NEWS RELEASE
2017 年 9 月 28 日

～クラウドファンディングで 1 億 2,800 万円を集めた「漕げるバイク」～

glafit バイク「GFR-01」
スーパーオートバックスにて予約販売開始

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長執行役員：小林喜夫巳）は、
「glafit バイク GFR-01」(以
下 GFR-01)の予約販売について、全国のスーパーオートバックス（74 店舗）および専用 web サイト
（http://www.autobacs.com/static_html/spg/glafit/top.html）で 2017 年 10 月 2 日（月）より開始し
ます。
GFR-01 は、FINE TRADING JAPAN が開発し、
「人々の移動をもっと便利で、快適で、楽しいものにする」と
いうビジョンのもとつくられた、見た目は自転車、中身は電動バイクという、これまでにありそうでなかったハイ
ブリッド型の次世代モビリティです。
本商品は、8 月 7 日のリリース発表以降、お客様から多くの反響をいただいています。予約開始に際し、商品の
特長や詳細な性能などについてお知らせするとともに、これまで寄せられたお客様からのお問い合わせを『よくあ
るご質問』としてまとめています。商品の特長や購入方法については、以下の通りです。
ここがポイント！

■ 商品の予約は、2017 年 10 月 2 日（月）からです。
■ 予約は、全国のスーパーオートバックス、または専用 web サイトとなります。
■ 商品の引き渡しは、2017 年 11 月末以降、順次引き渡しとなります。
GFR-01 の電動バイク時の動力は、100%電気エネルギーを使用し、燃費性能、静音性や環境へ配慮しています。
バイクなのに、工具不要で折りたたみ・組み立て可能な車体のため、コンパクトに持ち運び・保管が可能です。
重量は約 18kg と、一般的な原動機付きバイクと比較して 1/3 以下の重さ*です。
車体の鍵には、指紋認証システム（20 人まで登録可能）を搭載し、キーレスで優れた防犯性を実現しました。
照明類は高効率 LED を採用し、省エネかつ長寿命、かつ高輝度で昼間でも見やすいため、安全走行をしっかりサ
ポートします。また、スマートフォンへ急速充電可能な 2.1A 出力の USB ポートや、小物収納に便利な専用バッ
グなど、さまざまなオプションも取りそろえています。
* 一般的な原動機付きバイクは約 70kg

（次ページに続きます。
）
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USB ポート（オプション品）
※2017 年 12 月末までにご予約を
いただいた方に限定でプレゼント
バッテリーを車体に付けたままでも
取り外した状態でも充電可能

本体は約 18kg と軽量

（次ページに続きます。
）
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商品の概要は、下記の通りです。
記
1．商品名

： glafit バイク GFR-01

2．予約開始日

： 2017 年 10 月２日（月）

3．店頭販売価格

： 138,889 円（税別） 【税込 150,000 円】

4．取扱店舗

： 全国のスーパーオートバックス（74 店舗）
および AUTOBACS.COM
（http://www.autobacs.com/static_html/spg/glafit/top.html）
※商品の受取は、スーパーオートバックス店舗のみとなります。
（ご自宅等への発送はできかねます。
）

5．航続距離

： 約 40km（実走・フル充電）
【テスト走行環境】
天候：曇り 気温：21 度 風速：0 メートル
直線区間約 5km を折り返し走行
・テスト① 荷重 50kg、速度 25km/h 定地走行…44km
・テスト② 荷重 70kg、速度 25km/h 定地走行…38km

6．全長／全幅／全高

： 1,250mm／590mm／1,050mm

7．重量

： 約 18kg

8．タイヤサイズ（インチ）

： 14×2.125

9．乗車定員

： 1名

10．定格出力

： 0.25kw（第一種原動機付自転車と同等）

11．充電時間

： 4～5 時間

12．ボディカラー

： 4 色 （ホワイトツートン、スーパーブラック、
ファッションカーキ、ミカンオレンジ）

13．商品お渡し日（目安）

： 2017 年 11 月末から順次
（ご予約の状況により、お渡し日が異なります）

14．備考

： この商品は、第一種原動機付自転車です。
運転の際には、ヘルメットを着用し、車道を走行してください。

今後も「常にお客様に最適なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会の創造を使命とする」という当グループの
経営理念に基づき、クルマのことなら何でもご相談いただける店舗を目指します。
以上

この件に関するお問い合わせ
先

【お客様からのお問い合わせ】
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771
受付時間：平日 9:00～12:00 13:00～17:30

【報道関係者からのお問い合わせ】
株式会社 オートバックスセブン IR・広報部 小野田（おのだ）
、鈴木（すずき）
、垣内（かきうち）
〒135-8717 東京都江東区豊洲 5-6-52 NBF 豊洲キャナルフロント
TEL. 03-6219-8787 FAX. 03-6219-8762
※ 上記の画像等につきましては、ホームページよりダウンロードできます。 URL: http://www.autobacs.co.jp/ja/news/index.php
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＜よくあるご質問＞
ご質問

回答

どのお店でも予約できますか？

全国のスーパーオートバックスのみの取り扱いとなります。

近くにスーパーオートバックスがありません

現時点ではスーパーオートバックス以外の店舗での取り扱い予
定はございません。

実物はいつから見ることができますか？

10 月上旬より、まずはホワイトツートンを各店舗に展示しま
す。10 月下旬から順次、全色展示予定です。

予約時は何が必要ですか？

予約金をいただいております。
（金額は店舗によって異なります）

一人何台まで予約できますか？

特に上限はございません。

予約の店舗と受取の店舗は変えられますか？

変えられません。

web ではどこまで手続きができますか？

web での手続きは予約までとなります。登録の諸手続きや商品
の引き渡しは、店舗へご来店いただいての手続きとなります。

ナンバーを取得しない状態で購入できますか？

本商品はナンバー登録がされた状態での引き渡しとなります。

ナンバー登録は自分でできますか？

本商品はご購入の店舗で、
ナンバー登録および自賠責保険への加
入をお願いしております。

登録手数料はいくらになりますか？

5,000 円～となります。
※店舗とお客様のお住いの住所との距離により異なります。

ナンバー登録に必要なものは何ですか？

身分証明書（免許書など）と認印が必要です

自賠責保険はいくらですか？

12 ヵ月
7,500 円 24 ヵ月 9,950 円
36 ヵ月 12,340 円 48 ヵ月 14,690 円
60 ヵ月 16,990 円
※沖縄県、離島など一部地域については異なります。

支払いの方法は？

店頭にて現金またはクレジットカード、
各種ローンにてお支払い
ください。振込でのお支払いはできません。

1 回の満充電でどれくらい走行できますか？

約 40km となります。

満充電までにどれくらいかかりますか？

4～5 時間で充電できます。

耐荷重は何 kg ですか？

100kg までとなります。

雨の日に乗っても大丈夫ですか？

通常の雨なら問題ありません。ただし、極度に激しい雨や人為的
に水を掛ける行為などで、内部の電気回路が濡れてしまった場
合、
または道路の冠水などで水没した場合には故障する可能性が
あります。

自転車として使用できますか？

自転車のように漕げる『自転車モード』に切り替えられますが、
道路交通法上「第一種原動機付自転車」となるため、
『自転車モ
ード』で走行する際も車道を走行し、道路交通法を遵守してくだ
さい。また、必ずヘルメットの着用が必要です。

