Segway Personal Transporter (PT)
®

a clean, green, eco-friendly machine
充電式 立ち乗り電動二輪車

写真提供：十勝千年の森

写真提供：ハウステンボス

clean. personal. mobility.

Segway® Personal Transporter (PT)
Segway® Personal Transporter (PT)は、
アクセルやブレーキ操作なしに重心移動によってその動きを制御
する、優れたインタフェースを有しています。そのため発進や停止をスムーズに行なう運用に適しており、
小回りのきいた移動が可能となっております。
全世界でこれまで数万台の販売実績があり、警察や民間の警備会社をはじめ、倉庫やコンベンションセン
ター、空港施設など、
またガイドツアー、
アミューズメントパーク、
ゴルフ場において活用されています。

特長
■

重心移動による、直感的な操作方法

■

高い機動性、視認性が生む効率的な運用

■

充電式大容量リチウムイオンバッテリーを使用

■

排出ガスはゼロ 、環境に優しいエコトランスポーター

講習制度

排出ガスゼロ (Zero-emissions)
環境に優しい (Eco Friendly)
パーソナルな電動移動体として、
環境に優しい短距離の代替輸送手段
を生み出すことが、
セグウェイ社にとってのビジョン
（構想）
です。

ご購入者及びすべてのセグウェイ利用者は、認定インストラクター※から初心者講習を受講することが定められております。
講習制度は運転スキルの向上に限らず、モラルやリテラシーの構築という面でも効果が出ています。
この講習の徹底により
高い水準での安全運用が保たれることは、ディズニーワールド、シカゴ警察などの多くの導入事例で示されております。
※セグウェイジャパン株式会社より認定されたものを指し、ライセンスカードの掲載によって証明されます。

i2 model

Color : Black / White

i2

i2 基本モデル
935,000円

警備向けパッケージ

• i2用カーゴフレーム
• コンフォートマット
• ハンドルバーバッグ

i2 工場・物流向けパッケージ

1,005,000円

• アクセサリーバー
• 警備向け反射シール
• LEDテールライト

・ハードケースセット
• i2用カーゴフレーム

x2 model

• カーゴプレート

一般業務向けパッケージ

975,000円

• ケーブルロック
• コンフォートマット
• Segway反射シール • ハンドルバーバッグ
• クイックリリース
• LEDテールライト

x2 Turf model

x2

屋外警備向け
パッケージ

1,080,000円

x2 オフロード基本モデル
1,005,000円

i2

995,000円

• アクセサリーバー
• 警備向け反射シール
• ハンドルバーバッグ
• LEDテールライト
• カーゴプレート

x2

屋外業務向け

x2 ゴルフ向け

1,100,000円

1,125,000円

パッケージ

• ハンドルバーバッグ
• カーゴプレート
• 3W LEDライト
• アクセサリーバー
• クイックリリース

※ 価格はすべて税抜きです。 ※ 別途保険料が必要です。 ※ 写真はイメージです。実物とは異なる場合があります。

パッケージ

x2 芝用モデル
1,005,000円

• ゴルフバッグキャリア
• スコアカードホルダー
• アクセサリーバー
＊芝用タイヤ着用

Segway PTの利用例

警備

推奨

i2 警備向けパッケージ
x2 屋外警備向けパッケージ

・世界中の1,000 以上の警察や警備会社などの機関が、飛行場やショッピング
モール等、広大なエリアの警備用途で利用
・乗車する警備員が目立つことに加え、周囲の人々とコミュニケーションが
取れる事により高い犯罪抑止効果
・機動性や視認性に優れ、人ごみの中や屋内での警備も可能
・警備員の業務に取り組む姿勢や士気が向上
・歩行時には携帯困難なAED、消火器など多くの装備が携帯可能
東京ビックサイトでの実証実験

工場・物流

推奨

i2 工場・物流向けパッケージ

・工場や倉庫、発電所など、広い敷地内の長距離歩行移動がもたらす、時間、
体力、知力の浪費による非生産性を解消
・最小回転半径ゼロ、
ストレスのないSTOP＆GOの動作が可能なため、
この
分野における作業効率の向上を提供可能
・排ガスを出さず音も静かなため、屋内での利用にも最適
・業務時の荷物を運ぶバッグ、ハードケースの設置が可能
・RFID、バーコード管理作業など、
物流管理ソリューションとの高い親和性

ツアー

推奨

i2 一般業務向けパッケージ

・世界中で300以上のSegway Authorized Tour（公認ツアー）
・2 〜9 名の参加者が講習受講後、定められたコースをインストラクター兼
ツアーガイドと共に2 時間程かけて周遊
・開催するサイトに詳しいインストラクター兼ツアーガイドの存在がSegway
ツアーの質を向上
・ガイドと広範囲を巡ることで、通過型観光では得られない体験と満足感を
提供可能
・日本SGIがツアー開始を有償でサポートする、
ツアーオフィシャルパートナー
制度を展開
ハウステンボス

