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Kintone Model One
取扱説明書 株式会社 KINTONE

この度は電動キックボード「Kintone Model One」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・保証書は、納品書・取扱説明書と共に大切に保管してください。
・本製品を譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。
・仕様の変更等により、本書の内容が一部実車と異なることがあります。ご了承ください。

＜同梱品＞
・ACアダプター（充電器）
・空気入れコネクタ
・ネジ
・簡易工具
・保証書兼取扱説明書

重量制限：〜100kg
対象身長：120cm以上
耐用年数：3年
定員：1名

品番 i-kin-model1

●本製品の電源は家庭用100Vを使用します。バッテリーの充電をしてからご
使用ください。
●安全のため、ヘルメットの着用をおすすめします。
●本製品は公道では走行できません。
●本製品の乗員定員は運転者の一人のみです。
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■目次

■重要事項説明

●この取扱説明書には以下のマークをつけています。

・取り扱いを誤った場合、死亡・重傷等の可能性が想定される場合

・取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性が想定される場合・・

・禁止行為には・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・特によく読んでいただきたい事項には・・・・・・・・・・・・

注意

・Kintone Model Oneはキックスタート方式です。一度蹴って走り出してからアクセル
を回してください。
・本製品はリチウムイオン電池を搭載しています。家庭用100Vコンセントで充電を
してからご使用ください。
・走行時にはヘルメットの着用をおすすめしております。
・法律や条例等で定められた交通ルールを守ってご利用ください。
・本製品は１人乗りです
・制限体重：〜100kg

■商品説明
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・ACアダプター（充電器）
・空気入れコネクタ
・ネジ（4個）
・簡易工具
・保証書兼取扱説明書

■同梱品

■各部の名称

面
アクセルレバー

コントロールパネル
フロントライト

ブレーキハンドル
ベル

ロックレバー

充電ポート スタンド

ブレーキライト
フック

ブレーキ

モーター



■組み立て方

1.ハンドルバーを起こし、ロックレバーを固定し
ます。

2.ハンドルを垂直にセットします。

3.付属の六角レンチを使ってとネジをとめハン
ドルを固定します。

4.セッティングが完了しましたら電源をONに
し、起動することを確認してください。

1 2

3 4



付属のACアダプター充電器のランプで充電状況を確認できます。
本体に接続する前に、充電器をコンセントに差し込み、LEDライトが緑になって使用
可能であることを確認してください。

・充電器のLEDランプが赤に点灯：充電中です。
・充電器のLEDランプが緑に点灯：充電が完了しました。

・本体の電源はオフにした状態で充電を開始してください。
・ACアダプター充電器に日差しが当たるなど、高温になる場所での充電はしないでく
ださい。

■ACアダプターの充電ライト表示

■充電方法



【充電器の注意事項】
リチウムイオン充電池を長く安全にご利用いただくため、必ず以下の説明のとおりにご利用
ください。
・充電中は、小さなお子様が誤って触れないようにご注意ください。
・充電中は本体の操作は行わないでください。
・過放電電池を再充電することは危険ですのでおやめください。
・必ず付属の充電器を使用してください。

以下の症状が確認できた場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
・変な匂いがしたり、触れないほどの高温になった時
・煙がでた時
・異音がする時
・液体が漏れた時

