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S3 & X3



次の10億台を目指して 

VanMoofは、完璧なシティバイクを作るというビジョンを掲げ、オランダ

人兄弟のタコ・カーリエとティーズ・カーリエによって2009年にスタートし

ました。現在、当社の自転車は世界中の都市を変革し、電動自転車が

選ばれる風潮を加速させています。

複数の栄誉ある賞を受賞している、私たちの洗練された乗り物は、15万
人が集う熱狂的な世界のコミュニティに、ハイテクかつ高機能な体験を

提供しています。そして、私たちはまだ始まったばかりです。

象徴的な統合自転車フレームは、設計から製造まで、販売からアフター

サービスまで、すべてを一貫して自社責任のもと事業を行う完全統合型

のエンドツーエンドの事業体制が体現されており、この体制で自転車業

界に異変を起こしてきました。世界一急成長している自転車ブランドとし

て、私たちは都市のモビリティの未来について再定義し、次の10億台を

達成する道を進んでいます。

VanMoofブランドストアは、アムステルダム、ベルリン、ロンドン、ニュー

ヨーク、パリ、サンフランシスコ、シアトル、東京に展開。2021年末までに

世界中の50都市にサービスハブを開設する予定です。

詳細については、vanmoof.comをご覧ください。
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VanMoof
について



VanMoof S3 ＆ X3は次世代型電動自転車です。この次世代型電

動自転車は、未来の都市の移動を、車から自転車に変えるだけで

はありません。人々の移動方法を永遠に変えます。

VanMoof S3 ＆ X3は、高出力のモーター、自動電子ギアシフト、統

合型盗難防止技術、先進のアクセサリーで、通勤時間を短縮し、都

市の混雑を緩和します。 そして、VanMoofは、ライダーに今までで

最高の体験を提供できるよう、ライダーの声に常に耳を傾け、計画

し、取り組んでいます。こういった背景から、VanMoofの
PowerBankの発売、世界中に広がるサービスハブの拡張、自転車

とアプリの更新を実現します。

VanMoof S3＆X3およびVanMoof PowerBankは、vanmoof.com
または世界中のVanMoofブランドストアでお買い求めいただけま

す。

さあ、ride the future together

VanMoof
S3 & X3

https://www.vanmoof.com/


ターボブースト
ボタンを押せば、
瞬時に加速

インテリジェント・モーター
ペダルのパワーを増幅

油圧式ブレーキシステム
いかなる状況でも
正確なブレーキングを

統合盗難対策
使いやすく。盗難後は全停止。

キックロック
つま先で蹴って、
ロック

Eシフター
かつてないほどスムーズに
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超スマートな電気系統

