ表示灯

スピード
インジケータ

左ターンシグナル
インジケータ

バッテリ残量表示

法定速度を守りましょう。 安全のため、スイッチの操作は必ず停車中
に行ってください。
10
＜オドメータ＞

● 走行した総距離をkmの単位で示します。
● 定期点検の目安となります。

＜トリップメータ＞

● TRIP1,2 2つのモードがあります。
表示範囲は0.0～9999.9です。

● オド/トリップ切替スイッチを2秒以上
押すとリセットされ、“0.0”を表示しま
す。
リセットされるのは表示している
TRIP1または2だけで、表示していない
方はそのままです。
＜トリップメータ1＞

＜トリップメータ2＞

＜オドメータ＞



取扱いの方法
■バッテリ残量表示
バッテリ残量の目安を表示します。
バッテリ残量の減り方は、車両状態、道路
環境、気象状況、運転方法、バッテリ状態
などにより異なります。

■パワーモード/エコモード

走行モードのとき、パワーモードまたはエ
コモードを表示します。
● START/MODE スイッチを押すとモー
ドが切り換わります。

● メインスイッチを OFF にした時点の設
定が記憶されます。

● インバータ、コントローラ、バッテリな
どに故障が発生したときに、エラー警告
灯が点灯し、オドメータ/トリップメー
タ部に“Error”が表示されます。

● バッテリが正しく装着されていないと
きは、オドメータ/トリップメータ部に
“CHEC”が表示されます。“CHEC”が
表示された場合、メインスイッチを一旦
OFFにし、“カチッ”と音がするまでバッ
テリ上部を押して完全に挿入した後、再
度メインスイッチをONにしてくださ
い。

残量の表示 バッテリの残量

87～100％

72～86％

57～71％

41～56％

25～40％

充電してください
8～24％

0～7％

● 残量表示が最後の 1 灯が点滅したとき
は、早めに充電してください。

● 最後の1灯と マークが点滅したとき
は、アラームの“ピー、ピー、ピー”音
が断続的に鳴ります。

● 残量表示の外枠と マークが点滅した
ときは、アラームの“ピー、ピー”音が
断続的に鳴り続けます。

ECOモードで走行すると、バッテリーの
消費が少ないため、1回の充電で走行でき
る距離が延びます。
11



取扱いの方法
メータの見かた

■ 出力制限表示 ● 本来の出力が出ないときや、始動待ち
モードのときにスロットル操作があっ
た場合に マークが点灯します。

● バッテリ温度、モータ温度、サーキット
温 度 が 異 常 に な っ た と き 、部 位
( “BATTERY” 、 “MOTOR” 、
“CIRCUIT” )と原因( “HEAT” 、
“COOL” )のインジケータが組み合わ
せで点滅します。
バッテリの温度が高くて、本来の出力が
出ないときは、“BATTERY”と“HEAT”
が点滅します。

スピードメータ パワーモード表示

エコモード表示
出力制限表示

右ターンシグナル
インジケータ

エラー警告灯

走行可能
インジケータ

時計

START/MODEスイッチオド/トリップ切替スイッチ

オドメータ/
トリップメータ

モータ出力表示灯/
回生ブレーキ表示灯

スピード
インジケータ

左ターンシグナル
インジケータ

バッテリ残量表示
12
● 走行可能インジケータ(READY) が点
灯し、走行モードになっていれば走行で
きます。部品の加熱や冷えすぎが考えら
れますので、一旦走行を停止し、しばら
く放置することをおすすめします。

● 始動待ちモードのときに点灯する場合
は、スロットルが開いていることが考え
られます。スロットルを一旦戻すと、出
力制限表示は消灯し、それ以後は走行が
可能です。



取扱いの方法
■モータ出力表示/回生ブレー
キ表示

＜モータ出力表示＞

モータの出力を10段階で表示します。
出力が増加すると、パワーレベルの目盛り
が右へ増加します。

＜回生ブレーキ表示＞

回生ブレーキでバッテリが充電されてい
るときはパワーレベルの目盛りが右から
左に流れて表示します。

■時計
メインスイッチをONにすると時計を表示
します。(12時間表示)

＜調整のしかた＞

● START/MODEスイッチ、オド/トリッ
プ切替スイッチを同時に2秒以上押すと
表示が点滅します。

● オド / トリップ切替スイッチで時表示、
START/MODEスイッチで分表示を調
整します。スイッチを押し続けると、早
送りされます。

● START/MODEスイッチ、オド/トリッ
プ切替スイッチを同時に2秒以上押し通
常表示に戻します。

■スピードインジケータ
30km/hを越えると点滅します。

■ターンシグナルインジケータ
ターンシグナルランプが作動すると点滅
します。

回生ブレーキとは、エンジン車のエンジン
ブレーキに相当します。走行中にスロット
ルグリップを戻したときに発生するブ
レーキ力のことです。 安全のため、スイッチの操作は必ず停車中

に行ってください。
13



取扱いの方法
メータの見かた

■ 走行可能インジケータ

点滅
始動待ちモードです。スロットルグリップ
を手前に回しても発進できません。
点灯
走行モードです。スロットルグリップを手
前に回すと発進できます。

■エラー警告灯

インバータ、コントローラ、バッテリなど
に故障が発生したときに点滅します。

スピードメータ パワーモード表示

エコモード表示
出力制限表示

右ターンシグナル
インジケータ

エラー警告灯

走行可能
インジケータ

時計

START/MODEスイッチオド/トリップ切替スイッチ

オドメータ/
トリップメータ

モータ出力表示灯/
回生ブレーキ表示灯

スピード
インジケータ

左ターンシグナル
インジケータ

バッテリ残量表示
14
■ START/MODEスイッチ

＜始動待ちモード時＞

メインスイッチをONにして、始動待ち
モードになったときに、このスイッチを押
して走行モードにします。

＜走行モード時＞

走行モードのとき、このスイッチを押して
パワーモードとエコモードを切り換えま
す。

安全のため、スイッチの操作は必ず停車中
に行ってください。



取扱いの方法
スイッチの使いかた

■シャッタ付メインキー
盗難やいたずら防止のため、シャッタ付メ
インキーを装備しています。車から離れる
ときは、シャッタを閉じましょう。

キーのマグネット部を窓にはめ込み、左に
回してシャッタを閉じます。
同様に右に回してシャッタを開けます。

＜キーの取扱い＞

この車にはキーが2個とキー番号を印した
プレートがセットされています。

閉じる 開く

シャッタを閉じるときは右側のマーク、開
けるときは左側のマークにキーを合わせ
てください。

閉めるとき開けるとき

● スペアキーは大切に保管してください。
● ブランクキーを注文するとき、プレート
のキー番号が必要になります。大切に保
管してください。
番号を控えることをおすすめします。