リチウムイオン充電池のご利用について

本製品はリチウムイオン充電池を使用した商品です。ご使用方法により寿命が変わって
きますので以下の点にご注意ください。

・満充電（残量 100%）状態で AC アダプターをつないだまま長期間放置しないでください
。

・過放電（残量 0%）状態での長期保存はリチウムイオン電池が劣化し、充電
ができなくなります。

しばらく使用しない場合も定期的に充電し、残量が 30~50% の状態をキープ
していただくことで長くご使用いただけます。

【ご注意事項】
過放電で充電ができなくなった場合は無理に再充電は行わないでください。

リチウムイオン電池を高温や多湿の状況で保管しないでください。特に直射日光が当たる
車内に保管したり、暖房が当たる場所での充電は大変危険です。



■安全上の注意

30℃以上となるような直射日光の当た
る場所や火のそばなどの高温の場所で

充電・使用・放置しないでください。

万が一本体が熱くなってしまった場合

はすぐに使用を開始しないでください

。

ACアダプターやバッテリーの分解
、改造は絶対にしないでください。

破裂、発熱による発火の恐れがあり

ます。

注意

毎回使用開始前に本体の充電をし、

部品の破損の有無など日常点検を

しっかり行なってください。

注意

ACアダプター充電器は当社製品専用
の充電器を使用してください。

合わない充電器を使用した場合、発

熱による火災の恐れがあります。



取扱説明書の内容をよくお読みくだ

さい。特に速度制限、ランプの表示

などの情報にご注意ください。

アルコールや薬物を摂取したあとは絶

対に操作しないでください。

強い衝撃を与えたり、落下や水濡れ

、高湿度な場所での充電や保管はし

ないでください。

発熱、発火、感電の恐れがあります

。

悪天候など濡れている路面や傾斜路で

は、細心の注意を払って運転してくだ

さい。

コントロールを失いやすく大変危険で

す。



■操作方法

電源ボタン

液晶ディスプレイの下に電源ボタンがあります。 マークが目印です。

電源ON/OFF ：電源ボタンを2秒間長押しすると電源がONになります。再度2秒間
長押しでOFFになります。

フロントライト：本体の電源がONの状態で電源ボタンを押すと点灯／消灯します。

モード切り替え：電源ボタンを短く2回押すごとにモードが切り替わります。
（ノーマルモード⇄パワーセービングモード）

充電表示

コントロールパネルには4つのLEDがあり、充電レベルを示します
。

走行中バッテリーを消費すると、ステータスインジケーターは点
灯から点滅に変化し、最後に1つずつ消灯します。

各インジケーターの電池残量は以下の通りです。

100〜86% ※86%に近くなると4つ目が点滅します。

85〜71% ※71%に近くなると3つ目が点滅します。

70〜56% ※56%に近くなると2つ目が点滅します。

55%未満

ライト表示

LEDライトが白：ノーマルモード

LEDライトが緑：パワーセービングモード

パワーセービングモードは、最高速度が18km/hに制限されるエコモードです。電動
キックボードに慣れないうちはパワーセービングモードが適しています。



■折りたたみ方

電源がオフになっていることを確認し、ロックレバーを下げハンドルを折りたたみます。
後輪の泥よけに付いているフックにベルの下部分を引っかけて固定します。

展開する時は、フックを外しハンドルを垂直まで持ち上げて、ロックレバーを固定しま
す。

持ち運ぶ際は、きちんと泥除けのフックに引っかかっていることを確認し、ハンドル
バー部分を持って運んでください。

■乗り方

1.電源ボタンを2秒間押し、電源をONにします。
2.片足をステップにのせ、もう片方の足で地面を蹴り走りだします。
3.スクーターが走り出したら両足をステップに乗せ、右ハンドルのアクセルを回します。
（速度が5km/h以上の速さになるとアクセルが加速します。）
4.アクセル押し込むと早くなりますので調節をしながら走ります。
5.停車をする時は、アクセルをゆるめて減速し、左ハンドルのブレーキで停車します。



■使用上の注意

・ACアダプター充電器の充電プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが

不十分ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

・濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください、感電する恐れがあります。

・本製品は一人用ですので、二人以上で乗らないでください。

・本製品はご高齢のかたや妊娠中のかた、お体の不自由なかたはご使用しないでくださ

い。

・荷物運搬用などの業務用としてのご使用はしないでください。

・スクーターを押して歩く際はアクセルを回さないようにご注意ください。

・水深2cm以上を超える水溜りなどを走行しないでください。

・後輪タイヤのフェンダー（泥よけ）を踏まないでください。

・後輪タイヤのディスクブレーキに触れないでください。

・手を離しての運転や片足走行などの危険な乗り方はしないでください。

・雨や雪など天候が悪い時はタイヤが滑りやすく大変危険です。極力ご使用をお控えく

ださい。

・本製品から離れる時はチェーンロックなどを使用し、盗難にお気をつけください。

・運転をする間、携帯電話やスマートフォンのご使用や、音楽を聞くなどの集中力が散

漫になる行為はしないでください。

・重量制限を超えないようご注意ください。本体やタイヤの破損に繋がるだけではなく、

制御が効かなくなる可能性があります。



■保管方法
【保管場所】
・雨や直射日光が当たらない場所
・風通しがよく、高温多湿にならない場所
・平坦で安定の良いところ
・できるだけ敷地内に保管してください。

【保管時の注意】
・盗難予防のため、チェーンロックなどを使用してください。

【長期の保管】
・使用していない間もバッテリーは自己放電しています。1ヶ月に1〜２回は充電をして
ください。
・雨や直射日光が当たらない場所で、カバーをかけて保管するようにしてください。

