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お客様へ

この度は、FOMM ONE をお買い上げいただき、誠に
ありがとうございます。

運転する前に本マニュアルをよくお読みいただき、
取り扱いについて理解いただいた上でご利用くださ
い。

FOMM ONE を安全に長くお使いいただくために、本
マニュアルに記載されるすべての注意事項を遵守して
ください。守っていただけない場合、車両を損傷した
り、生命の危険や重大な傷害につながるおそれがあり
ます。また、車両の違法な改造は故障や重大な事故の
原因となりますので、絶対に行わないでください。改
造に起因する損害は保証の対象外となります。

本マニュアルは重要な文書になります。
本マニュアルに記載される情報は、全体または一部に
かかわらず、発行元による書面での許可なく複製、翻
訳、またはその他の方法で複写しないでください。

それでは、安全で、快適な運転をお楽しみください。

神

MAIL：

9:

F0MMkeikei10
ハイライト表示
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概要
外観

1 ルーフ

2 ワイパー

3 フロントガ

4 サイドミラ

5 ウォッシャ

6⁸21 方向指示器

7 ポジション

8 ヘッドライ

9 フロントバ

10 充電ポート

11 牽引フック

12 前輪

13 サイドイン

14 ドア

15 後輪

16 ドアハンド

17 ドアガラス

18 リアサイド

19 リアガラス

20 ブレーキラ

22 リアバンパ

23 反射板

24 後退灯

25 ナンバー灯

ハイマウン26



説明

下と後席の下
れぞれバッテ
2個あります。

4個のリチウムイオン
バッテリーが直列に
接続されています。

※p.40参照
側の下にサブ
リーがありま DC12Vです。

※p.38参照

方、インストル
パネル内にあり

メインバッテリーと
DC12V のサブバッテ
リーを充電します。

方、充電器の下
両外側）にあり

各モーターを駆動する
ために、メインバッテ
リーからの高電圧DC電
流を三相AC電流に変換
します。

にあります。 各モーターが前輪を駆動
して、車両を動かします。
※p.39参照

フレームの前方

ます。
A/Cコンプレッサーは、
車両エアコンシステム
の中心的要素であり、
エアコンの冷媒回路内で
冷媒を圧縮します。
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各コンポーネントとその位置

サブバッテリー

充電器

インバータ

ラダーフレーム

モーター

メインバッテリー

コンポーネント 位置

メインバッテリー 前席の
に、そ
リーが

サブバッテリー 後席左
バッテ
す。

充電器 車両前
メント
ます。

インバータ 車両前
側（車
ます。

モーター 各前輪

A/Cコンプレッサー ラダー

にあり

A/Cコンプレッサー



インストルメントパネル

エアコンの吹き出し口

メーター

アクセルレバー

インジケータアセンブリ

p.4 インジケータアセンブリ参照

ウォッシャースイッチ

ワイパースイッチ（HI／LO切替）

コンビネーションスイッチ

p.4 コンビネーションスイッチ参照

キースロット

オーディオ（販売店オプション））

アクセサリーソケット（オプション ）

パーキングブレーキレバー

センタークラスタースイッチ
p.4 センタークラスター参照

ホーンスイッチ

パネル、インパネ下部

後席用シートベルト警告灯
3

インストルメントパネル

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16



―スイッチ

チ

スイッチ、機能とディスプレイの詳細」参照

夜間照明（照明の色） ベースの色 記号の色

赤色 黒色 赤色

白色 黒色 白色

白色 赤色 白色

- 黒色 白色

白色 黒色 白色

白色 黒色 白色

白色 黒色 白色

オレンジ - -

白色 黒色 白色
4

コンビネーションスイッチ

1. 方向指示器スイッチ

2. ライトスイッチ

3. OFFスイッチ

4. ポジションライトスイッチ

5. ヘッドライトスイッチ

インジケータアセンブリ

1. 方向指示キー／
非常点滅表示灯  緑色

2. 半ドア警告灯  　オレンジ

センタークラスター

1. シフトボタン（N）

2. シフトボタン（D）

3. 非常点滅灯スイッチ

4. ブロアースイッチ

5. エアコン／デフロスタ

6. プレクーリングスイッ

7. ODO／ TRIP スイッチ

8. LCDディスプレイ

9. シフトボタン（R）

下表「センタークラスター

センタークラスタースイッチ、機能とディスプレイの詳細

番号 スイッチの名称 機能

1 シフトボタン（N） シフトをニュートラルモードにセットします。

2 シフトボタン（D） シフトをドライブモードにセットします。

3 非常点滅表示灯スイッチ 非常点滅表示灯のON／OFFを切り替えます。

4 ブロアースイッチ
右に回すとONになり、風量が増加します。

左に回すと風量が減少し、OFFになります。 

5 エアコン（A／C）／
デフロスタ―スイッチ

エアコンおよびデフロスタ―のON／OFFを切り替えます。

6 プレクーリングスイッチ イグニッションがOFFの時にエアコンをONにします。（2秒以上長押し）

7 ODO／TRIPスイッチ ODOとTRIPを切り替え、長押しでトリップメーターをリセットします。

8 LCDディスプレイ エアコンとブロアーの状態を示すインジケータ

9 シフトボタン（R） シフトをリバースモードにセットします。



5

メーター

1 ポジションライト

2 ハイビーム

3 車両警告灯

4

5

6

7 プレクーリング

8 充電プラグ

9 メインバッテリー残量

10 オド・トリップ

11 スピードメーター

12 モーター・インバーター警告灯

13 メインバッテリー警告灯

14

15
サブバッテリー警告灯

シフト[R]