キー番号　　　　　　　　　　　　　

番号
15



取扱いの方法
スイッチの使いかた

■ メインスイッチ
電気回路のON-OFFをキーを回して行い
ます。

ON

● 走行ができます。
● ヘッドランプ、テールランプ、メータラ
ンプが点灯します。

● スイッチ、ランプ類が使えます。
［ターンシグナル、ホーン］
● キーが抜けません。

OFF

● 走行できません。
● ランプ類が使えません。
● キーが抜けます。

LOCK

● ハンドルがロックします。
● ランプ類が使えません。
● キーが抜けます。

SEAT OPEN

● キーを左に回すとシートロックが解除
されます。

ONOFF

LOCK

走行中はキーを操作しないでください。
思わぬ事故につながることがあります。
キーは停車後操作してください。

● メインスイッチをONのままにしておく
とバッテリあがりの原因となります。

● 車から離れるときは、盗難防止のためハ
ンドルをロックし、必ずキーを抜いてお
持ちください。
16



取扱いの方法
■ターンシグナルスイッチ
右折または左折するときや進路変更など
の合図に使います。

右折

スイッチを側に押すと、右側ターンシグ
ナルランプが点滅します。

左折

スイッチを側に押すと、左側ターンシグ
ナルランプが点滅します。
スイッチを押してランプを消します。

ターンシグナルスイッチは自動的に解除
されません。使用後は、必ずスイッチを押
して解除してください。点滅したままにし
ておくと周囲の誤判断を招き、事故を起こ
すおそれがあります。

ターンシグナルランプの電球（バルブ）に、
正規ワット数以外のものを使用すると
ターンシグナルが正しく作動しません。
必ず正規ワット数の物を使用してくださ
い。
それぞれのスイッチはメインスイッチが ON のときに作動します。

■ディマスイッチ
ヘッドランプの向きを切り換えます。

ハイビーム
スイッチを側に押すと、ヘッドランプ
が上向きになります。

ロービーム
スイッチを側に押すと、ヘッドランプが
下向きになります。

■ホーンスイッチ
スイッチを押すとホーン（警音器）が鳴り
ます。

ディマスイッチ

ホーンスイッチ

ターンシグナル
スイッチ

● ディマスイッチをハイビームとロー
ビームの中間位置に止めると、ハイビー
ムとロービームの両方が点灯すること
があります。このような状態で走行する
と、車両に損傷を与えるおそれがありま
す。

● ヘッドライトにはテープ類を貼らない
でください。

対向車や先行車があるときはロービーム
で走行してください。
17



取扱いの方法
ハンドルロックハンドルロック

車から離れるときは、盗難防止のためにハ
ンドルロックをかけましょう。

＜かけかた＞

1. ハンドルを左へいっぱいにきります。
2. キーを押しながらOFFから LOCKま

で回します。
3. キーを抜きます。

＜外しかた＞

キーを差し込み、押しながらOFFまで回し
ます。

シート

バッテリ、専用充電器、トランクの使用は
シートを開けて行います。

1. メインスイッチにキーを差し込み、左
に回してロックを解除します。

2. シートの後部を持ち上げ、シートを開
けます。

● シートを押し下げるとシートロックが
かかります。

ハンドルを左右に動かして、確実にロック
されているか確認してください。

走行前にハンドルを左右に動かして、切れ
角が左右均等かを確認してください。 押しながら

回す

ハンドルロックのかけかた

いっぱいにきる

シートロックの外しかた
18



取扱いの方法
ヘルメットホルダ

ヘルメットの盗難防止のため、ヘルメット
ホルダを使いましょう。

1. シートを開けます。
2. ヘルメットホルダにヘルメットの金

具をかけます。
3. シートを閉じます。

フロントラック

小物などを収納するラックを装備してい
ます。荷物の積載は2.2kgまでです。シートを開けたまま雨の中に放置しない

でください。バッテリや充電器を故障させ
る恐れがあります。また感電やショートに
つながることがあります。

シートがロックしたことを確認してくだ
さい。シートロックがかからない状態で運
転すると、走行に支障をきたすことがあり
ます。

● シートを軽く持ち上げ、ロックがかかっ
たことを確認してください。

● シート下にキーを置いたままロックす
ると、キーが取り出せなくなりますので
注意してください。

ヘルメットホルダにヘルメットをつけた
まま走行しないでください。運転の妨げに
なります。またヘルメットに損傷を与え保
護機能を低下させます。

ヘルメットによっては、ヘルメットの形状
やあごひもの長さにより、ヘルメットホル
ダに取り付けできないことがあります。

ヘルメット
ホルダ

フロントラックから荷物をはみださない
でください。ハンドル操作に支障をきたす
おそれがあります。

フロントラック
19



取扱いの方法
フロントフックフロントフック

買物袋などを掛けることができるフック
を装備しています。荷物の積載は1.5kgま
でです。

フロントバスケット

荷物などを収納するバスケットを装備し
ています。荷物の積載は5kgまでです。

U字ロックホルダ

オプションのU字ロックを格納することが
できます。

フロントフックには車体からはみ出した
り、足に当たったりするような大きな荷物
は掛けないでください。走行やハンドル操
作に支障をきたすおそれがあります。

フロントフック

フロントフック

フロントバスケットに充電器を入れて走
行しないでください。振動により充電器が
破損するおそれがあります。

フロントバスケット

U字ロックの種類や形状、大きさなどによ
り格納できない場合があります。

U字ロックホルダ
20



取扱いの方法
盗難防止のために、必要に応じてU字ロッ
クを使用してください。スイングアーム後
部の穴にU字ロックを通すことができま
す。U字ロックの種類や形状、大きさなど
により使用できない場合があります。
スペアバッテリ

<e-Let's>
e-Let'sは、充電器搭載スペースに充電器が
搭載されています。スペアバッテリは、車
両とは別に購入していただく必要があり
ます。

<e-Let'sW>
e-Let'sWは、充電器搭載スペースにスペア
バッテリが搭載されています。

メンテナンスノートの保管場所

シートを開けると充電器搭載スペースの
後部にメンテナンスノートを保管するス
ペースがあります。メンテナンスノートは
ビニール袋に入れてここに保管してくだ
さい。

充電器搭載スペースにスペアバッテリま
たは荷物を収納できます。荷物の積載は
7.5kgまでです。

● 充電器搭載スペースに、充電器もしくは
スペアバッテリを搭載することができ
ます。

● メインバッテリ残量が少なくなったと
きは、スペアバッテリと入れ替えてくだ
さい。

● スペアバッテリを使用する場合は、スペ
アバッテリが充電されていることを確
認してください。

メインバッテリ メインバッテリ

充電器 スペアバッテリ

<e-Let's> <e-Let'sW>

● 壊れやすいものや濡れたものは入れな
いでください。

● 車から離れるときは貴重品を入れたま
まにしないでください。

● 雨や洗車時など、ボックス内に水が入る
ことがあります。大切なものを入れる場
合はご注意ください。

メンテナンスノート
21
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バッテリの充電
充電器の取扱い

充電器を取扱うときは、次の「警告」「注意」
を守って正しく安全に作業してください。

● 充電をするときは必ず専用充電器を使
用してください。
バッテリなどが破損するおそれがあり
ますので、専用充電器以外は絶対に使用
しないでください。

● 植え込み型心臓ペースメーカー、植え込
み型除細動器、その他の医療用電気機器
を使用している方は、医師や医療用電気
機器製造業者などに充電による影響の
有無を確認してから充電を行ってくだ
さい。充電が医療用電気機器の作動に影
響をおよぼすおそれがあります。

● いつもと違う臭いがしたり、バッテリお
よび充電器から煙が出ているときは、す
ぐに充電を中止してください。

● シートを開けたまま雨の中に放置しな
いでください。バッテリや充電器を故障
させる恐れがあります。また感電や
ショートにつながることがあります。

● ガソリンなどの引火物の周辺で充電し
ないでください。火災の原因となりま
す。

● 充電コードや充電プラグが濡れている
ときは、乾いた布でふきとってくださ
い。

● 落雷のおそれがある場合は、充電をしな
いでください。

● 充電コードや充電プラグを使用すると
きは安全に十分注意し、以下の内容を
守ってください。充電コードや充電プラ
グの損傷が火災、感電、ショートの原因
となります。
･ 充電中に充電コードを足で引っ掛け
ないでください。