【長期保管して再使用する時】
・再び使用する時は、必ず充電をしてから使用してください。
・各部の点検をしてください。

■トラブルシューティング
【充電ができない】
●ACアダプター充電器の故障
・ACアダプター充電器をコンセントに差した際に、緑のライトが点かない場合は故障してい
ます。交換が必要です。

●バッテリーが劣化している
・長時間充電をしない場合、バッテリーの性能が低下し、充電ができなくなります。この場
合はバッテリーの交換が必要です。

●車両の電気系統に異常がある
・正常なACアダプター充電器を繋いでも充電器のライトが赤くならない場合は、本体の電気
系統の故障が考えられ、点検・修理が必要です。

【モーター部分から異音がする】
●モーター周りのネジがゆるんでいる
・前輪周りまたは、ハンドル支柱の根元部分のネジが緩んでいたり、ネジの紛失がないか確
認してください。ネジが必要な場合はカスタマーサポートにご連絡ください。

【電源は入るが動かない。動き出してもすぐに止まる】
●バッテリーが高温になっている
・高温時に温度保護機能が作動し、モーターが停止することがあります。涼しい場所にしば
らく置いてから使用してください。

●車両の電気系統に異常がある
・常温時にしっかり充電を行なっても動かない場合は、本体の電気系統の故障が考えられ、
点検・修理が必要です。



製品仕様

名称 Kintone Model One

全長/全幅/全高 展開時：1080/430/1140mm
折りたたみ時：1080/430/490mm

車両重量 12.5kg

乗車定員 1人

一充電走行距離 約13〜18km ※体重や路面状況により変動

最高速度

通常モード:25km/h
パワーセービングモード:18km/h 
※体重や路面状況により変動

素材 アルミニウム

タイヤサイズ 8.5inch

登坂能力 約14度

モーター・バッテリー仕様

定格出力 250W

最大出力 500W

電池容量 36V6A

充電時間 5時間

ACアダプター充電器 100-240V

ACアダプター充電器
定格出力

42.0V 2.0A

充電回数 800~1000回



■保証規定

初期不良

お届けから一週間以内の初期不良は、無償で新品へ交換いたします。まずは弊社カスタマー
サポートにご連絡ください。

・初期不良はお届けから一週間以内の自然故障が対象となります。

無償修理

お届けから一週間が経過したのち、取扱説明書や弊社サポートを参照した上で使用したにも
かかわらず、保証期間内に故障した場合は、無償で修理または修理部品を提供いたします。

※本製品を譲渡された場合（フリマサイト等で購入された場合）

保証を適用して修理をご希望される場合は、弊社から購入いただいた方の氏名など購入履歴
を確認させていただきます。その場合の保証期間の基準日は、弊社から配送した日が基準と
なります。譲渡された日ではありませんのでご注意ください。
また、弊社から購入いただいたことが確認できない場合は、有償修理となります。

有償修理

保証期間を経過した本製品の故障は、原則有償にて修理または修理部品を販売いたします。

ただし、故障状況や修理箇所により受付可否が異なりますので、まずは弊社カスタマーサ
ポートへご連絡ください。

・修理部品は通常一週間〜二週間でお送りいたします。在庫状況によってはそれ以上かかる
場合がございますので、カスタマーサポートへご確認ください。
・有償修理または有償交換の際の保証期間は弊社発送日から90日となります。

ご注意点

保証対象外となる場合がございますのでご注意ください。
・使用上の誤りおよび取扱説明書に記載した使用方法を守らなかった場合
・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス毒（硫化ガスなど）、
異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
・水没、腐食、経年劣化による故障および損傷
・お客様により分解・改造をしている場合、または自己修理による損傷がある場合
・本製品と接続した外部機器の要因による故障および損傷
・保証書の添付がない場合
・お買い上げ年月日、販売店舗名の記載もしくは明細書の添付がない場合



本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

お客様にご提供いただきました個人情報は、本製品の修理、交換対応のみ利用させていただ
きます。

販売元：株式会社 KINTONE

〒303-0031
茨城県常総市水海道山田町4555
050-1743-9444

お問い合わせ先：TEL 050-1743-9444（平日10時〜18時）
サポート定休日：土・日・祝（+臨時休業あり）
メールでのお問い合わせ、営業時間外は、
問い合わせフォームよりお問い合わせください。
https://kintone.mobi/