16 シフト[N]

1 2 3 4 5 6 7 8

91011121314

15

16

17

駆動・回生電力メーター

シートベルト警告灯

ブレーキ警告灯

17 シフト[D]



が消灯する条件

モードが [D]以外である

モードが [N]以外である

モードが [R]以外である

ョンライトがOFFである

ームが OFFである

ラグが差込口に接続されていない

ングブレーキがOFF またはブレーキフルー

灯がOFF になっている

および助手駅側のシートベルトが装着されて

席のシートベルトが装着されている
6

メーター表示部、表示灯、スイッチ、ブレーキ警報

記号 名称 各表示灯が点灯または点滅する条件 各表示

シフト [D] シフトモードが [D] である シフト

シフト [N] シフトモードが [N] である シフト

シフトモードが [R] である シフトシフト [R]

ポジションライトがONである ポジシ

ハイビーム ON である ハイビ

充電プラグ

[ 点灯 ] 充電プラグが差込口に接続された状態で、充電
状態になっていない（満充電時を含む）

[ 点滅 ] 充電プラグが差込口に接続された状態で、充電
状態である（1.4 秒点灯して0.6秒消灯） 

充電プ

シートベルト警告灯

ブレーキ警告灯
パーキングブレーキがON またはブレーキフルード（ブ
レーキオイル）レベルが規定以下になっている

パーキ

ド警告

運転席および助手席側のシートベルトが装着されていない
運転席
いる

後席用シートベルト警告灯
後部座席の左右どちらかもしくは両方のシートベルトが
装着されていない

後部座

ハイビーム

ポジションライト



ーリングが作動していない

ーリングは開始後20分で自動的に停止します）

ッテリーが正常な状態にある

バッテリーが正常な状態にある

またはインバータが正常

常

が消灯する条件
7

プレクーリング
（予備冷房）

[点滅 ] 
プレクーリングモードで冷房が開始されている

プレク

（プレク

サブバッテリー警告灯 サブバッテリーが異常な状態にある サブバ

メインバッテリー警告灯 メインバッテリーが異常な状態にある メイン

モーターとインバータの

警告灯

[ 点滅] モーターまたはインバータのオーバーヒート時に
出力を制限する

[ 点灯 ] （モーターまたはインバータの異常）
モーター停止。販売店までお問い合わせください。

モーター

車両警告灯
車両に異常発生

[点滅]または[ 点灯 ]の場合は、販売店までお問い合わせ
ください。

車両が正

速度
発進後は常に速度が表示される。
発進準備ができたら「 」が表示され、その後「 」に変わる

なし

mph、km/h
発進後はどちらかが常にONである

（発進準備ができたら表示される）
なし

記号 名称 各照明が点灯または点滅する条件 各表示



の選択時

の選択時

バッテリーが取り付けられていないか、
リー残量がない

が消灯する条件
8

トリップメーター
TRIP の選択時（ODOから切り替える際に ODO ／ TRIP
スイッチを押す） ODO 

オドメーター
ODO の選択時（TRIP から切り替える際に ODO ／ TRIP
スイッチを押す）

TRIP 

トリップメーターと
オドメーターの値

発進準備が出来たら常にON であるトリップの距離
（0.0 ～ 9999.9km）が表示されるODO の走行距離
（0 ～ 99999km）が表示される

なし

マイル、km 発進準備ができたらどちらかが常にON である なし

メインバッテリー
残量警告灯

[ 点滅 ]
メインバッテリーの電圧降下警告灯

なし

バッテリー残量

[ 点灯 ] 
4 つのバッテリーが取り付けおよび接続されている場合

[ 点滅 ] 
バッテリー残量が15%未満、またはメインバッテリーの
過電圧警告が行われた場合
SOC（充電状態）に応じて変化する

6. 100% ～ 80%
5. 79% ～ 65%
4. 64% ～ 50%
3. 49% ～ 35%
2. 34% ～ 20%
1. 19% ～ 8%
0. 8% ～ 0%