･ 充電コードや充電プラグを硬いもの、
重いもので踏まないでください。

･ 充電コードや充電プラグをドアや
サッシ、車両のシートなどではさまな
いでください。

･ 充電コードを引っ張ったり、結んだ
り、ねじったり、束ねたり、小さく丸
めたり、無理に曲げたり、強い力を加
えたりしないでください。

･ 充電コードや充電プラグの上に物を
載せないでください。

･ 充電コードや充電プラグを傷つけた
り加工したりしないでください。

･ 充電コードや充電プラグを釘などの
鋭利なもので固定しないでください。

･ 充電コードや充電プラグをストーブ
などの暖房機器に近づけないでくだ
さい。

･ 充電コードや充電プラグを落とした
り、強い衝撃を与えないでください。

･ 充電コードや充電プラグが損傷（断線
や芯線の露出など）している状態で使
用しないでください。

専用充電器は幼児やペットがいたずらす
るところに放置しないでください。

電源プラグや充電プラグをぬれた手で取
扱わないでください。感電するおそれがあ
ります。



バッテリの充電
専用充電器は他の電気製品などに使用し
ないでください。
この車のバッテリ充電用に開発された専
用品です。接続プラグの形状が一致して
も、他の電気製品などには絶対に使用しな
いでください。破損や火災の原因になりま
す。

充電中は専用充電器に、長時間触れないで
ください。
充電中に発熱し、高温になる場合がありま
す。長時間皮膚の同じ場所で触れている
と、低温やけどのおそれがあります。

専用充電器を水没させたり、雨中に放置し
ないでください。
充電中にバッテリを破損させる事があり
ます。水が入ったと思われる場合は、必ず
スズキ販売店で点検を受けてからご使用
ください。
23



バッテリの充電
充電器の取扱い

● 充電コードの取扱いは充分に注意して
ください。

● 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ
たり、重いものを載せたり、束ねたりし
ないでください。傷んだまま使用する
と、ショートや火災の原因になります。

充電するときは、専用充電器を平坦な場所
にしっかり設置してください。
必ずランプが上向きになるよう設置し、
コードが引っぱられたり、逆さのままで使
用しないでください。故障の原因になりま
す。

専用充電器を落としたり、強い衝撃を与え
ないでください。
充電ができなくなったり、破損するおそれ
があります。
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バッテリの充電
バッテリの取扱い

バッテリを取扱うときは、次の「警告」「注
意」を守って正しく安全に作業してくださ
い。

専用充電器にカバーをしたり、上にものを
置かないでください。
専用充電器は冷却のためファンが作動し
ていますので、内部が発熱し、充電できな
くなることがあります。

バッテリの接点やバッテリ上部の充電コ
ネクタにものをつめたり、ショートさせな
いでください。
接触不良により使用できなくなることが
あります。また、針金などでショートさせ
ると、感電または故障のおそれがありま
す。

バッテリに水をかけたり、水中に投下しな
いでください。
ショートし、感電の原因になります。ま
た、水中に投下すると電池機能を失い、使
用できなくなります。
水が入ったと思われる場合は、必ずスズキ
販売店へ連絡し、回収されるまでバッテリ
を安全な場所に立てた状態（取っ手が天方
向）で保管ください。
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バッテリの充電
バッテリの取扱い

バッテリを火中に投げ入れないでくださ
い。
破裂のおそれがあり大変危険です。使用済
バッテリは、スズキ販売店で必ずリサイク
ルしてもらいましょう。

バッテリを分解しないでください。
故障の原因になります。

バッテリを他の電気製品や用途に使わな
いでください。
バッテリはこの車専用です。他の電気製品
に使用すると、バッテリや他の電気製品が
損傷することがあります。この車以外の用
途には絶対に使用しないでください。
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バッテリの充電
バッテリを落としたり、強い衝撃を与えな
いでください。
バッテリが破損したり断線の原因になり
ます。特に階段の角にぶつけたり、運搬時
に引きずったりしないでください。

損傷しているバッテリは使用しないでく
ださい。
バッテリを落下させたり、ぶつけたりして
損傷したまま使用すると故障の原因にな
ります。スズキ販売店で点検を受けてから
使用してください。

四輪車などで運搬するときは、バッテリを
取り外してください。
取り付けたまま運搬すると、衝撃で破損し
たり断線の原因になります。
27



バッテリの充電
充電する場所充電する場所

充電時間は充電環境に左右されます。ま
た、充電環境が悪いと専用充電器やバッテ
リの故障の原因となります。下記の諸条件
を満たす場所を選んで充電してください。

● 平坦で安定がよいところ。
● 雨や水にぬれないところ。
● 直射日光の当たらないところ。
● 風通しがよく、湿気のないところ。
● 幼児やペットなどがいたずらをしない
ところ。

● 充電中の室温が-5℃～40℃の範囲内の
場所。

バッテリは立てて置くと倒れるおそれが
あります。必ず下図の姿勢で保管してくだ
さい。

充電おすすめ場所の参考例

バッテリが劣化してくると氷点下での充
電ができなくなります。劣化したバッテリ
では0℃～40℃が充電可能な温度範囲に
なります。

● 充電に最適な温度は約 10 ℃～ 25 ℃で
す。室温が-5℃～40℃の範囲なら充電
可能ですが、走行直後のバッテリは、こ
の温度範囲外にある場合があります。こ
の場合、バッテリ内部温度が適正温度に
なるまで充電待ちの状態（専用充電器の
充電ランプが赤色で点滅する状態）にな
ります。

● 室温が-5℃以下では充電待ちの状態（専
用充電器の充電ランプが赤色で点滅す
る状態）になります。

充電ランプ
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バッテリの充電
＜夏＞最適温度10℃～25℃
● 日陰ですずしく、風通しのよい場所。

＜冬＞最適温度10℃～25℃
● 夜間でも-5℃以下にならない場所。

充電に適さない場所、充電方法

＜夏＞
● 直射日光が当たる場所での充電。
● 長い距離を走行した直後の充電。

充電途中でバッテリが規定の温度を越え
たときはバッテリ保護のために自動的に
充電を中止しますので、充電不足になる場
合があります。また、バッテリの劣化にも
影響しますので、充電はできるだけすずし
い場所で行ってください。

＜冬＞
● 物置などの寒い場所での充電。
● ストーブやこたつなどの暖房器具の近
くでの充電。

充電前には適正温度範囲内であっても深
夜の冷え込みなどにより途中で-5℃以下
になるとバッテリ保護のために自動的に
充電待機となり、専用充電器の充電ランプ
が赤色でゆっくり点滅して知らせます。こ
のようなときはあたたかな場所でもう一
度充電をしなおしてください。
なお、充電待機が長時間続くと自動的に充
電を中止しますので、充電不足になる場合
があります。