ゴルフ

推奨

十勝千年の森

x2 ゴルフ向けパッケージ

・x2ゴルフ向けパッケージは、フェアウェイに乗り入れてのスピーディな
プレーが可能な1人乗りゴルフカート
・スタッフ利用では航続距離の長いi2モデルでの運用も可能
・インストラクターが付かずお客様だけでラウンドする場合は、講習制度
徹底など、
より一層の安全スキームへの配慮が必要
・スタッフなどの業務向けから導入し、安全マニュアルやインフラを構築後、
順次お客様のラウンド用へと段階的な導入を推奨
・インストラクター兼レッスンプロとのツーサムプライベートレッスンなど、
新たなサービスの可能性
25那須ゴルフガーデン

広告

推奨アクセサリー

広告用ボード
アドキャップ

・i2に広告用ボードや広告用ホイールキャップを取り付けて使用
・アドキャップはホイールの広告面を回転させずに表示
・広告面フィルムは自由なデザインを添付可能
（広告面フィルムは内容物に含まれません）
・動く広告として非常に高い注目度、国内外で利用事例多数
・動くインフォメーション/コンシェルジュとして高いサービスをお客様へ提供
・運転者が販促物を配ったり周りの方とコミュニケーションを取る事ができる
ため、良質の情報発信が可能
写真提供: WebBCNランキング

アクセサリー

※アクセサリーは下記以外にもご用意しております。

広告用アクセサリー

ヘルメット（ロゴ入り）

ホイール広告面を回転させずに一定表示

マットブラック・ブラック・ホワイト

各色

利用例

15,000円

アドキャップ

Segway広告用ボード

95,000円

450,000円

※ 広告用ボード、
アドキャップはi2限定アクセサリーです。
※ 広告面のフィルム及びフィルムデザインは含まれません。

※ 価格はすべて税抜きです。 ※ 写真はイメージです。実物とは異なる場合があります。

仕様
モデル

i2シリーズ

x2シリーズ

全長および幅

63 cm × 63 cm

6 7 cm × 84 cm

タイヤ直径

48 cm

53.3 cm

総重量（アクセサリー除く）

47.7 kg

54.4 kg

積載量（搭乗者含む）

45 kg − 118 kg

45 kg − 118 kg

走行距離（状況により変化）

約 24 km − 39 km

約 14 km − 19 km

最高速度

約 20 km/h

約 20 km/h

バッテリー使用環境（状況により変化）

約 -10 ℃ − 50 ℃

約 -10 ℃ − 50 ℃

バッテリー

リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー

※ ここに示されている数値は、全ての環境で動作を保証するものではありません。

重要事項
・日本の現行の道路交通法制度上、公道での使用は認められていません。私有地内に限定して使用できます。
（2009年3月現在）
・現在は法人のお客様向けの販売のみ行っています。
・ご購入時に保険への加入を義務付けています。
・ご購入者及び利用者は必ずインストラクターから初心者講習を受講して下さい。
＊試乗会やツアー等、一般の方を搭乗させるときにも必ずインストラクターによる講習を徹底して下さい。
・万一のケースを考えヘルメットを着用してください。
・セグウェイの利用条件について
年齢制限

18 歳以上

■

体重制限

45kg 以上118kg 未満

■

その他制限

ハイヒール等の運転に適さない靴での乗車

■

酒気を帯びている方
妊娠中の方
その他、健康状態がセグウェイの搭乗に適さない方
・保守サービスを別途用意しております。

国内正規総販売代理店
〒231-0002

セグウェイジャパン株式会社

横浜市中区海岸通 4-24 万国橋 SOKO 303

TEL：045-263-6151（代表）
FAX：045-681-6977

http://segway-japan.net

TEL：045-263-6152（カスタマーサポート）
受付時間 9:00 〜 17:00（土日祝日年末年始除く）

© 2009 Segway Japan, Ltd. All rights reserved. 仕様は予告無しに変更される場合があります。 SEGWAY、SEGWAYのロゴは米国Segway社の登録商標です。
その他の商標については商標の所有者に所有権が属しています。(03/2009)

お問い合せ
土木建設機械賃貸・販売・修理

武部機械リース株式会社
〒929-1332 石川県羽咋郡宝達志水町北川尻六136
TEL 0767-28-2567(代表) http://www.takebekikai.jp
FAX 0767-28-2045
セグウェイ事業部

http://www.segway.takebekikai.jp