4つの
バッテ

記号 名称 各照明が点灯または点滅する条件 各表示



を上にひくと、パーキングブレーキがかかり

除ボタンを押しながらパーキングブレーキ

、パーキングブレーキが完全に解除されて
が消灯していることとパーキングブレーキ
ていること）を確認してください。

態以外のとき

態以外のとき

が消灯する条件
9

パーキングブレーキ

パーキングブレーキレバー
ます。

解除するには、レバーの解
レバーを下げて下さい。

注記:自動車を運転する前に
いること（ブレーキ警告灯
レバーが下端まで下げられ

駆動電力メーター

アクセル操作時、下記電力状態になった時に点灯

1. 400W 以上

2. 3000W 以上

3. 6000W 以上

左記状

回生電力メーター 左記状

記号 名称 各照明が点灯または点滅する条件 各表示

パーキングブレーキレバー

解除ボタン

アクセルOFFおよびブレーキ時、下記電力状態になった
時に点灯

1. 400W 以上

2. 3000W 以上



設置された

。パワー

グニッショ
。窓ガラ

と閉まり、

す。

は開閉でき

ください。 

回りに回す

す。

パワーウィンドウ
スイッチ

を閉める際は、ガラスとフレームの間に指や
らないように注意してください。

解錠

キー溝
10

各部の開閉

ドア
キーによる施錠と解錠

施錠
キーを使用しない方法：ドアロックノブ

を施錠市にし、ドアハンドルを引いた

状態でドアを閉めると施錠されます。

運転席側と助手席側それぞれに施錠が

必要です。（運転席側はドアを閉める際

にドアハンドルを引かなくても施錠するこ

とができます。）

キーを使用する方法：キーを差し込み、

時計回りに回すと運転席側のドアが施

錠されます。（助手席側のドアはキーを

使用して施錠することはできません。）

解錠

キーを差し込み、反時計回りに回すと

運転席側のドアが解錠されます。キー

は運転席側のドアでのみ使用でき、

助手席側のドアは内側からのみ解錠で

きます。

内側からドアを開ける方法

内側からドアを開けるには、ドアロッ

クノブを引き解錠位置にしてからレ

バーを引きます。

窓
パワーウィンドウ

ドアの窓ガラスは、ドアに

各スイッチで開閉できます

ウィンドウスイッチは、イ
ンがONの時のみ機能します

スは、スイッチを上に押す

スイッチを下に押すと開きま

リアハッチ
FOMM ONE のリアハッチ

ます。以下の手順に従って

1. キーを差し込み、時計

とリアハッチが解錠されま

ドアロックノブ

施錠 　　　解錠

キー溝
ドアハンドル

レバー

警告 ：窓ガラス
手が挟ま



ックス

上部の左右

ドがありま

ッドを開け

ボックスが

トボックス

バー、牽引

保管するた

メント

インストルメントリッド

リッド
インストルメント

ボックス

インストルメント
ボックスインストルメント

ボックス

インストルメント
11

2. リアハッチを開きます。

3. ハッチロッドをガラスホルダー
に固定すると、リアハッチを開いた
状態で維持できます。

注記:リアハッチを閉めるには、逆の手順に従ってください。

リアハッチを押して施錠します。

充電ポート
充電ポートリッドの凹み2か所

を同時に1度押すと開きます。

逆の手順で閉じます。

インストルメントボ

1. インストルメントパネル

にインストルメントリッ

す。インストルメントリ

ると、インストルメント

あります。

左側のインストルメン

は、工具セット（ドライ

フック）などの装備品を

めに使用します。

2. 後席両側にインストル
ボックスがあります。

ガラスホルダー

ハッチロッド

充電ポート
リッド

リアハッチ
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安全性とシート

後席への乗車
後席へは左右どちらからでも乗車できます。
後席へ乗車するには、以下の手順に従ってください。

1. 前席シートの横にある、前席のリクライニングレバーを引き上げ、

背もたれを前に倒します。

2. スライドレバーを引き上げてシートを前方へスライドさせます。
※p.12 シートの調整参照

シートベルト
FOMM ONE には、乗員拘束システムの一環として、前席と後席にシートベル
トが装備されています。各シートには3点式シートベルト（自動ロック機能付
き）が装備されているため、事故の際に最大限の保護をもたらします。

シートベルトを正しく装着することで、事故や急ブレーキの際に車内から

投げ出されたり他の乗員にぶつかったりしないように保護されます。

シートベルトの使用

身体に合わせて伸縮し、衝突時などに

強い衝撃を受けるとベルトが自動的に

ロックし、身体を固定します。

Å カチッという音がしてラッチが掛か
るまでラッチプレートをバックルに
挿入した状態でシートベルトを装着し
ます。

注記:シートベルトがしっかりと掛かり、
　　 ねじれていないことを確認してくだ
　　 さい。

警告:シートが人や荷物に当たらないように注意してくだ
さい。特に背もたれを動かす場合は、後席に乗って

     いる人の足を押しつぶさないように注意してくださ
い。怪我を避けるため、手をシートの下に入れたり

可動部分の近くに置いたりしないでください。指や手がシート機構
に挟まれ怪我をする可能性があります。シートを調整後、シートが
所定の位置にロックされていることを確認してください。

運転中は、シートの背もたれを倒しすぎないようにしてください。
シートベルトの効果が発揮されません。
運転中は、シートやシートベルトの調整をしないでください。

引き上げる

スライドレバー

リクライニング
レバー

ボタン

バックル

ラッチ
プレート

シートの調整
前席シートの前後位置調整

スライドレバーを引き上げたまま、調整したい
方向にシートを動かし、スライドレバーを離し
てシートをロックします。

前席シートの背もたれ角度調整

リクライニングレバーを引き上げ、調整した
い角度にシートを動かし、レバーを離して
ロックします。



い位置に装着して

く骨盤の上に掛け

取り付け方

シート用ロア
もたれと座面
ルドシートを
ートに付属の
ンカーに固定

ート背もたれ
ンカー使用時
い。

ロアアンカー

シートが確実に固定されていることを確認して
確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突
イルドシートが飛び出し、重大な傷害を受ける
ます。
シートを取り付けるときは、アンカー部周辺に
ことやシートベルトなどがかみこんでいないこ
てください。チャイルドシートが確実に固定さ
レーキや衝突などでチャイルドシートが飛び出
傷害を受ける恐れがあります。
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注記:シートベルトは鎖骨の上を通し、胸の前を斜めに横切るように着用
　　 してください。