充電のしかた

1. メインスイッチをOFFにします。
2. シートを開けます。
（シートの開閉は18ページ参照）

3. バッテリロックケーブルを“カチッ”
と音がするまで上方へ引いてロック
を解除します。

バッテリロックケーブル
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バッテリの充電
充電のしかた

4. バッテリのグリップを持って、バッテ
リを引き上げて抜き出します。

5. シートを閉め、シート後方を押さえて
ロックします。

6. 専用充電器のコードを充電器本体に
つなぎ、電源プラグを家庭用のコンセ
ント（100V）に差し込みます。

● 自動車のAC電源（交流変換器）、発電機
などを専用充電器に接続しないでくだ
さい。故障の原因となります。

● ご使用にならないときは、充電プラグを
家庭用コンセントに接続したままにし
ないでください。ホコリや異物の蓄積に
より火災、感電、ショートの原因となり
ます。また、落雷などによる故障のおそ
れがあります。ご使用にならないとき
は、安全のためコンセントから専用充電
器のプラグを抜いてください。

コードは巻いたまま使用しないでくださ
い。発熱して機器を損傷させるおそれがあ
ります。
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バッテリの充電
＜充電プラグキャップの取り外し＞

7. プラグのリング部分のみを反時計回
りにいっぱいまで回し、キャップを外
します。

＜充電プラグの接続＞

8. バッテリ充電口のゴムカバーを外し
ます。プラグの矢印を図の位置に合わ
せ、“カチッ”と音がするまで差し込
みます。

リング

キャップ

ゴムカバー

矢印

バッテリの充電コネクタや充電プラグに
ごみ、土、油、水などが付着しないように
注意してください。充電ができなくなった
り破損するおそれがあります。
充電コネクタや充電プラグはいつもきれ
いにしておいてください。

充電コネクタ
充電プラグ
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バッテリの充電
充電のしかた

9. 充電が終了したら専用充電器の充電
プラグをバッテリの充電コネクタか
ら抜きます。

＜充電プラグの取り外し＞

10.充電プラグのリング部分を反時計回
りにいっぱいまで回し、そのまま引き
抜きます。
ゴムカバーを取り付けます。

11.専用充電器の電源プラグをコンセン
トから抜きます。

● 専用充電器を電源とバッテリに接続す
ると自動的に充電を行います。専用充電
器の赤ランプが点灯すれば充電が開始
されています。

● 充電中はバッテリランプで進行状態を
確認できます。（進行状態の表示は36
ページ参照）

● 充電中は専用充電器の充電ランプが作
動状態を知らせます。（充電ランプの表
示は34ページ参照）

● 専用充電器は強制空冷方式を採用して
います。充電中はファンが作動し、ファ
ンモータやファンの風切り音がします
が異常ではありません。

● 使用後は安全のため、コンセントから電
源プラグを抜いて保管してください。

● バッテリ充電口のゴムカバーは、必ず取
り付けてください。

リング

ゴムカバー
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バッテリの充電
＜充電プラグキャップの取り付け＞

12.キャップを左右に動かし差し込みで
きる位置に合わせ、“カチッ”と音が
するまで差し込みます。

13.シートを開けます。
14.バッテリのグリップを持ち、ガイドに

添わせてゆっくり挿入します。

15.グリップを倒し、バッテリロックが
“カチッ”と音がするまでバッテリ上
面左端を上から押さえます。

● バッテリ挿入時にバッテリを高い位置
から落とさないようにしてください。
バッテリおよび車両が破損します。

● バッテリを挿入するときは、指などをは
さまないように注意してください。

● バッテリの接点にごみ、土、油、水など
が付着しないように注意してください。
バッテリが破損するおそれがあります。
バッテリの接点はいつもきれいにして
おいてください。

接点
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バッテリの充電
充電のしかた

16.シートを閉め、シート後方を押さえて
ロックします。

17.専用充電器のコードは充電器本体に
巻き、バンドで留めて保管します。

■充電中の充電ランプの表示

緑ランプ点灯

充電が完了しました。

赤ランプ点灯

充電中です。

バッテリは奥まで確実に挿入してくださ
い。奥まで確実に挿入しないと、メータに
“CHEC”が表示され、走行することがで
きません。

“CHEC”が表示された場合、メインスイッ
チを一旦OFFにし、“カチッ”と音がする
までバッテリ上部を押して完全に挿入し
た後、再度メインスイッチをONにしてく
ださい。

● 充電直後は専用充電器やコードが発熱し
ていることがあります。冷めてから行っ
てください。

● 専用充電器のコードを充電器本体に巻き
つける際は、コードが重ならないように
巻きつけてください。また、車両の充電
器搭載スペースに搭載する場合はコード
を挟まないように注意してください。

充電ランプ
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バッテリの充電
赤ランプ点滅

充電待機中です。
バッテリの温度が充電可能範囲（0℃～60
℃）でないとき、または電圧が低いときに
表示します。充電待機中は、専用充電器の
充電ランプが赤色でゆっくり点滅し充電
待ちをします。適正な環境になると充電ラ
ンプが赤色の点灯に変わり、自動的に充電
を開始します。

赤ランプ点滅（速い点滅）

専用充電器またはバッテリボックス内異
常を検出したため、充電できません。一旦
充電プラグと電源プラグを抜いて充電を
中止し、28ページ「充電する場所」を参照
して充電環境を整えてから、再度充電して
ください。再び赤ランプが点滅する場合は
機器の故障が考えられます。充電プラグと
電源プラグを抜いて使用を中止し、スズキ
販売店で点検・整備を受けてください。

■充電時間
通常充電

充電時間は、充電前の走行状態やバッテリ
残量・外気温により異なります。バッテリ
残量0％の状態のバッテリを充電するのに
かかる時間は約4.0時間です。

● 充電の途中でも環境の変化により充電
待機中になり、赤ランプが点滅すること
があります。適性な環境になると充電ラ
ンプが赤色の点灯に変わり、自動的に充
電を開始します。

● 充電ランプが赤色でゆっくり点滅する
充電待機が長時間続くと、速い点滅に変
わって充電を中止します。適正な温度の
場所へ移動するなどして、充電をやりな
おしてください。

充電の途中でも環境の変化により充電不
可能になり、赤ランプが点滅することがあ
ります。

充電時間には充電待機（赤ランプ点滅中）
は含みません。

充電時間（時間）
0 1.0 2.5 4.0

50

100
バ
ッ
テ
リ
残
量
（％）
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バッテリの充電
充電のしかた

充電待ち

バッテリ温度が-5℃～60℃の範囲にある
場合は、充電待ちはありません。バッテリ
温度が-5℃以下あるいは60℃以上のとき
は、専用充電器の充電ランプが赤色でゆっ
くり点滅し充電待ちをします。適正な温度
になると充電ランプが赤色の点灯に変わ
り、自動的に充電を開始します。

■充電中の充電進行状態の表示
充電中は、バッテリランプに充電状態が表
示されます。

● 使用しないときはコンセントから電源
プラグを抜いて保管してください。

● 充電終了後は、専用充電器を屋外へ放置
しないようにしてください。

バッテリの充電残量を確認するときは、
バッテリランプ左側のボタンを押します。
充電残量の表示は充電進行状態と同じで
す。

バッテリ
ランプ

ボタン

充電の進行
状態（％）

0～7

8～24

25～40

41～56

57～71

72～86

87～100

充電終了

バッテリランプ

速い点滅

遅い点滅

点灯

点灯

点灯

点灯

点灯

消灯

25～40
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バッテリの充電
■バッテリの知識
リチウムイオンバッテリとは…

この車に使われているリチウムイオン
バッテリ（Li-ion 00）はエネルギ密度が
高く、二カド（Ni-Cd）バッテリやニッケ
ル水素（Ni-MH）バッテリの約3倍の高電
圧が得られるため、小型で軽量にできま
す。