スマートカートリッジはがすべての内蔵
システムを制御し、最大レンジと運動反
応性を確保。リアルタイムのモーター
フィードバックを処理します。

盗難防止

使いやすい。でも、盗まれた時に
は全停止します。内蔵アラームと
スマート位置追跡機能は、自転
車泥棒に悪夢を与える設計で
す。

インテリモーター

最大出力と自然な乗り心地を目
指して完成させた VanMoofの新
型モーターは、ほぼ無音で動作し
ます。最高速度でもその静けさを
持続します。  

Eシフター

自動電子ギアシフトは、これまで
にないスムーズな乗り心地を提
供します。  この4速が、どの都市
の傾斜も平らにします。

油圧式ブレーキシステム

完全統合型油圧式ブレーキは、いか
なる気象状況下においても、正確な
停止能力を提供します。

504 Wh
バッテリー容量

60-150 km
レンジ

改ざん防止

遠隔停止モード

25 km/h
最高速度

59 Nm
ターボブーストトルク



VanMoofのライダーが求めたのは、自転車にもっと長く乗れること、そし

て、もっと簡単に充電できること。私たちは耳を傾けて、計画を立て、取り

組みました。そして今、VanMoof史上初のPowerBankを発表します。

レンジを追加し、充電をより簡単に、よりアクセスしやすくする設計で、現

在最も期待されるアクセサリーです。 電動自転車用に開発された世界初

の充電器が、発売中の都市型電動自転車のすべてに負けない最長のレ

ンジを実現します。

VanMoof PowerBankはオプションアクセサリーとしてご購入いただけま

す。停止中も走行中も、自転車のメインバッテリーの充電を行えます。

価格：¥45,000
充電時間：3時間（0-100％）

追加レンジ：45-100 km（フルパワーモード–エコノミーモード）

走りを
伸ばす



レガシーがパフォーマンスに出会いました

VanMoofの誇る直線形状の、アイコンモデル。

次世代テクノロジーを搭載。街を塗り替える準備はもうできています。

170〜210cmのライダーにおすすめ

カラーは、ライトとダークをご用意

VanMoof S3

R
id

e
Th

e 
Fu

tu
re

 
To

ge
th

er



遊び心いっぱいで、パワフル。

X3は、お兄さんモデルと同じモーター、バッテリー、スマートテック機能

を搭載。 乗り回すのに最適なコンパクトなホイールで、機敏なハンドリ

ングを実現します。

155〜200cmのライダーにおすすめ

カラーは、ライトとダークをご用意

VanMoof X3
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もっと速く、もっと先へ。

最大パワーと反応性の実現を目指して設計され仕上

げられています。前世代よりも滑らかでコンパクトに

格納され、最高速度でもほぼ無音で動作します。

モーターが、ペダルパワーを4倍に増幅。インテリパ

ワー管理で、レンジが最大化できます。

パワフル
モーター
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走行中、マトリックスディスプレイは、速度、パワーアシス
トレベル、使用中のギアを表示します。 立った状態でも、
ディスプレイで、充電状態の確認や、走行アシストの変更
が可能です。

オーナー以外の人が自転車に触れると、スカルマークの
グラフィックを表示。アラームが作動します。 はい、今回グ
ラフィックも調整し、前よりも鮮明に怖さの迫力を増量しま
した。

走行に、光を。
166個のLEDがトップチューブをライトアップ。フレームが、
インタラクティブな画面に変わります。 完全密閉型の耐候
性を持つマトリックスディスプレイは、直感的なライダー
フィードバックを提供。2つのハンドルボタンから、完全な制
御とカスタマイズが可能です。

マトリックス
ディスプレイ
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さよなら、自転車のキー。

自動車のキーフォブより使いやすく。後部泥よけ近く

のボタンをキックするだけでロックができます。内蔵機

能をアクティブにしたまま後輪盗難防止。 安全な

Bluetoothライダー認識で、ロック解除がさらに簡単

になりました。ハンドルバーボタンを押して、走り出し

てください。

キックロックは、後輪を固定することにより、つま先で

蹴って自転車を完全にロックします。 また、ライダー

認識も可能にし、統合アラームをアクティブにします。 
電話を持っていない場合には、バックアップコードを

使ってロックを解除できます。

キック
ロック
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超スマートな電気系統
スマートカートリッジがすべての内蔵シス
テムを制御し、リアルタイムでモーター
フィードバックを処理。レンジとモーター呼
応性の最大化を実現します。