Å バックルの赤いボタンを押してシー
トベルトを外し、シートベルトを正
規の位置に戻します。

注 記 :
Å シートベルトは一人用です。

お子さまと一緒に同じシートベル
トを使わないようにしてください。

Å シートベルトを着用する前に、
ポケットや衣服から固いものや壊れやすいものは出しておくよう
にしてください。

Å 妊娠中の方は、腰ベルトを腹部から避け腰部のできるだけ低い位
置にぴったりと着用してください。肩ベルトは確実に肩を通し、
腹部を避けて胸部に掛かるように着用してください。

Å シートベルトを手入れする際は、強力な洗剤を使用しないでくだ
さい。シートベルトがもろくなる可能性があります。

Å 定期的にシートベルトを点検し、摩耗や亀裂がないか確認してく
ださい。

Å 損傷や摩耗が見つかった場合には、すぐにシートベルトを交換し
てください。

Å シートベルトにみだりに手を加えると性能に影響する場合がある
ため、おやめください。

Å 腰ベルトは出来るだけ低
ください。

Å 腰ベルトは、腹部ではな
るようにしてください。

警告:シートベルトがねじれていると、衝突の際にベルトの
     下にある骨に大きな力が掛かり、骨折などの重傷を負う 
     原因となることがあります。

警告:肩ベルトの位置が正しくないと、衝突の際の保護が不
     十分になるため危険です。

ボタン

バックル

ラッチ
プレート

チャイルドシートの
（ISO FIX対応）

1. ISO FIX対応チャイルド
アンカーは、後席シート背
の隙間にあります。チャイ
座席に置き、チャイルドシ
取扱説明書に従ってロアア
します。
2. テザーアンカーは後席シ
裏側にあります。テザーア
は、販売店にご相談くださ

警告:チャイルド
     ください。
     などでチャ
     恐れがあり

チャイルド
異物がない
とを確認し
れず、急ブ
し、重大な



充電コン
正常に接
ブルのコ

パワー表

両の充電

重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。

がある場合は、充電ケーブルを取り外した状態で

用の工事が必要となりますので車両の販売店に

充電変換
アダプター

充電ケーブル

を車両についた充電変換アダプタにまっすぐ差

ールボックスの充電状態を確認してください。

ルボックス─ 参照

ターの充電プラグ表示灯 が点滅し
、充電プラグ表示灯 が点灯に変わり

アダプタごと一緒い充電コネクタを引き抜きます。

わないでください。
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充電プロセス
必ず、FOMM ONEに付属の充電ケーブルを使用してメインバッテリー
を充電してください。メインバッテリーの充電中にサブバッテリーも
充電されます。メインバッテリーは以下の条件で充電されます。

1. AC200V の電源を使用すれば、約 7.5時間で満充電にできます。

2. AC100V の電源を使用すれば、約 14 時間で満充電にできます。

充電時間は、以下に示す状態の影響を受ける場合があります。

1. メインバッテリーの温度が55℃に達する場合は、メインバッテ
リーの保護のため充電を中断します。温度が低下すると充電を
再開します。

2. メインバッテリーの温度が-12℃を下回る場合は、メインバッテ

リーの保護のため充電を中断します。温度が上昇すると充電を
再開します。

FOMM ONE を安全に充電するためには、以下の手順い従ってください。

1. パーキングブレーキを掛け、イグニッションをOFFにします。

注記 :充電時にイグニッションがON になっていると、充電ブザーが鳴り

ます。

2. 充電ケーブルを準備します。

3. 充電ポートリッドを開きます。

注記:雨や水が充電ポートにかからないようにしてください。

4. 充電ケーブルを家庭側
セントに接続します。
続されると、充電ケー

ントロールボックスの
示が緑色になります。

5. 充電変換アダプタを車
ポートに接続します。

警告:感電による

注記 :点検作業を行う必要
　　 行ってください。

2. ご自宅で充電する際は専
ご依頼ください。

充電ポート
リッド

6. 充電ケーブルのコネクタ

し込みます。

7. 充電ケーブルのコントロ

※p.19 充電中のコントロー

8. 充電を開始すると、メー
ます。満充電になると
ます。

9. ドアを開けてから、変換

充電中

1. 点検作業などは絶対に行

充電

注記 :車両に付属の充電プラグは200V充電対応になります。
100Vでの充電を希望される場合は、販売店にご相談ください。



ている場合は、乾
ださい。
の損傷などが見つ
因となるため使用
さい。

属の専用充電ケー
。

さは 4.3 m です。

かないよう注意してください。

使用します。
ラグを接続しないで
電力を消費する他の
ヘアドライヤーなど）
にしてください。
ブレーカーが遮断さ
熱によって火災を引
。

充電を行わないでく
気部品が損傷する可
想される場合は、充
ぐに外してください。

り扱ってください。
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警告 :汗などで濡れた手や衣服が触れると感電の原因となり、
     場合によっては重傷に至ることがあります。
     命に関わる重大な支障を来す危険性があります。

