
より安心！ より快適！
新型電動カート登場！！

ES410
電動車いす

交通ルールやマナーを守りましょう

使用上の注意

「ラクータースマイル」を安全に快適に運転していただくために！

■基本的な交通ルール

・運転は「低速」で前進から始め、左右折S字走
行、方向転換、回転走行、そして後進走行を
しっかりと練習し、操作に慣れてください。
・「低速」での運転に慣れた後、徐々に変速ダイ
ヤルで速度を上げて「低速」の時と同じように
練習してください。（急ハンドルを避け、慎重
に運転してください。）

○歩行者の迷惑にならないよう運転に慣れるまでは、公
園など広く安全な場所で十分練習してください。

○初めて道路に出るとき
は、必ず介助者と一緒
に外出し、安全な道路と
道順を確認しながら走
行してください。

○歩行者の迷惑になら
ない運転を心がけて
ください。
　（「高速」での乱暴な運
転などはしないでくだ
さい。）

■運転のマナー 他の歩行者に迷惑をかけない正しい運転マナーを身につけましょう。

・重量制限は、人・手荷物を含めて100kgまでです。重量
オーバーしないように注意してください。

○転倒及び操作の障害になる恐れがありま
すのでフロントポケットには3㎏、バス
ケットには5㎏以上の重量物や大きな物
を入れないでください。また、お買い物
フックの最大荷物重量は1.5㎏です。

○火災や熱による故障の原因となりますの
で、火気の近くに置かないでください。

・部品交換の際は、必ず純正部品を使用してください。

○事故や故障の原因となりますので、改造は
絶対にしないでください。

・事故防止のため、携帯電話や無線通信機器は、停車し、
キースイッチを「止」にしてから使用してください。

○携帯電話や無線通信機器は使用しないで
ください。

○走行中、電磁波の影響を受けると、ブザー
が鳴り、停止する場合があります。この場
合は、キースイッチを一度「止」にし、再度
「走」にすれば走行できます。

○交差点では一旦停止しましょう。
・交差点の手前では必ず一旦停
止し、左右の安全をしっかり確
認して、ゆっくり発進しましょう。

○信号を守りましょう。
・信号機のある所では、信号が
「青」になってから渡りましょう。
点滅中なら無理に渡ろうとせ
ず次の「青」まで待ってから渡
りましょう。
・押しボタン式の歩行者用信号機のある所では、ボタン
を押し、信号が「青」になったことを確認してから、渡りま
しょう。
※信号機のないところでは、横断歩道か、見通しの良い
ところを探し、左右の安全をしっかり確認してから渡り
ましょう。

○踏切では必ず一旦停止しましょう。
・踏切の手前では必ず一旦停止
し、左右の安全を確認してくだ
さい。
・線路に対して直角に進入し、線
路の溝にタイヤを取られない
ように十分注意してください。
※踏切内で動かなくなった時
には、介助者に協力していただき、手押し移動してくだ
さい。万一、踏切内から脱出できない最悪の場合には、
踏切の非常ボタンを押してから線路外に退避してくだ
さい。

○転倒する恐れがありますので急な坂道
（10°以上）でのご使用は、避けてください。

・10°以下の坂道でも斜め走行は
せず、まっすぐに登り降りしてく
ださい。また、急ハンドルは避け
てください。
・特に下り坂では、必ず「前進・低
速」で降りてください。
（下り坂を後進で降りることは、
危険ですから避けてください。）

○転倒する恐れがありますので、下図のよう
な傾斜面（5°以上）でのご使用は、避けてく
ださい。
・5°以下の傾斜面でも、坂の下
側にハンドルが取られやすく
なります。両手でしっかりとハ
ンドルを握って操作してくだ
さい。

○転倒する恐れがありますので、大きな段差
（8cm以上）は乗り越えないでください。

・8cm以下の段差でも、両手で
しっかりとハンドルを握って、
ゆっくりと直角に乗り越えてく
ださい。

○転倒したり動けなくなる場合がありますの
で、幅が12cm以上ある深い溝は、乗り越
えないでください。
・幅が12cm以下の場合でも、
タイヤを溝に取られないよう
に注意し、両手でしっかりとハ
ンドルを握って、ゆっくりと直
角に乗り越えてください。