504 Wh
バッテリー容量

60-150 km
レンジ

競合よりも、光年先を。

将来的に実現される機能やホームサービスを念

頭において設計されたスマートカートリッジは、す

べての内蔵システムを制御するバイクの「頭脳」

です。 また、定期的なソフトウェアアップデートの

際に、新機能をプッシュ通知。時間の経過ととも

にスマートさを増します。

無線アップデートで新機能を追加。リアルタイム

のモーターフィードバックに応答して、1回の充電

でより広い移動距離を可能にします。 リムーバブ

ルスマートカートリッジは、リモート修理も行える

ため、ブランドストアに行かずに簡単に修理でき

ます。

超スマート
電気系統
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オンデマンドで、高速加速。

さらに楽しい機能性を。ターボブーストは、追加のオ

ンデマンドパワーを提供します。 瞬間的な爆発加速

が欲しいその時のために設計されています。 信号、

急な坂道、交差点などから離れてレースを楽しみま

しょう。

ターボ
ブースト
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59 Nm
ターボブーストトルク



Eシフター

VanMoofの4速Eシフターで、これまで以上に楽

に乗れます。 スマートカートリッジが制御する自

動電子ギアシフトを備えたEシフターは、急な斜面

も、瞬時にまるで平坦な道のような感覚で走行で

きるよう設計されています。 シフトレベルは、

VanMoofアプリで完全にカスタマイズが可能で

す。

電子
ギア
シフト
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低メンテナンスで、最高のパフォーマンスを。

すべての油圧要素をフレームに統合して、保護、性能、

そして洗練されたデザインを実現しました。 完全に統合

されたハンドルとブレーキアセンブリを備えた最初の自

転車で、見た目の通りの美しさで、走行をお楽しみいた

だけます。

あらゆる状況下においても、正確かつ強力なブレーキン

グを実現。 街の耐久性を最大化するための隠しケーブ

ル。 一体型のスチールディスクが、瞬発的な停止力を

実現しました。

都市型
油圧式
ブレーキ
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初のFind My対応電動自転車

4月15日以降注文分のVanMoofS3 & X3は、Apple 
Find Myネットワークとの互換性があり、iPhone、iPad、
iPod touch、MacからApple Find Myアプリを使用して

自転車を見つけることができます。

 
Find Myは、地図上でVanMoofを見つけるための簡単

で安全な方法を提供します。設定も簡単です。

VanMoof
& Apple Find My
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自転車の位置情報をFind Myアプリで見つけるには、iOS 14.3以降を搭載したiPhoneまたは