3. 充電中はメーターに充電プラグ表示灯が点灯し、バッテリー残
量計で充電状態を確認できます。（しばらくすると表示は消え
ますが、充電中にプレクーリングスイッチ（※p.4センタークラ
スターを参照）を押すと再び表示されます。）
車両警告灯が点灯している場合、充電が開始されていません。
販売店までお問い合わせください。

4. メインバッテリーとサブバッテリーを健全な状態に保つため
に、車両を少なくとも月1回、4時間程度充電してください。し
ばらく運転しない場合は、メインバッテリー残量レベルが少な
くとも3目盛り以上に充電された状態で保管するようにしてく
ださい。バッテリーの劣化を防ぐことができます。

5. サブバッテリーに対する注意事項

注記:必ずブレーカー及び漏電遮断器が設置されたコンセントを使用して
     ください。ブレーカーがないと、ショートなど異常時の過電流に
     対して安全を確保できません。

• 手や充電ケーブルが濡れ
いた布で丁寧に拭いてく
深い傷や変形、挿入部分
かった場合は、感電の原
を中止し、交換してくだ

• 必ず、FOMM ONE に付
ブルを使用してください

• 付属の充電ケーブルの長

• 車両で充電ケーブルをひ

7. 充電には約10Aの電流を
コンセントには複数のプ
ください。また、多くの
電気製品（電子レンジや
を同時に使用しないよう
電力の過剰使用により、
れたり場合によっては発
き起こすことがあります

8. 雷が予想される場合は、
ださい。充電器や他の電
能性があります。雷が予
電ケーブルのプラグをす

9. 充電ケーブルは丁寧に取

• サブバッテリーの電圧が低すぎる場合は故障と判断され、バッテ
リーの使用や充電は行えません。充電ケーブルを使用してのメイン
バッテリーの充電の際に、サブバッテリーも同時に充電されます。

• サブバッテリー上がりが発生すると車両を起動することができなく
なります。車両を１か月間以上放置したままにすると暗電流の放電
によって、容量が０になる可能性があります。（暗電流のない自然
放電によっても月10％の割合で減少します。）

• イグニッションOFF の状態で非常点滅表示灯や各ランプを使用する
と、サブバッテリーの充電が行われないままに電気が使われ、サブ
バッッテリー上がりが生じやすくなります。さらに、一度上がった
サブバッテリーは劣化しているため、販売店で交換することをお勧
めします。

• メインバッテリー及びサブバッテリーを充電するには、AC200Vの
コンセントに接続します。



項

とはおやめください。

NE は高電圧を使用しているため、感電による
や死亡に至るおそれがあります。

専用のステーションで行ってください。

交換や分解を行わないでください。感電による
亡に至るおそれがあります。

やA/Cコンプレッサーなど、高電圧や高温の場
い。

どをこぼした場合は、できるだけ早く車両の販

ください。

る重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。

が 1 メモリ以下になると点滅しますが、異常で
16

Å バッテリー残量レベル 1 目盛り分で走行可能な距離は、約10 ～ 20 km
です。
※航続距離は、バッテリーの状態、温度、エアコンの使用状況など
によって変化します。

Å 充電時間は、バッテリーの残量と周囲温度によって異なります。

Å 感電を防ぐためにアースをとってください。

暑い天候での使用

メインバッテリーの温度が55℃を超える場合は充電ができませんので、
以下のようにしてください。

Å 充電ケーブルを一度外して日陰に移動し、メインバッテリーの温
度を下げてから充電を再開してください。

Å 直射日光や高温のアスファルトに晒される場所での充電は避けて

ください。

Å できるだけ日陰や換気のある屋内で充電してください。

充電に関する留意事
危険状況の一般的な説明

1. 電気部品を分解するこ

警告: FOMM O
　　 重大な傷害

2. バッテリーの交換は、

警告: ご自身で
　　 重大な傷害や死

3. 運転直後は、モーター
所に触れないでくださ

4. 車の内部に大量の水な

売店に車を持ち込んで

警 告 : 感電によ

寒い天候での使用

• 車両の周囲温度が、0℃以下の場合は、充電をお控えください。

• メインバッテリーの温度が0℃以下の状態で充電を行うと、蓄
電容量の低下を引き起こす可能性があります。

• メインバッテリーの温度が-12℃以下の状態では、メインバッテ
リーの保護のため、充電ができません。

メインバッテリー警告灯

Å バッテリー電力の残量
はありません。



め、高電圧配線（オレンジ色のケーブル）
そこに触らないでください。

合は、すぐに車両から

火災の危険に対して推奨
は C タイプの消火器を

。

店に確認せずに、自動車用バッテリーを他の
しないでください。長時間にわたり、高温な環
さないでください。

─ ⌂
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警告と注意

FOMM ONE は高電圧を使用しているため、感電による重大な傷害や死
亡に至るおそれがあります。不安を感じる場合は、販売店にご相談くだ
さい。一方、下記のようなさまざまな安全面での考慮がなされています。