○転倒する恐れがあ
りますので、エス
カレーターや階段
では使用しないで
ください。

○転倒の恐れがありま
すので、アームサ
ポート（ひじ掛け）や
バックサポート（背も
たれ）に買い物袋等
の物を引っ掛けない
でください。

○下記のような場所や状況下での走行は避け
るか、介助者に同行してもらってください。
交通量の多い道路・道幅の広い横断歩道・踏切・砂利道・狭
い道・防止柵の無い側溝や路肩付近・夜間走行・雨降り・ぬ
かるみ・雪道・凍結路・濃霧・強風時など

○転倒、転落など思わぬ事故を引き起こす原
因となりますので、犬などのペットを引い
たり、乗せて走行しないでください。
・リードを持ったり、電動車に結
んで走行しないでください。
・バスケットに入れたり、足元に
乗せたり、抱きかかえて走行
しないでください。

○この製品は「身体障害者用車いす」です。
・2人乗りはしないでください。
・他の物の牽引はしないでく
ださい。
・遊具としての使用など車いす
以外の用途に使用しないでく
ださい。

○歩道を通行しましょう。
・歩道や歩行者専用道路を通
行してください。歩道のない
道路では、自動車に十分注意
して、道路の右側を通行して
ください。
・他の歩行者や自転車にも注
意して通行しましょう。

○横断歩道を渡りましょう。
・近くに横断歩道や信号機があ
るときは、必ずその横断歩道
や信号機のある交差点を通
行してください。歩行者の横
断禁止場所を横断してはいけ
ません。
・横断歩道では、左右の安全を
しっかり確認し、自動車や自転
車、バイクが近付いていない
か、あるいは停止してくれたか
を確認してから渡りましょう。
・横断中は、他の歩行者等へも  
 注意して渡りましょう。
・道路の斜め横断はしないでく 
 ださい。

○この様な場合は運転はやめましょう。
・気分のすぐれないとき、飲酒や
薬を服用したとき。
・意識障害もしくは運動障害を
もたらす持病、幻覚の症状を
伴う疾病、その他健康上の理
由により安全な運転に支障を
及ぼすおそれがある場合。
・手が引きつりそうなとき。
 このような場合には、事故を引き起こす可能性があります。

○思いがけず動き出す恐れがあります。
　坂道では、手押しスイッチを操作しないで
ください。
・坂道では車体が勝手に動きま
すので、重大な事故につなが
る恐れがあります。

○引火爆発の恐れがあります。
　充電中バッテリに火気を近づけないでくだ
さい。
・充電中は、バッテリから可燃性
のガスが発生しますので、火
気（ストーブ・たばこの火等）の
ある場所では充電しないでく
ださい。
・車体カバーをかけるなど静電
気を生じる状態での充電はし
ないでください。

○感電の恐れがあります。
　濡れたプラグや濡れた手で充電しないで
ください。
・手の水分は拭き取ってください。
・濡れたプラグはよく乾燥させ
てください。

○医療用電気機器の作動に影響を及ぼす恐
れがあります。

・心臓ペースメーカーなど、医療用電気機器を装着されて
いる場合は、医師や医療用電気機器製造業者に充電に
よる影響の有無を確認のうえ使用してください。

この製品は、道路交通法上、身体障害者用車いすであり、歩行者と同じ扱いになります。
したがって、歩行者としての交通ルールやマナーを守り、安全にご使用ください。

ご使用前に、以下の事項をよくお読みになり、必ずお守りください。
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安心！ 安全！！ 誰でも簡単に乗れる！

面倒なガソリン給油は
いりません！
家庭用の100Vのコンセントで充電できます！

歩くようなスピード！

歩道を通れます！
ラクータースマイルは道路交通法では
歩行者となります。
歩行者の交通ルールやマナーを
守って安全運転を心がけましょう。

消費税はかかりません！

電動カートって本当に簡単！

免許がいらない！

曲がる時には
勝手に減速！

アクセルレバーを
握るだけ！

離せば止まります！

変速ダイヤルで
速度調整出来ます！

前進／後進
スイッチ

電動カートは福祉用具なので

前進速度は時速0.5km～6km/hで、
自由に設定できる安心のスピードです。
※バックは時速0.5km～2km/h
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容量20リットル
たっぷり入る