iPodtouch、iPadOS 14.3以降を搭載したiPad、またはMacOS11.1以降を搭載したMacが必要

です。



乗り心地を、あなたに最適化。

VanMoofアプリで走行をコントロール。 アプリ内サ

ポートやリモート診断ソリューションだけでなく、走行

追跡や統計の確認、自転車のロック解除、場所の確

認、盗難報告、PowerBankとの接続にも使用できま

す。 ライト、ロック解除、Eシフター、アラームのカスタ

ム設定を行うことで、アプリで自転車を完全にパーソ

ナライズできます。 

VanMoof 
アプリ
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盗難しても、使えない。

自転車の盗難は、高品質の自転車に乗ることの主な障

壁です。 S3 & X3は、泥棒に悪夢を与えるように設計さ

れた多数の機能を備えたVanMoofの盗難防止の血統

をさらに高め、バイクハンターが盗難自転車を簡単に回

収できるようにします。

当社の自転車には反応性の高い多相アラームを使用。

VanMoofアプリから自転車のシステムを停止、追跡、

無効化できます。 また、Peace of Mindは、VanMoof
が盗難にあった場合に、自転車の回収または交換を保

証します。

内蔵
盗難防止
機能

不正検知

リモート全停止モードR
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内蔵防止機能

使いやすく。盗難後は全停止。

内蔵アラームとスマート位置追

跡は、泥棒に悪夢を見させること

を目的に作られています。



Peace 
of Mind
VanMoofが盗まれた場合には、当社のバイクハ

ンターが取り戻します。

統合された位置追跡技術と鉄壁の盗難防止保証

で、自転車泥棒を廃業させています。自転車が

紛失した場合は、VanMoofアプリから盗難報告

を行ってください

バイクハンターはすぐに仕事に取り掛かり、2週
間以内にバイクを回収します。 回収できない場

合には、年数と状態が同じ（またはそれ以上の状

態の）自転車に交換するため、長い間乗れないこ

とはありません。 
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サービス拠点が拡大します

私たちのサービスオプションは、お客様が長期間

道路から離れることがないことを保証します。

2021年は、サービスを最優先事項にしていま

す。サービス拠点を世界中8都市から50都市に

拡大しており、これまでになく迅速かつ簡単にサ

ポートが受けられます。 ソフトウェアとハードウェ

アのアップデートやアプリ内でのトラブルシュー

ティングも行っています。

ご意見をいただかなくなるまで、ずっと、自転車と

サービスの改良に取り組みます。

動きを
止めません

50
都市

08
ブランド
ストア

11
サービス
ハブ

31
認定

リペアショップ

200
VanMoof認定
バイクドクター
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50 都市からさらに拡張中
ブランドストア、サービスハブ、認定リペアショップの全リスト



updated weight X3 back to 20.8 as 
current X3

防犯 Kick Lock
Touch Unlock
Rider Recognition
Integrated alarms 

Manual disarm with personal code
Anti-theft nuts and bolts
GSM and Bluetooth theft tracking

フレーム X3
Unisex design for 
riders 155-200 cm
Weight: 20,8 kg
Wheels: 24’’
Light and Dark 
anti-scratch colorways

S3
Unisex design for 
riders 175-210 cm
Weight: 21 kg
Wheels: 28’’
Light and Dark 
anti-scratch colorways

パーツ Lights
40 Lux automatic LED lighting system 
with front light halo option.

Handlebars
One-piece adjustable handlebar 
and stem

Brakes
Front and rear hydraulic disc brakes

Gears
Integrated automatic 4-speed hub
Automatic E-shifter

Chain
Fully enclosed drivetrain
Automatic chain-tensioning system

Saddle
Multi-layered shock absorbing foam 

Tires
 Puncture protection tires

Wheels
Anodized aluminum rims
Stainless steel spokes

Front wheel hub
250W
Four assist levels
Revamped Turbo Boost

Range
60km - 150 km*
*Full power - Economy mode   

Battery
504W capacity
Integrated LG cell
Removable for servicing

Charger
36V 4A
50% charge in 80 minutes
Full charge in 4 hours

電源

Brakes
Hydraulics brakes for less 
maintenance and more accurate 
braking.

Charger
Compac, lightweight portable 
charger.

Unboxing
Guided unpacking experience 
includes foot pump, VanMoof 
branded custom tools, lubricant, 
reusable VanMoof belt, and 
celebratory confetti. Using 
sustainable materials to minimize 
waste.

Matrix Display 
166 LED LIghts display states and 
accurate charging status

Sounds
Choice of different bell sounds

Coating
Scratch resistant matte finish

Grips 
Custom designed waterproof 
ergonomics

Wiring
Fully integrated wiring.

Fenders, flaps and tires
Matte black fender stays, 
ergonomic fender flaps and 
puncture resistant tires.

Handlebar
Seek design, snap
spacers for height adjustment
without removing handlebar.

Introduction price
€2198 /  £1998 / $2298 / ¥275000

Add Peace of Mind
€348 / $398 / £328 / ¥45.000 /3yrs

価格

スペック & 
仕様

Specs



EUROBIKE AWARD - 2009

RED Dot Design Award - 2010

Fast Company  - Innovation by Design Award 2015 

Core77 Design Award - 2019

The Verge -  Gadgets of the Decade 2019

TIME Magazine Best Inventions of 2019

DEZEEN - Shortlisted for Product Design of the Year 2019

VanMoof 受賞歴 
& 名誉

Red Dot Design Award 2020 - Best of the Best

T3 Award 2020 - Best Electric Bike

Awwwards 2020 - Website of the day (launch site!)

Fast Company 2020 - Innovation by design award

Financial Times  - Europe's Fastest Growing Companies 19, ‘20 & ‘21

Computer Bild 2020 - Reader’s award

German Design Award 2020 - Gold 

IF Design Award - 2020
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当社のミッション