Å 電気システムの安全性

Å 機能システムの安全性

Å バッテリー充電の安全性

Å 車両の点検、操作、訓練

バッテリーの充電プロセスでは、FOMM ONEを電源に接続する際、
アースをとることが不可欠です。故障した場合に危険な状況が発生
する恐れがあります。

警告:FOMM ONEには、リチウムイオンバッテリーが搭載
　　されています。バッテリーを不適切に廃棄すると重度の
    火傷や感電の危険につながり、重傷や致死、さらには
    環境被害の原因となる可能性もあります。

感電の可能性を避けるた
　に露出部がある場合は

車内で火災が発生した場

　離れてください。電気
　される、ABC、BC、また
　必ず使用してください

注意:車両の販売
    目的で使用
    境下にさら

※p.16 

F0MMkeikei10
取り消し線



策

セントに電気がきているか確認してください。

プラグを外して電源に再び挿入するか、充
ネクターを充電ポートに完全に押し込んで
さい。

を適温の場所に移動させて、しばらく時間

いてください。

店にお問い合わせください。
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充電に関するトラブルシューティング

状態 考えられる原因 対応

自動車を充電する際に、メーターの充電プラグ

表示灯が点灯しない。
充電ケーブルのプラグを指しているコンセント
に電気がきていない、または電力が低い可能性
があります。

充電ケーブルが電源に正しく接続されていない
可能性があります。

コン

充電
電コ
くだ

充電中にメータのメインバッテリー警告灯が点
滅する。

メインバッテリーの温度が高温もしくは低温に

なっている可能性があります。

車両

をお

メインバッテリーが充電されない。 充電システムに不具合がある可能性があります。 販売



にて確認してください。（メーターの充電プラグの
から点灯に代わると充電完了です。）

、お客様自身が整備できる部品は含まれていません。

を挿すコンセント側は必ずアースが取れた回路
ください。車両の充電にのみ使用してください。

ルが損傷した場合は、使用しないでください。

ルと一緒に使用しないでください。
注記:充電完了はメーター
     表示灯　　　が点滅

19

充電中のコントロールボックスの表示
警告:本装置には

警告:充電プラグ
 を使用して

充電ケーブ

延長ケーブ

パワー

充電

エラー

状態
LED ディスプレイのステータス

パワー エラー

電源オフ 黒 黒 黒

電源オン 緑 黒 黒

充電準備完了 緑 緑 黒

一時的なエラー* 緑点滅 黒 赤点滅

漏洩電流検出、通信エラー 緑 黒 赤点滅

接地エラー、電圧不足

漏電遮断器（RDC）が動
作 、自己テストエラー

緑 黒 赤

緑点滅 黒 黒

POWER

CHARGER

FAULT

充電中、充電完了 緑 緑点滅 黒

* 本充電器は過電圧、過電流、または温度異常などの一時的な障害
から回復すると、初期状態に戻ります。



した場合は、充電も使用もできなくなりま

店で新しいサブバッテリーに交換してくだ

する場合は、すべてのメインバッテリーを

E に取り付けられたメインバッテリーとサブ
は、FOMM ONE 専用です。

交換については、FOMMの販売店までお問

バッテリーを使用すると、故障や事故、火災
ります。

では、メインバッテリーのカバーを開けた
ください。高電圧が掛かっていたり、感電
重大な障害を負う危険があります。

満になると、エアコンの動作が自動的に停
ロアー機能は停止しません。

示灯が点灯または点滅する場合は、パワー
します。十分に注意して走行してください。

満になると、自動車の速度が時速20km未満

近くの充電場所を探して充電を行ってくだ
20

バッテリー

バッテリー情報
FOMM ONE には、以下 2 種類のバッテリーが搭載されています。

1. メインバッテリー
種類　　: リチウムイオン
数量　　: 4（直列）
電圧　　: 118.4 V
容量　　: 100 Ah
総電圧　: 96 ～134.4 V
総出力　: 11.84kWh

2. サブバッテリー
種類　　:  密閉型鉛蓄電池
数量　　:  1
電圧　　:  12 V
容量　　:  20Ah

メインバッテリーはモーターとエアコンを動作させるために使用し、
サブバッテリーはライトやワイパー、オーディオシステムなどを動作
させるために使用します。

サブバッテリーは、自動車がイグニッションONの状態やメイン
バッテリーが充電されている際に、自動的に充電されます。

バッテリーに関する留意事項

4. サブバッテリーが過放電

す。過放電したら、販売

さい。

5. メインバッテリーを交換

交換してください。

警告:FOMM ON
バッテリー

バッテリーの修理、点検、
い合わせください。

FOMM ONE に他の種類の
などの原因となることがあ

販売店やステーション以外
り内部を触ったりしないで
による大怪我や命に関わる

1. 過放電になるとバッテリーの蓄電容量が低下します。

2. メインバッテリーとサブバッテリーを健全な状態に保つために、車
両を少なくとも月1回4時間程度充電してください。しばらく運転し

ない場合はメインバッテリー残量レベルが少なくとも3目盛り以上

に充電された状態で保管するようにしてください。バッテリーの劣

化を防ぐことができます。

3. サブバッテリー上がりが発生すると車両を起動することができなく
なります。車両を１か月間以上放置したままにすると暗電流の放電
によって容量が0になります。（暗電流のない自然放電によっても