手前にあるから大事な荷物も収納できる
容量
縦
横
深さ

20L
280㎜
465㎜
260㎜

高級感がありスタイリッシュ
錆・汚れに強く、メンテナンスがラクです。

緊急時に周囲に助けを求められる

傾斜警告＆緊急コール

アルミホイール 錆・汚れに強い

●傾斜警告装置

□パネル表示 □パネル表示+音声ガイダンス

●緊急コールスイッチ

●引き上げ式アクセルレバー＆
　アクセルガード

安心のお知らせ機能 バスケット たっぷり大容量

●フロントバスケット ●フロントポケット

急坂警報左右6° 前後10°登り坂警報 前後10°降り坂警報

安全に気を
つけてください

ピー! ピー! ピー!
たすけてください!!

乗降時に
足があたっても

安心

偶然に
上から押しても

安心

安心！ 安全！！ 使いやすい！

アクセルレバー アクセルの誤操作を防ぐから安心

上下からの思いもよらない接触での
誤操作を防ぎます。

機体の傾きをパネル表示と警告音と音声ガイダンスで知らせる



容量20リットル
たっぷり入る

手前にあるから大事な荷物も収納できる
容量
縦
横
深さ

20L
280㎜
465㎜
260㎜

高級感がありスタイリッシュ
錆・汚れに強く、メンテナンスがラクです。

緊急時に周囲に助けを求められる

傾斜警告＆緊急コール

アルミホイール 錆・汚れに強い

●傾斜警告装置

□パネル表示 □パネル表示+音声ガイダンス

●緊急コールスイッチ

●引き上げ式アクセルレバー＆
　アクセルガード

安心のお知らせ機能 バスケット たっぷり大容量

●フロントバスケット ●フロントポケット

急坂警報左右6° 前後10°登り坂警報 前後10°降り坂警報

安全に気を
つけてください

ピー! ピー! ピー!
たすけてください!!

乗降時に
足があたっても

安心

偶然に
上から押しても

安心

安心！ 安全！！ 使いやすい！

アクセルレバー アクセルの誤操作を防ぐから安心

上下からの思いもよらない接触での
誤操作を防ぎます。

機体の傾きをパネル表示と警告音と音声ガイダンスで知らせる



もっとお出かけが楽しくなる オプション

ラクな姿勢でコードが引き出せます。
前向き駐車で充電できるのでより安心です。

日中の屋外でも、バッテリの残量や警告表示が見やす
いので安心です。

ラクな姿勢で安全に移動させることができます。
下り坂でもスピードが出すぎることがありません。

積み降ろしの時にもより安全に作業できます。

割れにくく、また
キズもつきにくい
のでメンテナンス
がラクです。

長寿命なのでメンテナンスがラクです。

ブラシ交換が不要です。

充電コード引出し位置の変更 高輝度パネル

手押しスイッチLEDヘッドライト

持上げ用取っ手 フロントフェンダ・ステップ・
リアフェンダ

ブラシレスモータ

TAISコード：00228-000017 TAISコード：00228-000015
メーカー希望小売価格（非課税） 4,000円 メーカー希望小売価格（非課税） 9,000円

TAISコード：00228-000012
メーカー希望小売価格（非課税） 8,000円

杖が入ります 荷物入れに利用できます 雨や汚れを防ぎます
ステッキタテキット［杖立て（Ｓ）SET］ リヤバッグSET 車体カバー

※電動カート本体は旧モデルです。　※本体とセットで購入すると非課税品につき消費税はかかりません。

その他便利な機能

前 後

■選べるカラー

ES410-Y

ES410-L

■主要諸元
  式   型

機械の種類 ハンドル形電動車椅子 
回転性能１．２Ｍ形（タイプⅠ） 

寸法 
（全長ｘ全幅ｘ全高） (㎜) １１９５×６５０×１０８０ 

本体重量 
（バッテリを含む総重量） (kg) ６８（９７） 

モータ（３０分定格出力） 
バッテリ（５時間率） シールドタイプSER38-12（12V×32Ah）×２個 
充   電   器 

前 ２ 輪  ３．００－４（ノーパンクタイヤ） 車  輪  後 ２ 輪  ３．５０－５（ノーパンクタイヤ） 
駆  動  方  式

制  動  方  式 電磁ブレーキ・モータ発電制動 
内拡式手動ブレーキ 

操  舵  方  式
制  御  方  式 

構造 肘掛付シート シート 寸法    (㎜) 425(幅)×395(奥行)×480(バックサポート高)  
 ＬED ト イ ラ ド ッ ヘ

諸 
 
 
 
