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「e コトプロジェクト第 1 弾 Eco な地域コミュニケーションツールのご提案」
ガソリンスタンドで電動バイクを販売！

小型・軽量・低価格な電動バイク「e-runner」
～バッテリー取り外し機能により室内充電が可能に～
伊藤忠エネクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小寺明）は、バッテリーの取
り外しが可能な電動バイク「e-runner（=イーランナー）」を、2011 年 5 月 10 日（火）より、
全国約 20 ヵ所のグループ企業ガソリンスタンド等で販売します。販売は、エネクスオート株式
会社（当社 100％子会社）を通じて行います。順次取扱い拠点を増やし、本年度末までに約 700
店舗での販売を予定しています。また、販売台数は初年度（2011 年度）で 2000 台を見込んで
います。
今回発売する「e-runner」は、車両重量が約 50kg の軽量コンパクトな電動バイクです。バ
ッテリーを取り外すことができるため、駐車場での屋外充電だけでなくバッテリーを室内へ持ち
込み、一般家庭内の 100V のコンセントで充電することができます。大震災を受け、ピーク時の
消費電力の削減が急務となるなかで、電力需要の少ない夜間電力を有効活用することができます。
1 回の充電で最大約 53km 走行することが可能で、近場のショッピングや通勤に最適です。また、
走行に関わるコストも同等クラスのガソリンエンジンのバイクと比較し約 1/10 であり、ＣＯ2
の排出量も大幅に削減しております。
なお、大震災後、被災地にて電動バイクの必要性が高いと判断し、東北地方の複数の自治体に
対し、今回発売する「e-runner」を 50 台寄付しました。
■電動バイク「e-runner」

＜電動バイク「e-runner」の特徴＞
●電動バイクは、室内充電に高いニーズ
一般家庭で最も多い「100V」のコンセントから、2 つの方法で充電することができます。バッテ
リーの取り外しが可能なため、室内で、まるで携帯電話を充電するようにバッテリーを充電すること
ができます。また、ガレージなどで充電する際は、バッテリーを取り外さず、そのまま充電すること
もできます。
また、高エネルギー密度のリチウムイオンバッテリーを採用し、街乗りに十分な航続距離を確保し
ています。満充電で 53km（15Ah バッテリー車）、35km（10Ah バッテリー車）走行することが
できます。
※満充電までの時間は、約 3 時間（15Ah バッテリー車）
、約 2 時間（10Ah バッテリー車）です。

●生活に適した、コンパクトデザインと快適な走行
車両重量 50kg、全長 155cm のコンパクトサ
イズを実現しました。良好な取り回しはもちろん、
エレベーターに載せたり、駐車スペースをとらず
室内で保管することも可能です。
また、大きいサイズのタイヤ（14 インチ）と、
衝撃吸収性に優れたフロントフォークを装備。小
さいながらも軽快で滑らか、1 クラス上の上質な走行フィーリングを実現しました。また、ディスク
ブレーキ装着車には、チューブレスタイヤを採用し、悪路などでも安心して走行できます。
●パーソナライズできる、女性感覚の電動バイク
「ポップ」と「シック」。2 ライン 4 色のカラーを用意して
います。高機能デジタル液晶には、走行速度、バッテリー残量
の表示をはじめ、運転モード（標準モード/パワーモード）の
切り替え、盗難防止装置や速度制限装置の設定（4 桁の暗証番
号を設定）、距離計やトリップ計の表示切り替えなど、多彩な
機能が搭載されています。
＜本件に関するお問合せ先＞