月10％の割合で減少します。）

6. バッテリー残量が10％未
止します。 ただし、ブ

7. メーター表示部で警告表
が低下したり止まったり

8. バッテリー残量が3％未

に制限されます。直ちに

さい。
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快適性

吹き出し口
吹き出し口からのエアーが車内に循環

されます。吹き出し口にはルーバー
があり、快適性をさらに高めるため
に気流方向が調整できます。また、
フロントガラスが曇るときはエアコ
ンスイッチをオン、ルーバーを全閉
にすることによってフロントガラス
の曇りをとります。

注記:デフロスター吹き出し口にルーバーはありません。また、暖
房機能がないので低温環境でのデフロスター効果は限定的です。

ブロアー
ブロアースイッチ（ ※p.3 インストル
メントパネル参照）を左右に回して、
快適に感じる希望の風量にしてくだ
さい。

冷房
エアコン／デフロスタースイッチ
（※p.3インストルメントパネル参照）
を押して、エアコンをオンにします。
冷房は、SOC（充電状態）が10%未満
に低下すると、自動的にオフになりま
す（ブロアーはオンのままです）。

吹き出し口
（ルーバー付き）

プレクーリング
スイッチ

エアコン／
デフロスタースイッチ

警告:炎天下では車室内が高温になり生命にかかわる恐れが
     あるため、お子さまやペットなどを車内に置き去りに
     しないでください。

デフロスター

吹き出し口

ブロアー
スイッチ

注記 : 外気温が0℃以下の時はエアコンをオンにしないでください。

プレクーリング（予備冷房）
キーをささない状態でもプレクーリングスイッチを長押しすることに
よって、冷房を作動させあらかじめ車室内を冷やしておくことが可能
です。プレクーリングは作動開始後20分で自動的に停止します。

注記 : フィルターの交換に関して（※p.32エアコンフィルター参照）

F0MMkeikei10
ハイライト表示



ドを押す

ミラーとサ
、よく見え
。

の中央から
ムミラーを
動かしたり
方を確認で

で折りたた
る時はサイ
さい。

ホーン

ルームミラー

サイドミラー（左側）

サイドミラー（右側）
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運転前

Å 他の車両や歩行者の進路を妨げる形で停車しているとき。

注記:非常点滅表示灯を使用すれば駐停車禁止区域などでの不法駐
車が許されるということではありません。

ホーン
ステアリングの中央パッ
とホーンが鳴ります。

バックミラー
運転を始める前に、ルーム
イドミラーの汚れを落とし
る位置に調整してください

ルームミラーの調整

頭を動かさずに後部ガラス
外が直接見えるようにルー
調節してください。身体を
ひねったりしなくても、後
きるようにします。

サイドミラーの調整

両側のサイドミラーは手
む事が出来ます。運転す
ドミラーを起こしてくだ

非常点滅表示灯スイッチ

以下の場合では非常点滅表示灯を使用しないでください。

ドアの施錠

キーを使用して、運転席側のドアを外部から施錠または解錠で
きます。（※p.10 施錠≤解錠参照）

非常点滅表示灯

非常点滅表示灯は、自動車が停止して
いることや予期せず減速または後退し
ていることを他のドライバーに警告す
るために使用します。
非常点滅表示灯スイッチ（※p.4 センター
クラスター参照）を押して、非常点滅表
示灯を作動させます。
車外にある6か所すべての方向指示器が

同時に点滅します。これは、緊急時に通行者に対して警告するために

使用します。表示灯を消すには、スイッチを再度押します。

・交通の流れを妨げる形で減速させる必要があるとき。

・緊急停止車線に停車しているとき。支援が必要なことを救急隊等
に知らせることができます。

・濃霧など視界が限られた天候状況の中を走行するとき。他車から
の視認性が高まります。



くなったら、ウォッシャー液を補充します。
ぎ、タンクから溢れさせないでください。
凍液や酢水溶液を入れないでください。
度に関してはp.30ウォッシャー液の濃度点

液を補充してください。

きます。

、
充します。

ウォッシャータンク

充電ポート
リッド

ウォッシャー液
注入口

のキャップ

、充電
設置され
23

ミラー面の調整

ミラーの端を押すと、ミラー面を調整

できます。 

ウォッシャー液の補充

ウォッシャー液の量が少な
ウォッシャー液は慎重に注
ウォッシャータンクには不
（ウォッシャー液の希釈濃
検を参照）。
以下の手順でウォッシャー

1. 充電ポートリッドを開

2. 注入口キャップを開き
ウォッシャー液を補

サンバイザー

ウォッシャー
スイッチ

ワイパー
スイッチ

サンバイザー

サンバイザーの角度を調整して、ま

ぶしさを遮断できます。

ワイパーとウォッシャー

インストルメントパネルのウォッシャー
スイッチを押してフロントガラスに
ウォッシャー液を噴射し、インスト
ルメントパネルのワイパースイッチ
を押します。フロントガラスをきれ
いにして、良好な視界を確保するこ
とができます。