     
元 

 ー カ ン イ ウ

前  進       (㎞/h) ０．５～６．０（無段階） 
<試験方法：JIST9208：2016> 最高速度 

後  進       (㎞/h) ０．５～２．０（無段階） 
<試験方法：JIST9208：2016> 

 実用登降坂角度  (°)  １０ 
※1連続走行距離 (㎞) ３０<試験方法：JIST9208：2016> 
 最小回転半径  (㎜) １４６０（機体最外側） 
 段差乗り越え高さ  (㎜) ８０以下 
 溝乗り越え幅  (㎜) １２０以下 
 使用者最大体重  (kg) １００（積載物を含む） 

走 
行 
性 
能 

 使用温度範囲  (℃) －１０～４０ 
※連続走行距離は、常温（２０℃）、使用者最大体重（１００ｋｇ）、満充電の新品バッテリで、平坦路を前進最高
　速度で連続走行したとき、バッテリが１００％放電するまでの距離を示しています。
※この主要諸元は、改良のため予告なく内容を変更する場合があります。
※クボタ電動カート「ラクータースマイル」は国家公安委員会の型式認定「K16-5」を取得しております。

 

 ループハンドルによる前輪操舵 
アクセルレバーによる無段階速度制御 

自動充電器内蔵（温度補正付） 

２４Ｖ／３９０Ｗ×１個 

 後２輪駆動（デフ付） 

ＥS410

２4V／3W

確認申請が
必要なオプション

TAISコード：00228-000019

メーカー希望小売価格（非課税） 
9,000円

松葉杖が入ります右記のオプションを装着すると、道路交通
法施行基準による車体寸法の基準を超える
ため、歩行者としてみなされません。装着
する場合には、必要書類を添付したうえで
確認申請をして所轄警察署の許可を得てか
らご使用ください。

注意

松葉杖ラック
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充   電   器 

前 ２ 輪  ３．００－４（ノーパンクタイヤ） 車  輪  後 ２ 輪  ３．５０－５（ノーパンクタイヤ） 
駆  動  方  式

制  動  方  式 電磁ブレーキ・モータ発電制動 
内拡式手動ブレーキ 

操  舵  方  式
制  御  方  式 

構造 肘掛付シート シート 寸法    (㎜) 425(幅)×395(奥行)×480(バックサポート高)  
 ＬED ト イ ラ ド ッ ヘ

諸 
 
 
 
     
元 

 ー カ ン イ ウ

前  進       (㎞/h) ０．５～６．０（無段階） 
<試験方法：JIST9208：2016> 最高速度 

後  進       (㎞/h) ０．５～２．０（無段階） 
<試験方法：JIST9208：2016> 

 実用登降坂角度  (°)  １０ 
※1連続走行距離 (㎞) ３０<試験方法：JIST9208：2016> 
 最小回転半径  (㎜) １４６０（機体最外側） 
 段差乗り越え高さ  (㎜) ８０以下 
 溝乗り越え幅  (㎜) １２０以下 
 使用者最大体重  (kg) １００（積載物を含む） 

走 
行 
性 
能 

 使用温度範囲  (℃) －１０～４０ 
※連続走行距離は、常温（２０℃）、使用者最大体重（１００ｋｇ）、満充電の新品バッテリで、平坦路を前進最高
　速度で連続走行したとき、バッテリが１００％放電するまでの距離を示しています。
※この主要諸元は、改良のため予告なく内容を変更する場合があります。
※クボタ電動カート「ラクータースマイル」は国家公安委員会の型式認定「K16-5」を取得しております。

 