バッテリのリサイクルにご協力ください

リチウムイオンバッテリ（Li-ion 00）は
リサイクル可能なバッテリです。寿命がき
て使用済みになったバッテリは、販売店で
回収リサイクルしてもらってください。小
さな積み重ねが地球の限られた資源を有
効活用します。

バッテリの劣化

この車に使われているリチウムイオン
バッテリ（Li-ion 00）は、性能（放電容
量）が徐々に低下してゆく特性を持ってい
ます。性能低下の度合いは使用条件によっ
て異なりますが、繰り返し充・放電回数
500回で新品時の約70％まで放電容量が
低下します。

バッテリの放電停止機能

バッテリが著しく劣化した場合などに
バッテリをご利用できなくなる機能が織
り込まれています。
初回充電から8年が経過した場合、または
累積の充電量が14000Ahに達した場合に
バッテリの使用ができなくなります。

常時満充電で保管しないように使用する
と、リチウムイオンバッテリの寿命を延ば
すことができます。

バッテリを交換したときは使用前に専用
充電器で完全に充電してください。完全に
充電しないと、メータ内のバッテリ残量表
示が正確な残量を表示しません。
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正しい運転操作
発進の準備

発進の準備はスロットルグリップを閉じ
て行ってください。スロットルグリップを
回して操作すると、警告音が鳴り、走行で
きません。

1.メインスタンドを戻します。

左手でリヤブレーキレバーを握り、右手で
スタンドグリップを持ち、車を押してメイ
ンスタンドを戻します。

2.乗車します。

両手でハンドルを握ります。車の左側から
乗車し、シートに腰をおろします。左足は
地面につけて倒れないようにします。

スペアバッテリを使用する場合は、スペア
バッテリが充電されていることを確認し
てください。スペアバッテリは車両とは別
に購入いただく必要があります。

● メインスタンドを立てたり、戻したりす
るときは必ずスタンドグリップを持っ
てください。シートは持たないでくださ
い。

● メインスタンドを完全に戻さないと走
行モードにならないので、発進できませ
ん。

スタンド
グリップ



正しい運転操作
3.リヤブレーキレバーを握ります。 4.メインスイッチをONにします。

全てのメータ表示が数秒間点灯した後、始
動待ちモードになります。(計器のオド
メータ/トリップメータ部分に“PUSH”と
“StArt”が交互に表示され、走行可能イン
ジケータ(READY)が点滅します。)

5.左手でリヤブレーキレバーを握ったま
ま計器のSTART/MODEスイッチを押
して始動待ちモードを解除します。(計
器のスピードメータ部分に“0”が表示
され、走行可能インジケータ(READY)
が点灯します。)

飛び出し防止のため、リヤブレーキレバー
は発進するまでしっかりと握ってくださ
い。

● 始動待ちモードのときにスロットルを
開けても警告音が鳴り、走行できませ
ん。

● バッテリは“カチッ”と音がするまで完
全に押し込んでください。ロックが不完
全だと、メータのオドメータ表示部に
“CHEC”の文字が表示され、走行モー
ドになりません。

点滅

● 走行モードになると、おしらせ音が鳴り
ます。ブレーキレバーを放すと鳴り、ブ
レーキレバーを握ると鳴りやみます。

● メインスタンドを完全に戻さないと始
動待ちモードを解除できず、発進できま
せん。

点灯を確認
押す
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正しい運転操作
発進のしかた発進の準備

6.走行可能インジケータ(READY)が点灯
し、走行モードになっていることを確認
します。

発進のしかた

1.安全を確認します。

発進の合図（右側ターンシグナルランプの
点滅）をし、前後の安全を確認します。

2.発進します。

リヤブレーキレバーを放して、スロットル
グリップをゆっくり手前に回すと車は走
り出します。

● 近くに人がいる場合、交通量の多い道
路、夜間などでの発進には十分注意して
ください。

● 後方の車には特に注意しましょう。

スロットルグリップを急激に回すと、急発
進して事故を起こすおそれがあります。

発進したらすみやかにターンシグナルラ
ンプを消灯してください。

ゆっくり
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正しい運転操作
スロットルグリップでスピードを調整し
ます。

手前に回す
● スピードが速くなります。
● ゆっくり回しましょう。

戻す
● スピードが遅くなります。
● 素早く戻しましょう。

＜ならし運転＞

ならし運転を行うと、お車の寿命を延ばし
ます。
● 新しいタイヤはスリップしやすいので、
車を深く倒さないでください。倒す角度
は徐々に大きくしてタイヤをならして
ください。

● 不必要な急加速、急減速、急ハンドル、
急ブレーキは避けてください。

手前に回す

戻す

● むやみにモータの回転を上げないでく
ださい。モータ寿命に悪影響を与えま
す。

● 法定速度を守って走りましょう。
● 走行中に異常を感じたら、すぐにスズキ
販売店で点検を受けてください。

「感情的な走りはいけません

心のブレーキを忘れずに！」
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正しい運転操作
ブレーキの使いかたブレーキの使いかた

ブレーキは、前後同時に使いましょう。

● スロットルグリップを素早く戻してか
ら、ブレーキレバーを握りましょう。

● 徐々にブレーキをかけ、スピードを落と
していくのが上手なかけかたです。

リヤ
ブレーキ

フロント
ブレーキ

● フロントブレーキまたはリヤブレーキ
のみ使うと、車が横滑りして転倒するお
それがあります。

● 濡れた路面や雪道、凍った路面は、乾い
た路面より制動距離が長くなります。早
めにブレーキをかけてください。

● 長い下り坂などでは、連続的なブレーキ
操作は避けてください。ブレーキの効き
が悪くなるおそれがあります。

● 不必要な急ブレーキは避けましょう。急
ブレーキは横滑りや転倒の原因となり
ます。

● 濡れた路面ではスリップしやすいので
急激なブレーキは避け、スピードを落と
して余裕をもったブレーキ操作をしま
しょう。

● 洗車後や水溜り走行後は、ブレーキの効
きが悪くなる場合があります。効きが悪
い場合は、前後の車に十分注意して低速
で走行しながら、効きが回復するまでブ
レーキを軽く作動させてください。
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正しい運転操作
止まりかた

1.合図を出します。

● 早めにターンシグナルランプを点滅さ
せ他の車に注意しながら、徐々に左に寄
ります。

● スロットルグリップを戻して前後ブ
レーキをかけます。ストップランプが点
灯し後車への合図にもなります。

2.メインスイッチをOFFにします。

車が完全に止まったら、ターンシグナルラ
ンプを消し、キーをOFFにします。

3.スタンドを立てます。

交通の邪魔にならない平らな場所でメイ
ンスタンドを立てます。

● 左手でハンドルをまっすぐにし、右手は
スタンドグリップを持ちます。

● メインスタンドの足かけに右足をかけ
て体重をのせ、スタンドグリップを引き
上げます。

4.ハンドルロックをします。

車から離れるときは、盗難防止のためハン
ドルロックをかけ、キーシャッタを閉じて
ください。

やわらかい路面や坂道などでは車が倒れ
ないよう注意してください。

スタンドグリップ

走行中および停止後しばらくの間は、イン
バータ、モータなどが熱くなっています。
このときに触れると火傷を負うおそれが
あります。他の人がインバータ、モータな
どに触れることのない場所に駐車してく
ださい。
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お車の点検
日常点検、定期点検