さて、すべては、自分たちの街をより簡

単かつクリーンに移動できるようにした

いという気持ちから始まりました。そし

て、唯一の方法が、自動車のより良い代

替品を作ることであるという考えに至りま

した。だから私たちは行いました。 私た

ちの自転車で、私たちの都市環境の再

形成を行い、私たちの周りの空気を少し

きれいにすることを目指します。そうする

ことで、この惑星は少し幸せになるはず

です。

みなさまがどう思うかについてもわかっ

ています。10億台は多すぎるだろう、と。

でも、VanMoofでは中途半端は許されま

せん。私たちは自転車ができることにつ

いての再発明をしました。そして今、私た

ちは自転車産業の再発明を行っていま

す。

これが当社のミッションです。詳しくお話しさせていただきます。

私たちは製品やソフトウェアの開発を外

部委託せず、オリジナルの部品をゼロ

から発明し、サプライチェーン全体を垂

直統合する唯一の自転車会社です。 
つまり、どこかのサービスハブので行わ

れるか、会議室で行われるかに関係な

く、クリエイティブな人材についても瞬間

を常に把握しているのです。 これは、

自転車の作り方を再発明できることを

意味していて、洗練されたデザインと高

度なテクノロジーの比類のない統合が

実現できる体制なのです。

しかし、10億台について語ると、この数を

実現する唯一の方法として、最大限にア

クセスしやすくすることが必要となります。 
それが、現在私たちがやろうとしているこ

とです。 2021年のみでも、自転車の使い

やすさを向上させて乗り心地を改善する

アクセサリーを追加するとともに、サービ

スネットワークを拡大して、より多くの人々

が完全なVanMoof体験の恩恵を受けるこ

とができるようにします。 

私たちの自転車は、いつも、あなたに選択肢を

提示します。最終的には、あなたを自動車から

離れ世界に向かわせます。それはもう個々の

ライダーを超え、私たちも超えています。もう己

の生命を持って、移動方法を再定義するため

のムーブメントになっているのです。

ご賛同いただけますか？

さあ、 ride the future together
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Last Page, Contact info 

Need: Different contacts per language/market. See below:

French version:
Alfa-Claude Djalo
PR Specialist France
alfa@vanmoof.com
+31 (0)6 11 45 07 08

German version:
Sofia Gerung
PR Specialist Germany
sofia@vanmoof.com
+31625401809

Dutch version
Mila de Randamie
PR Specialist Benelux
mila@vanmoof.com

UK version:
Barry Bracken
PR Specialist UK
barry@vanmoof.com
+31 (0)6 21 90 86 01

Japanese version:
Takako Urano
PR Specialist Japan
takako@vanmoof.com

US version:
Austin Durling
PR Specialist US
austin@vanmoof.com
TBD

浦野 誉子

日本担当PRスペシャリスト

takako@vanmoof.com
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Brief

This is a briefing for the 2021 press kit refresh to use with the ‘updated’ VanMoof S3 & X3.

This press kit is used throughout the year to share with press, ambassadors and teams internally and is designed to give you an introduction into 
VanMoof and our bikes. It can follow the same set up of the 2020 version (found here). Where new information is needed, I added it as best I can. Feel 
free to refresh copy where needed. We use this primarily to warm up press to write about VanMoof, and get them excited about reviewing! 

Deliverables:
● 25 Pages max
● As always a lot can still change so we need the design to be done in Google Slides. This allows us to update details on the go. 
● We need 6 translations so we have a dedicated version per market: UK, US, FR, NL, DE, JP. These versions should be in the market language 

and the hero pricing should be adjusted accordingly. 

Deadline: 23 March 2021 / Briefed 4 March 2021

Contact for questions: Karlijn@vanmoof.com / +31628147891

Notes
● All product specs need sign-off from R&D and before deadline we need to do a last pricing check. 

Copy brief: 
Messaging: Next Billion on bikes is our mission, call to action is Ride The Future Together. 
- Highest level message is simply that the product is here (XS3) and it stands as the clearest product representation of the brand overall (Ride the Future 
Together).
- PowerBank is the biggest feature message -- this can be coupled with the bike and stand alone as a message depending on the format and target.
- Service Centers and our extended reach is the third key message.

https://www.vanmoof.com/news/en-US/media_kits/223470/
mailto:Karlijn@vanmoof.com