 ループハンドルによる前輪操舵 
アクセルレバーによる無段階速度制御 

自動充電器内蔵（温度補正付） 

２４Ｖ／３９０Ｗ×１個 

 後２輪駆動（デフ付） 

ＥS410

２4V／3W

確認申請が
必要なオプション

TAISコード：00228-000019

メーカー希望小売価格（非課税） 
9,000円

松葉杖が入ります右記のオプションを装着すると、道路交通
法施行基準による車体寸法の基準を超える
ため、歩行者としてみなされません。装着
する場合には、必要書類を添付したうえで
確認申請をして所轄警察署の許可を得てか
らご使用ください。

注意

松葉杖ラック



より安心！ より快適！
新型電動カート登場！！

ES410
電動車いす

交通ルールやマナーを守りましょう

使用上の注意

「ラクータースマイル」を安全に快適に運転していただくために！

■基本的な交通ルール

・運転は「低速」で前進から始め、左右折S字走
行、方向転換、回転走行、そして後進走行を
しっかりと練習し、操作に慣れてください。
・「低速」での運転に慣れた後、徐々に変速ダイ
ヤルで速度を上げて「低速」の時と同じように
練習してください。（急ハンドルを避け、慎重
に運転してください。）

○歩行者の迷惑にならないよう運転に慣れるまでは、公
園など広く安全な場所で十分練習してください。

○初めて道路に出るとき
は、必ず介助者と一緒
に外出し、安全な道路と
道順を確認しながら走
行してください。

○歩行者の迷惑になら
ない運転を心がけて
ください。
　（「高速」での乱暴な運
転などはしないでくだ
さい。）

■運転のマナー 他の歩行者に迷惑をかけない正しい運転マナーを身につけましょう。

・重量制限は、人・手荷物を含めて100kgまでです。重量
オーバーしないように注意してください。

○転倒及び操作の障害になる恐れがありま
すのでフロントポケットには3㎏、バス
ケットには5㎏以上の重量物や大きな物
を入れないでください。また、お買い物
フックの最大荷物重量は1.5㎏です。

○火災や熱による故障の原因となりますの
で、火気の近くに置かないでください。

・部品交換の際は、必ず純正部品を使用してください。

○事故や故障の原因となりますので、改造は
絶対にしないでください。

・事故防止のため、携帯電話や無線通信機器は、停車し、
キースイッチを「止」にしてから使用してください。

○携帯電話や無線通信機器は使用しないで
ください。

○走行中、電磁波の影響を受けると、ブザー
が鳴り、停止する場合があります。この場
合は、キースイッチを一度「止」にし、再度
「走」にすれば走行できます。

○交差点では一旦停止しましょう。
・交差点の手前では必ず一旦停
止し、左右の安全をしっかり確
認して、ゆっくり発進しましょう。

○信号を守りましょう。
・信号機のある所では、信号が
「青」になってから渡りましょう。
点滅中なら無理に渡ろうとせ
ず次の「青」まで待ってから渡
りましょう。
・押しボタン式の歩行者用信号機のある所では、ボタン
を押し、信号が「青」になったことを確認してから、渡りま
しょう。
※信号機のないところでは、横断歩道か、見通しの良い
ところを探し、左右の安全をしっかり確認してから渡り
ましょう。

○踏切では必ず一旦停止しましょう。
・踏切の手前では必ず一旦停止
し、左右の安全を確認してくだ
さい。
・線路に対して直角に進入し、線
路の溝にタイヤを取られない
ように十分注意してください。
※踏切内で動かなくなった時
には、介助者に協力していただき、手押し移動してくだ
さい。万一、踏切内から脱出できない最悪の場合には、
踏切の非常ボタンを押してから線路外に退避してくだ
さい。

○転倒する恐れがありますので急な坂道
（10°以上）でのご使用は、避けてください。

・10°以下の坂道でも斜め走行は
せず、まっすぐに登り降りしてく
ださい。また、急ハンドルは避け
てください。
・特に下り坂では、必ず「前進・低
速」で降りてください。
（下り坂を後進で降りることは、
危険ですから避けてください。）