お車を快適に使用し、事故を未然に防ぐた
め、法令に準じて日常点検と定期点検を必
ず実施してください。

＜日常点検＞

車を使用する人が、1日1回運転の前に実施
する点検です。
この車に適用される日常点検の項目は次
ページをご覧ください。

＜定期点検＞

車を使用する人自身の責任において定期
的に行う点検整備です。

● 定期点検結果は、別冊「メンテナンス
ノート」に記録する必要があります。ご
自身で点検できない項目については、ス
ズキ販売店で点検を受けて記録してく
ださい。

● 点検内容など、詳しくは別冊「メンテナ
ンスノート」の“日常点検の方法”“定
期点検の解説”をご覧ください。

● 初期点検はお買いあげいただいたスズ
キ販売店が無料で実施します。ただし他
店では有料となります。また部品代およ
びその交換工賃は有料です。

日常点検や定期点検を怠ると、事故や故障
の原因となることがあります。

● お車を使用しないときも定期点検は実
施してください。

● お車を長期間休ませた後に使い始める
ときは入念に点検することが大切です。

点検は、安全に十分注意してください。

● 平坦な足場のしっかりした場所で、メイ
ンスタンドを立ててください。

● 点検、整備を行うときは火気厳禁です。
● 走行して点検する場合は、周囲の交通事
情に十分注意してください。

● 異常が認められたときは、ご自身または
スズキ販売店で確実に整備してからお
乗りください。
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お車の点検
日常点検項目日常点検項目

ブレーキ
● ブレーキレバーの遊び
● 効き具合

タイヤ
● 空気圧
● 亀裂、損傷、異物、異常摩耗
※溝の深さ

バッテリ
● 破損、損傷
※バッテリ残量

モータ
※異音、異臭
※低速、加速の状態

灯火装置、方向指示器（ランプ類）
運行において異常が認められた箇所

※印の点検は、お車の走行距離・状態など
から判断して適切な時期に行ってくださ
い。（長距離走行の前、洗車時など）

走行中および停止後しばらくの間は、イン
バータ、モータが熱くなっていますので、
触れないでください。
46
＜日常点検・部品配置＞

－－－部は見えない部分を示します。

フロント
ターンシグナルランプ

ヘッドランプ

フロントタイヤ

バッテリ

リヤ
ブレーキレバー

テール/ブレーキランプ

リヤタイヤ

モータ

リヤターン
シグナルランプ

フロント
ブレーキレバー



簡単な整備
簡単な整備

ここでは、通常行われることが多い簡単な
点検、整備の方法を説明しています。

ブレーキ

■ブレーキレバーの遊びの点検
抵抗を感じるまでブレーキレバーを引き、
レバー先端の遊びの量が規定の範囲内に
あるかをスケールなどで点検します。
規定の範囲から外れている場合は調整し
てください。

■ブレーキレバーの遊びの調整
ブレーキカムレバー部のアジャスタによ
り遊びを調整します。アジャスタを右に回
すと遊びが少なく、左に回すと遊びが多く
なります。

＜フロントブレーキ＞

● 整備は、安全のためご自身の知識・技量
の範囲で行ってください。難しい事はス
ズキ販売店にご相談ください。

● 平坦な足場のしっかりした場所で、メイ
ンスタンドを立ててください。

● 点検、整備を行うときは火気厳禁です。

● 整備は、キーを抜いた状態で行ってくだ
さい。

● 適切な工具を使用しましょう。
● スイッチにグリスを塗ったり、油を注し
たりしないでください。故障の原因とな
ります。

15～20mm 15～20mm
使用範囲

遊びが
多くなる

遊びが
少なくなる

アジャスタ ピン インジケータ
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簡単な整備
ブレーキ

＜リヤブレーキ＞

アジャスタ

ピン

遊びが少なくなる

遊びが多くなる

インジケータ

使用範囲

アジャスタ凹部をピンに合わせてくださ
い。走行中にブレーキの遊びが変化するこ
とがあります。

ピンアジャスタ

カムレバー

● 調整後、遊びが規定の範囲内にあるかを
確認してください。

● ブレーキレバーをいっぱいに握ったと
き、インジケータまたはカムレバーの延
長線が使用範囲から外れる場合はブ
レーキシューの使用限度です。

使用範囲

使用範囲

<フロントブレーキ>

<リヤブレーキ>

インジ
ケータ

カムレバーインジケータ
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簡単な整備
ヒューズ

■ヒューズの点検
1. メインスイッチをOFFにします。
2. フロントバスケットの底面のスク

リュを外し、メンテナンスカバーを取
り外します。

3. ヒューズボックスを上方向に抜き、カ
バーを開け、ヒューズを取り出しま
す。

4. ヒューズを点検し、切れている場合
は、スペアヒューズと交換します。

メンテナンスカバー
スクリュ

ヒューズボックス

スペアヒューズ ヒューズ
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簡単な整備
バッテリヒューズ バッテリ

■バッテリの点検
バッテリに破損や損傷がないかを点検し
ます。
バッテリに異常があるときは、スズキ販売
店で点検整備を受けてください。

充電器

■充電コードおよび充電プラグ
の点検

充電コードおよび充電プラグに亀裂や割
れ、変形などの損傷がないことを点検し、
異常がある場合は充電操作を絶対に行わ
ず、スズキ販売店に整備を依頼してくださ
い。
充電コードおよび充電プラグに汚れや異
物の付着がないことを点検し、付着してい
る場合は乾いた布でふき取ってください。

● 指定容量を超えるヒューズは配線の過
熱、焼損の原因となるので使用しないで
ください。

● 銀紙、針金などを使用すると、配線が焼
損したり火災が発生する原因となりま
す。

● 電装品類（ランプ、計器など）を取り付
けるときはスズキ純正用品をご使用く
ださい。それ以外の物を使用すると
ヒューズが切れたり、バッテリあがりを
起こすことがあります。

● 洗車時、ヒューズのまわりに水を強く吹
きつけることは避けてください。

● HEAD（ヘッド）ヒューズはヘッドラン
プのヒューズです。
SIGNAL（シグナル）ヒューズはターン
シグナルランプ、テール/ブレーキラン
プ、メータ、ホーンのヒューズです。

● 交換してもすぐにヒューズが切れる場
合はヒューズ以外の原因が考えられま
す。スズキ販売店にご相談ください。

● 充電プラグをコンセントに挿し込んだ
状態で点検・整備をしないでください。
感電やショートの恐れがあります。

● 充電コードおよび充電プラグが損傷・変
形している場合は、必ず新品に交換して
ください。感電やショートによる火災の
おそれがあります。
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簡単な整備
タイヤ

■空気圧の点検
タイヤが冷えているときに、タイヤゲージ
で規定の空気圧かを点検します。
規定値を外れている場合は、適正な空気圧
にしてください。

タイヤ空気圧

■溝の深さの点検
ウエアインジケータが表れていないかを
点検します。
ウエアインジケータが表れたときは、タイ
ヤを交換してください。

■タイヤの交換
タイヤを交換する場合は、必ず指定タイヤ
を使用してください。

指定タイヤ

前 125kPa

後 175kPa

不適正な空気圧での使用や、擦り減ったタ
イヤの使用は、転倒事故などの原因となり
ます。適正な空気圧を守り、擦り減ったな
ら交換してください。

コーナリングや操縦安定性などの安全走
行のために、早めのタイヤ交換をおすすめ
します。溝の深さは、前1.6mm、後1.6mm
以上が望ましいです。


ウエアインジケータ
表示マーク

前
サイズ 80/90－10 35J

種類 IRC MB38 B2

後
サイズ 80/90－10 35J

種類 IRC MB38 Z

指定外のタイヤの使用は、安全走行に悪影
響を与える場合があります。必ず指定タイ
ヤを取り付けてください。

新しいタイヤはスリップしやすいので、車
を深く倒さないでください。倒す角度は
徐々に大きくしてタイヤをならしてくだ
さい。
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52
お車の手入れ
洗車