＜製品の貸し出しや写真等のご対応＞

伊藤忠エネクス株式会社

共同ＰＲ株式会社

オートモーティブ課／田原

担当／蔭島、多田、渡邊

TEL:03-6327-8059

TEL:03-3571-5238

Kazuhiro_Tahara@itcenex.com

t-kageshima@kyodo-pr.co.jp

＜「e-runner」販売概要＞
■販売開始

2011 年 5 月 10 日（火）

■販売拠点

全国約 20 ヵ所のグループ企業ガソリンスタンド等から販売
スタートし、本年度末で約 700 店舗での販売をする予定です

■販売価格

198,000 円（税抜）から

■販売

エネクスオート株式会社（東京都港区）

■生産

Ｅ-TonPowerTech

■輸入

株式会社タジマモーターコーポレーション（東京都中野区）

■製品情報

http://www.enexauto.jp/

Co.,Ltd.（台湾台南市）

■製品仕様
型式

ER50-A10

ER50-A15

ER50-B15

ER70-B15

モーター
タイプ

48V DC ブラシレスモーター

出力

0.59kw/550r.p.m

0.74kw/550r.p.m

トルク

20N-m

燃料タイプ

電池

車体サイズ
全長

1550mm

全幅

650mm

1557mm
655mm

全高

1000mm

1046mm

軸間距離

1050mm

1056mm

最低地上高

115mm

150mm

車両重量

45.0kg

47.8kg

乗車定員

１名

最小回転半径

1600mm

タイヤ
サイズ

F

2.25-14 27B

2.25-14 24B/チューブレス

R

2.25-14 27B

2.25-14 24B/チューブレス

テレスコピックフォーク

テレスコピックフォーク

サスペンション
フロント

ユニットスイングアーム

ユニットスイングアーム

リア

シングルショック

ツインショック

フロント

ドラム

ディスク

リア

ドラム

ドラム

ブレーキ

バッテリー
タイプ

リチウムイオン電池

容量

48.0V 10Ah

48.0V 15Ah

10Ah

5.6kg

－

15Ah

－

7.5kg

1 充電あたりの走

10Ah

36km

－

行距離

15Ah

－

53km

重量

灯火
ヘッドライト

12V 35/35W

充電器
電源

充電時間

AC100V
10Ah

2 時間→100%

－

15Ah

－

3 時間→100%

【参考資料】
＜伊藤忠エネクス株式会社 会社概要＞


名称 ：

伊藤忠エネクス株式会社



所在地：

東京都港区芝浦 3-4-1 グランパークタワー



設立：

昭和 36（1961）年 1 月



資本金：

198 億 7,767 万円



代表者 ：

代表取締役社長 小寺 明



事業内容：

・ 産業マテリアル事業
産業マテリアル事業部門では、産業用エネルギーのエキスパートとして石油・LP ガス・天然ガス・電力などの産業用エネル
ギーや、アスファルト・セメントなどの産業用資材の販売を中心に、法人のお客様へ最適なエネルギーソリューションやエネ
ルギー転換を提案しております。また「総合エネルギー提案型企業」としてベストミックスのエネルギーをお届けするため、
電力関連事業にも積極的に取り組んでおります。
・ カーライフ事業
カーライフ事業部門では、エネルギー商社として国内 No.1 規模の約 2,150 ヵ所の系列 CS（カーライフステーション）にガソ
リンや灯油、オイルなどを販売しております。また多様化するお客様のニーズの変化をいち早く捉え、「SS（サービスステー
ション）から CS（カーライフステーション）へ」をコンセプトとし、車に関わる総合的なサービスをご提供することで販売店様の
収益向上を実現すると共に、お客様にとって魅力ある CS づくりを進めております。さらに中古車レンタカー事業「イツモレン
タカー」を筆頭に、生活者視点に基づく事業を展開し、人と車が快適にくらせる社会の実現を目指しております。
・ グローバル事業
グローバル事業部門では、伊藤忠商事グループの国内における石油製品トレード機能の中核として、石油製品の輸出入
と国内販売事業を展開しております。また国内外の主要港で船舶用燃料の販売を展開し、業界トップレベルのシェアを誇り
ます。さらに世界各国で石油トレード事業を展開する伊藤忠商事グループの輸送機能を担い、タンカーの傭船・運航をグ
ローバルに展開しております。
・ ホームライフ事業
ホームライフ事業では、全国 100 万世帯のご家庭や法人企業のお客様に LP ガスと都市ガスをお届けしております。またキ
ッチンやお風呂のリフォーム事業の推進や生活関連商品・サービスを提供し、豊かで快適なくらしを支援しております。さら
に太陽光発電システムや家庭用燃料電池などの販売にも積極的に取り組み、家庭における CO2 削減をサポートし、低炭
素社会の実現のためにクリーンエネルギーの普及を目指しております。
・ トータルライフ事業
トータルライフ事業部門では、太陽光発電システムや家庭用燃料電池「エネファーム」の販売、またリチウムイオン電池の販
売といった電気自動車関連事業を展開し、住まいと車、そしてエコエネルギーが融合した新しいライフスタイルの創造を推
進しております。また HEMS（ホームエネルギーマネージメントシステム）の開発にも取り組み、環境にも家計にも優しいエコ
エネルギーが融合した住まい「エコホーム」をご提案しております。

＜"e コトプロジェクト“について＞
伊藤忠エネクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小寺明）は、創立 50 周年を
機に、新たなステージに向けた取り組みを展開していきます。ガソリン等の販売を中心に行うガ
ソリンスタンドを展開するカーライフ事業、ＬＰガス等の販売を中心に行うホームライフ事業を
それぞれ独立して考えるのではなく、融合による新たな事業活動を展開する為、2011 年 4 月よ
りトータルライフ事業本部を立ち上げました。「地域生活者視点による総合エネルギー提案型企
業」を目指し、その像を生活者に対して可視化するため、地球環境を考えた次世代エネルギーか
らちょっとしたサービス、笑顔の接客までを同価値として様々な取り組みを展開していきます。
こうした取り組みを総称して「e コトプロジェクト」と命名しブランディングを推進してまいり
ます。ガソリンスタンドを「いつ訪れても、発見がある。笑顔が生まれる。」そんな出かけたくな
る場に。また、ＬＰガスをお届けするたくさんのご家庭に「家族・仲間が集う、会話がはずむ笑
顔が広がる」そんな、住まい創りをご提案いたします。
被災地の笑顔を少しでも取り戻したい。微力ながら応援しました。