○転倒する恐れがありますので、下図のよう
な傾斜面（5°以上）でのご使用は、避けてく
ださい。
・5°以下の傾斜面でも、坂の下
側にハンドルが取られやすく
なります。両手でしっかりとハ
ンドルを握って操作してくだ
さい。

○転倒する恐れがありますので、大きな段差
（8cm以上）は乗り越えないでください。

・8cm以下の段差でも、両手で
しっかりとハンドルを握って、
ゆっくりと直角に乗り越えてく
ださい。

○転倒したり動けなくなる場合がありますの
で、幅が12cm以上ある深い溝は、乗り越
えないでください。
・幅が12cm以下の場合でも、
タイヤを溝に取られないよう
に注意し、両手でしっかりとハ
ンドルを握って、ゆっくりと直
角に乗り越えてください。

○転倒する恐れがあ
りますので、エス
カレーターや階段
では使用しないで
ください。

○転倒の恐れがありま
すので、アームサ
ポート（ひじ掛け）や
バックサポート（背も
たれ）に買い物袋等
の物を引っ掛けない
でください。

○下記のような場所や状況下での走行は避け
るか、介助者に同行してもらってください。
交通量の多い道路・道幅の広い横断歩道・踏切・砂利道・狭
い道・防止柵の無い側溝や路肩付近・夜間走行・雨降り・ぬ
かるみ・雪道・凍結路・濃霧・強風時など

○転倒、転落など思わぬ事故を引き起こす原
因となりますので、犬などのペットを引い
たり、乗せて走行しないでください。
・リードを持ったり、電動車に結
んで走行しないでください。
・バスケットに入れたり、足元に
乗せたり、抱きかかえて走行
しないでください。

○この製品は「身体障害者用車いす」です。
・2人乗りはしないでください。
・他の物の牽引はしないでく
ださい。
・遊具としての使用など車いす
以外の用途に使用しないでく
ださい。

○歩道を通行しましょう。
・歩道や歩行者専用道路を通
行してください。歩道のない
道路では、自動車に十分注意
して、道路の右側を通行して
ください。
・他の歩行者や自転車にも注
意して通行しましょう。

○横断歩道を渡りましょう。
・近くに横断歩道や信号機があ
るときは、必ずその横断歩道
や信号機のある交差点を通
行してください。歩行者の横
断禁止場所を横断してはいけ
ません。
・横断歩道では、左右の安全を
しっかり確認し、自動車や自転
車、バイクが近付いていない
か、あるいは停止してくれたか
を確認してから渡りましょう。
・横断中は、他の歩行者等へも  
 注意して渡りましょう。
・道路の斜め横断はしないでく 
 ださい。

○この様な場合は運転はやめましょう。
・気分のすぐれないとき、飲酒や
薬を服用したとき。
・意識障害もしくは運動障害を
もたらす持病、幻覚の症状を
伴う疾病、その他健康上の理
由により安全な運転に支障を
及ぼすおそれがある場合。
・手が引きつりそうなとき。
 このような場合には、事故を引き起こす可能性があります。

○思いがけず動き出す恐れがあります。
　坂道では、手押しスイッチを操作しないで
ください。
・坂道では車体が勝手に動きま
すので、重大な事故につなが
る恐れがあります。

○引火爆発の恐れがあります。
　充電中バッテリに火気を近づけないでくだ
さい。
・充電中は、バッテリから可燃性
のガスが発生しますので、火
気（ストーブ・たばこの火等）の
ある場所では充電しないでく
ださい。
・車体カバーをかけるなど静電
気を生じる状態での充電はし
ないでください。

○感電の恐れがあります。
　濡れたプラグや濡れた手で充電しないで
ください。
・手の水分は拭き取ってください。
・濡れたプラグはよく乾燥させ
てください。

○医療用電気機器の作動に影響を及ぼす恐
れがあります。

・心臓ペースメーカーなど、医療用電気機器を装着されて
いる場合は、医師や医療用電気機器製造業者に充電に
よる影響の有無を確認のうえ使用してください。

この製品は、道路交通法上、身体障害者用車いすであり、歩行者と同じ扱いになります。
したがって、歩行者としての交通ルールやマナーを守り、安全にご使用ください。

ご使用前に、以下の事項をよくお読みになり、必ずお守りください。
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