お車を長持ちさせるため常に清掃をしま
しょう。泥道やホコリの多い所を走行した
後は、隅々まで洗車しましょう。異常など
が早く発見でき、故障予防にもなります。
海水に含まれる塩分や融雪剤は金属を錆
びやすくします。海岸付近や融雪剤を使用
した道路を走行した後は、必ず洗車してく
ださい。

1. 水をかけながら、スポンジまたはやわ
らかい布で汚れを落とします。

2. ひどい汚れは、中性洗剤を使用して水
で洗い流します。

3. 乾いたやわらかい布で、水分を拭き取
ります。

● バッテリボックス内は水洗いしないで
ください。

● 必ずシートを完全にロックした状態で
洗車してください。

● 洗車はインバータ、モータが冷えている
ときに行ってください。

● 洗車時、モータやスロットルグリップま
わり、電装品に水が入らないよう注意し
てください。水が入ると走行不良や錆発
生の原因となります。

● 洗車後はブレーキの効き具合が悪くな
る場合があります。
この場合は、前後の車に十分注意して低
速で走行しながら、効きが回復するまで
ブレーキを軽く作動させてください。

● 高圧洗浄機やスチーム洗車機は使用し
ないでください。可動部や電装部品の作
動不良や故障の原因となる事がありま
す。

● コンパウンド入りワックスなどで、塗装
面や樹脂部品を強く磨くと色むらが生
じる場合があります。

● 海岸や凍結防止剤をまいた道路などを
走行した後は、直ちに冷水で水洗いをし
て乾いた布で水分をふき取ってくださ
い。温水で洗うと塩の腐食が進行するの
で、必ず冷水で洗ってください。



お車の手入れ
保管のしかた

できるだけご自宅の敷地内に保管し、屋外
の場合は、ボディカバーをかけるようにし
てください。

＜長期間保管して再使用するときは＞

長期間(1ヶ月以上)保管して再び使用する
場合は、必ず充電をしてから使用してくだ
さい。（通常の充電よりも若干時間がかか
る場合があります。）

ボディカバーは、インバータ、モータが冷
えてからかけてください。

ボディカバー

長期間乗らない場合は、次の事項をお守り
ください。

● 保管前に各部のワックスがけを行って
ください。錆を防ぐ効果があります。

● バッテリは取り外してください。
● バッテリは、満充電に近い状態、または
高温環境下で保管すると、劣化が早くな
ります。1灯または2灯点灯する状態で
の保管をおすすめします。

● バッテリの寿命を延ばすために、半年に
１回は充電してください。

● バッテリは、風通しの良い暗い場所に保
存してください。

バッテリは完全に放電してしまうと再充
電して使用することができなくなります。

バッテリの残量表示が1灯点滅以下の状態
で長期間保管しないでください。
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お車の手入れ
環境を保護するために環境を保護するために

将来、お車を廃棄する場合や使用済みバッ
テリなどを廃棄する場合は、地球環境を守
るため、むやみに捨てないでください。お
車を廃棄する場合はお近くの「廃棄二輪取
扱店」にご相談ください。

◆ 廃棄二輪取扱店とは
廃棄二輪取扱店とは（社）全国軽自動車協
会連合会の加盟販売店で廃棄二輪取扱店
として登録されている、廃棄二輪車を適正
処理するための窓口です。
廃棄二輪取扱店には「廃棄二輪取扱店の
証」が表示されています。

◆ 二輪車リサイクルマークとリサイク
ル料金

この車には二輪車リサイクルマークが貼
り付けられています。二輪車リサイクル
マークが貼り付けられている二輪車は、適
正な処理を行い再資源化するための、リサ
イクル費用がメーカー希望小売価格およ
び車両本体価格に含まれています。お車を
廃棄する場合には、リサイクル料金はいた
だきません。ただしお車の運搬、収集費用
はお客様のご負担となります。運搬、収集
費用につきましては、お近くの「廃棄二輪
取扱店」にご相談ください。

◆ 二輪車リサイクルマークの取扱い
お車を廃棄する場合には、二輪車リサイク
ルマークが必要となります。マークは車体
からはがさないでください。紛失、破損に
よる再発行および部品販売の取扱いはあ
りません。
リサイクルマーク対象車両かどうか不明
の場合は、下記のホームページおよびコー
ルセンターでご確認ください。

◆ 廃棄二輪車に関するお問合せについ
て

廃棄二輪車に関するお問合せは、お近くの
廃棄二輪取扱店または下記までお問合せ
ください。
（財）自動車リサイクル促進センター
ホームページ：http://www.jarc.or.jp/

二輪車コールセンター
電話番号：03-3598-8075
受付時間：9時30分～17時00分

（土日、祝日、年末年始等を除く）
廃棄二輪取扱店の証
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トラブルシューティング
故障かな？と思ったら

こんなときは、スズキ販売店にご相談される前に次のことを調べてください。

電源が入らない(メータに何も表示されな
い)ときは？

● バッテリ残量はありますか？
バッテリランプでバッテリ残量を確認
してください。バッテリ残量がないとき
(ランプが1灯点滅しているとき)は充電
してから使用してください。

● バッテリが車体に正しく装着されてい
ますか？
バッテリは奥まで確実に装着してくだ
さい。

バッテリ残量があるとき(ランプが1～5灯
点灯しているとき)は・・・・
ヒューズ切れが考えられます。49ページを
参照してヒューズを点検してください。
ヒューズに異常がないときは、スズキ販売
店で点検・整備を受けてください。

メインスイッチをONにしても始動待ち
モードにならないときは？

システムの異常が考えられます。スズキ販
売店で点検・整備を受けてください。

メータに“CHEC”が表示が出ていません
か？

“CHEC”が表示されている場合、メイン
スイッチを一旦OFFにし、“カチッ”と音
がするまでバッテリ上部を押して完全に
挿入した後、再度メインスイッチをONに
してください。

以上のことを確認しても走行モードにな
らないときは・・・・
スズキ販売店で点検・整備を受けてくださ
い。

メータのSTART/MODEスイッチを押し
ても走行モードにならないときは？

メインスタンドは完全に戻っています
か？38ページの「発進の準備」「発進のし
かた」の手順で再度操作してください。な
お、一旦走行モードにした後でメインスタ
ンドを出すと始動待ちモードに戻ります。
38ページの手順で再度操作をやり直して
ください。

以上のことを確認しても走行モードにな
らないときは・・・・
スズキ販売店で点検・整備を受けてくださ
い。
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トラブルシューティング
故障かな？と思ったら

発進できないときは？

走行モードになっていますか？ (走行可能
インジケータ(READY)が点灯しています
か？ )
走行モードにならないと、発進できませ
ん。
以上のことを確認してから、38ページの
「発進の準備」「発進のしかた」の方法で再
度発進してください。

