E-バイクモデル⽐較

どのモデルがあなたにいちばん合うかわかり
ますか？並べて⽐較してみませんか？

Bike model

VanMoof S5

VanMoof A5

VanMoof S3

VanMoof X3

ライダーの身⻑

ライダーの身⻑：165-210cm

ライダーの身⻑：155-200cm

ライダーの身⻑：170-210 cm

ライダーの身⻑：155-200 cm

ライダーの体重

N/A

N/A

耐荷重：120 kg

耐荷重：120 kg

股下

820-950 mm

738-938 mm

862 - 950 mm

754 - 943 mm

ホイールサイズ

27.5インチ

24インチ

28インチ

24インチ

重さ

23 kg

22 kg

21 kg

20,8 kg

スタンドオーバーハイトt : 820 mm
シートチューブ : 560 mm mm
トップチューブ : 616 mm
ヘッドチューブ : 155 mm
.ホイールベース : 1125 mm
ダウンチューブ : 703 mm
ハンドルバー幅 : 680 mm
全⻑ : 1815 mm
シートポスト直径 : 34 mm

スタンドオーバーハイト : 622 mm
シートチューブ : 479 mm
トップチューブ : 565 mm
ヘッドチューブ : 209 mm
ホイールベース : 1057 mm
ダウンチューブ : 657 mm
ハンドルバー幅 : 680 mm
全⻑ : 1671 mm
シートポスト直径 : 34 mm

スタンドオーバーハイト : 862 mm
シートチューブ : 587 mm
トップチューブ : 615 mm
ヘッドチューブ : 153 mm
ホイールベース : 1113 mm
ダウンチューブ : 770 mm
ハンドルバー幅 : 650 mm
全⻑ : 1825 mm
シートポスト直径 : 34 mm

スタンドオーバーハイト : 712 mm
シートチューブ : 500 mm
トップチューブ : 588 mm
ヘッドチューブ : 275 mm
ホイールベース : 1060 mm
ダウンチューブ : 770 mm
ハンドルバー幅 : 680 mm
全⻑ : 1669 mm
シートポスト直径 : 34 mm

Halo Ring Interface

Halo Ring Interface

マトリックスディスプレイ

マトリックスディスプレイ

SP CONNECT（SPコネクト）スマホマ
ウント（USBチャージャーつき）と、フ

SP CONNECT（SPコネクト）スマホマ
ウント（USBチャージャーつき）と、フ

サードパーティのスマホマウントを取り
付けることができますと、ダッシュボー
ド機能は利⽤できます。

サードパーティのスマホマウントを取り
付けることができますと、ダッシュボー
ド機能は利⽤できます。

4速オートマチック

4速オートマチック

サイズ

ディズプレイ
スマホマウント
変速ギア

ルダッシュボード機能
3速スマートシフト | マニュアル変速も可能

ルダッシュボード機能
3速スマートシフト | マニュアル変速も可能

⾛⾏可能距離

60 km (フルパワーモード)
150 km (エコノミーモード)

55 km (フルパワーモード)
140 km (エコノミーモード)

60 km (フルパワーモード)
150 km (エコノミーモード)

60 km (フルパワーモード)
150 km (エコノミーモード)

セキュリティ

Gen5キックロック（⾃動検知ピン対応）

Gen5キックロック（⾃動検知ピン対応）

キックロック
内蔵警報アラーム
⾃動ライダー認識
バックアップコードで⼿動アンロック
盗難防⽌ナット＆ボルト
GSM / Bluetooth位置情報追跡
Apple Find My（探す）

キックロック
内蔵警報アラーム
⾃動ライダー認識
バックアップコードで⼿動アンロック
盗難防⽌ナット＆ボルト
GSM / Bluetooth位置情報追跡
Apple Find My（探す）

充電時間

0-100% 充電時間：6時間30分
0-50% 充電時間：2時間30分

0-100% 充電時間：6時間30分
0-50% 充電時間：2時間30分

0-50% 充電時間：80分
0-100% 充電時間：4時間

0-50% 充電時間：80分
0-100% 充電時間：4時間

ハンドルバーボタン 4x ハンドルバーボタン（合計）
- 1x ベルボタン
- 1x セカンドボタン（左）
- 1x ブーストボタン
- 1x セカンドボタン（右）

4x ハンドルバーボタン（合計）
- 1x ベルボタン
- 1x セカンドボタン（左）
- 1x ブーストボタン
- 1x セカンドボタン（右）

2x ハンドルバーボタン（合計）
- 1x ブーストボタン
- 1x ベルボタン

2x ハンドルバーボタン（合計）
- 1x ブーストボタン
- 1x ベルボタン

⾛⾏時の情報

スマホマウントを使ってVanMoofアプリ
に接続することができます

スマホマウントを使ってVanMoofアプリ
に接続することができます

⾛⾏中は確認できません。

⾛⾏中は確認できません。

⾃動ライダー認識
バックアップコードで⼿動アンロック
盗難防⽌ナット＆ボルト
GSM / Bluetooth位置情報追跡
※Apple Find My（探す）
※S5とA5は、Apple「Find My」ネット
ワークに対応する予定です（認証待ち）

⾃動ライダー認識
バックアップコードで⼿動アンロック
盗難防⽌ナット＆ボルト
GSM / Bluetooth位置情報追跡
※Apple Find My（探す）
※S5とA5は、Apple「Find My」ネット
ワークに対応する予定です（認証待ち）