以上のことを確認しても発進できないと
きは・・・・
スズキ販売店で点検・整備を受けてくださ
い。

エラー警告灯（ERROR）が点滅したとき
は？

メインスイッチを一旦OFFにしてからON
にしなおしてもエラー警告灯が点滅して
いるときは、次の項目を確認してくださ
い。

バッテリが車体に正しく装着されていま
すか？
バッテリは奥まで確実に装着してくださ
い。

以上のことを確認しても発進できないと
きは・・・・
スズキ販売店で点検・整備を受けてくださ
い。

出力制限表示（）が点灯したときは？
走行可能インジケータ(READY)が点灯
し、走行モードになっていれば走行できま
す。部品の加熱や冷えすぎが考えられます
ので、一旦走行を停止し、しばらく放置す
ることをおすすめします。

始動待ちモードのときに点灯する場合は、
スロットルが開いていることが考えられ
ます。スロットルを一旦戻すと、出力制限
表示は消灯し、それ以後は走行が可能で
す。
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トラブルシューティング
ランプ類が点灯しないときは？

次の項目を確認してください。
1. メインスイッチがONになっています

か？（メータが表示をしています
か？）
メータが表示していないときは、オー
トパワーオフが作動している場合が
あります。
停止したまま10分以上経過すると電
源がOFFになり、メータやヘッドラン
プが消灯します。メータやヘッドラン
プを再度点灯させるときは、メインス
イッチを一旦OFFにしてから、再度
ONしてください。

2. 各スイッチを作動させていますか？

以上のことを確認しても、ランプ類が点灯
しないときは・・・・
● ヒューズ切れが考えられます。49 ペー
ジを参照してヒューズを点検してくだ
さい。ヒューズが切れていないときはラ
ンプの球切れが考えられます。61ペー
ジの規格に合わせて、同じものと交換し
てください。

走行中にモータが止まったときは？

次の項目を確認してください。
1. バッテリ残量はありますか？

計器のバッテリ残量表示灯でバッテ
リ残量を確認してください。バッテリ
残量がないときは充電してから使用
してください。

2. メータが“HEAT”を表示していませ
んか？

温度保護機能が作動しています。メイン
スイッチをOFFにして、しばらく待って
から使用してください。

電球は、正規の規格と同じものと交換して
ください。これ以外のものを使用すると、
球切れ、作動不良などの原因となります。
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トラブルシューティング
故障かな？と思ったら

以上の事を確認しても、モータが回らない
ときは・・・・
スズキ販売店で点検・整備を受けてくださ
い。

メインスイッチがONのときにメータや
ヘッドランプが消灯したときは？

次の項目を点検してください。
1. 10分以上、停車していませんか？

この車にはバッテリ保護のため、オー
トパワーオフ機能が装備されていま
す。
停止したまま10分以上経過すると電
源がOFFになり、メータやヘッドラン
プが消灯します。メータやヘッドラン
プを再度点灯させるときは、メインス
イッチを一旦OFFにしてから、再度
ONしてください。

2. バッテリ残量はありますか？
バッテリランプでバッテリ残量を確
認してください。バッテリ残量がない
ときは充電してから使用してくださ
い。

3. ヒューズ切れが考えられます。49ペー
ジを参照してヒューズを点検してく
ださい。

以上のことを確認してから再度メインス
イッチをONにしてください。再度メイン
スイッチをONにしてもメータやヘッドラ
ンプが点灯しないときは、スズキ販売店で
点検・整備を受けてください。

お車を押して移動する場合はメインス
イッチをOFFにしてください。また歩道の
ある場所では歩道を通行してください。

お車を押して移動する場合はメインス
イッチをOFFにしてください。また歩道の
ある場所では歩道を通行してください。
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トラブルシューティング
充電できない（充電してもバッテリ残量が
増えない）ときは？

充電できないときは、次の項目を確認して
ください。
1. 専用充電器の充電ランプが何もつい

ていないとき、電源プラグや充電プラ
グはしっかり接続されていますか？

2. 専用充電器の充電ランプが赤色で点
灯していますか？
専用充電器のランプが赤色の点滅を
しているときは次の項目を参照して
ください。

上記のことを確認してから29ページの「充
電のしかた」を参照し、もう一度充電して
ください。

以上のことを確認しても、充電できないと
きは専用充電器の故障が考えられます。ス
ズキ販売店で点検・整備を受けてくださ
い。

専用充電器の充電ランプが赤色でゆっく
り点滅するときは？

故障ではありません。
充電待ちの状態です。そのままお待ちくだ
さい。しばらくすると充電ランプが赤色点
灯に変わり、通常充電を行います。

専用充電器の充電ランプが赤色で速い点
滅をするときは？

専用充電器またはバッテリ内異常を検出
したため、充電できません。
一旦充電プラグと電源プラグを抜いて充
電を中止し、時間をおいてから再度充電し
てください。再び赤ランプが点滅する場合
は機器の故障が考えられます。電源プラグ
と充電プラグを抜き、使用を中止してくだ
さい。スズキ販売店で点検・整備を受けて
ください。
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トラブルシューティング
故障かな？と思ったら

専用充電器から異音がするときは？

充電中にファンの回る音がしますが異常
ではありません。

専用充電器から異臭、煙がでるときは？

電源プラグと充電プラグを抜き、ただちに
使用を中止してください。スズキ販売店で
点検・整備を受けてください。

専用充電器が熱くなるときは？

充電中は多少の熱を持ちます。
（約40～60℃になる場合がありますが、故
障ではありません。）
高温の場合は異常が考えられますので、電
源プラグと充電プラグを抜いて、ただちに
使用を中止してください。スズキ販売店で
点検・整備を受けてください。

1回の充電で走れる距離が著しく短くなっ
たときは？

バッテリの寿命です。スズキ販売店でバッ
テリを交換してください。バッテリ交換は
有料です。
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サービスデータ
主要諸元

※ : 定められた試験条件での値であり、車両状態、道路環境、気象状況、運転
方法、バッテリ状態などにより異なります。

サービスデータ

項　　　目
諸　　　　　元
e-レッツ

型　式 ZAD-CZ81A

長　さ 1.665m

幅 0.600m

高　さ 0.985m

軸　距 1.150m

最　低　地　上　高 0.130m

車　両　重　量 72kg

乗　車　定　員 1人

タ イ ヤ サ イ ズ
前 80/90－10 35J

後 80/90－10 35J

最　小　回　転　半　径 1.8m

最　高　出　力 1.7kW/2,050rpm

最　大　ト　ル　ク 15N･m/350rpm

キ ャ ス タ ー 25°50’

ト レ ー ル 62mm

ブ レ ー キ 形 式
前 リーディングトレーリング

後 リーディングトレーリング

一充電走行距離※ 30km 

(車速 30km/h 定常定地走行）

項　　　目 調　　　整　　　値
フロントブレーキレバーの遊び 15～20mm

リヤブレーキレバーの遊び 15～20mm

タイヤ空気圧
前 125kPa

後 175kPa

バッテリ
種　　類 リチウムイオン電池

容　　量 50.4V―14.2Ah

ランプ
ヘッドランプ　H/L 12V 35/30W

ストップ／テール 12V 18/5W

ターンシグナル 12V 16W/5W（バスケット横側）

ヒューズ
ヘッド 10A

シグナル 10A
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サービスデータ
車台番号車台番号

アフターサービスなどを的確に行うため、お車の車台番号を記入
しておいてください。

車台番号はフレーム右側下部に打刻してあります。

機　　種 e-レッツ

車台番号 CZ81A-

車台番号打刻位置
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メ　モ
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メ　モ
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