注記:運転前に、フロントガラスがきれいになっているか確認してくださ

     い。

注記:ウォッシャータンクは
     ポートの車両右下に
　　 ています。

Å 運転席に座ってサイドミラーをちょ
うせいします。このとき、ミラーの
表面を手で触らないようにしてくだ
さい。道路後方と隣車線を走行する
車両の一部が見えるようにします。

Å 同じように、反対側のミラーも道路
後方と隣車線を走行する車両の一部
が見えるように調整します。



イッチと
を使用し

ください。

ルおよび
リ参照。

が適切か確認してください。
点検参照

か確認してください。

ーとウォッシャーが正常に動作するか確認して 

パーとウォッシャー液参照

スにツールキットがあるか確認してください。

トボックス参照
24

警告:   注入口キャップと、充電ポートリッドを閉じ忘れない
     ようにしてください。

注記:ウォッシャー液の補充中は、ウォッシャー液が充電ポートにかか
     らないようにしてください。

ルームランプ

スイッチ付きルームランプがルーム

ミラーに設置されています。

日常点検
運転を開始する前に、以下の点について目視点検を行ってください。

バッテリー残容量が走行に十分であるか確認してください。 
※p.5 メーターを参照。

 コンビネーションスイッチが
    正しく動作するか確認してく
    ださい。

注記 :コンビネーションス
     非常点滅灯スイッチ
     て、ランプを点検して

p.3 インストルメントパネ
p.4 インジケータアセンブ

すべてのタイヤの空気圧
※p.31 タイヤのケアと

ホーンが正しく動作する

※p.22 ホーン参照

フロントガラスのワイパ
ください。※p. 23 ワイ

インストルメントボック

※p.11 インストルメン

ルームランプ

コンビネーション
スイッチ

すべてのランプについて、計器
  灯もあわせて正しく動作するか
  確認してください。
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ホイールを動かし、ガタつきがな
いか確認してください。

ゆっくりステアリングを動かし、

　大きながたつきがないか確認して
  ください。

車体の外側に亀裂や剥がれた
  箇所がないか確認してください。

ウォッシャータンクに十分な量のウォッシャー液があるか確認し
てください。

※p.23 ワイパーとウォッシャー液参照



解除します。

ーキ参照

D：ドライブ

N：ニュートラル

R：リバース

。

ながらシフ

クラスタ
ィスプレイ
、ドライブ
ースモード
。
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運転

11. パーキングブレーキを

※p.9 パーキングブレ

始動
以下の手順で自動車を始動させ、運転の準備をしてください。

1. キーを使用して、ドアを解錠します。
※p.22ドアの施錠参照

2. 車両の充電ポートからアダプターごと
充電ケーブルのコネクターを抜き、充
電ポートリッドを閉じます。

注記:充電ポートリッドを閉じ忘れないようにしてください。 
※p.1 外観参照

3. コンセントからプラグを抜きます。

4. 充電ケーブルを適切な場所に保管します。

5. キーを差し込み、時計回りにONの
　 位置まで回して自動車を始動します。

6. メーターの表示でバッテリー残量を

　確認してください。
　直近の走行に十分なバッテリー残量
　があることを確認してください。

7. 日常点検を行います。
※ p.24 日常点検を参照。

8. シートを調整します。
※p.12 シートの調整参照

9. シートベルトを締めます
※p.12 シートベルト参照

10. ブレーキペダルを踏み

トボタン（p.4 センター
ースイッチ、機能とデ
の詳細を参照）を押して
モード（D）またはリバ

（R）に入れてください

F0MMkeikei10
ハイライト表示

F0MMkeikei10
ハイライト表示



ーキが正しく機能するか確認してください。

の状態を確認してください。

スリップしたりする原因となるため、急ブ　
ください。

トを点灯させてください。

ださい（視界不良、ガラス曇り、滑りやすい

する際、「ハイドロプレーニング現象」が起こ

キが利かなくなることがあります。

、速度を落としてください。

グ現象」とは、道路の表面と自動車のタイヤ
によってタイヤの接地性が失われる現象です。

ング操作を行うと、タイヤがスリップして車両
事故につながる可能性があります。

緊急時のみ）。

車が停止した場合は、発進ができない場合
最大勾配は  約 12°（21% の勾配）です。
品、路面状況などにより異なります。

、安全な場所にすぐに停止して、レッカー
車を持ち込んでください。このような状況
事故につながる恐れがあります。
27

11. 平らな道ではブレーキペダルを

放すとわずかに自動車が進み

始めます（クリープ）。アク

セルスイッチを手前に動かす

と加速できます。

注記 :「エコドライブモード」で

自動車を運転する場合は、アクセ

ルスイッチのいずれかの側だけを

使用してください。「ハイパワー

モード」で自動車を運転する場合

は、アクセルスイッチの両側を使

用してください。

運転
安全運転を心がけてください。そうすることで、自分自身や他車の

安全の確保のみならず、自動車を長期にわたってご使用いただけるこ

とにもつながります。

安全運転のポイントは、

• 事故を避けるための意思決定を早く行うこと。

• 運転に集中すること。

• 自動車の操作方法と性能を十分に理解していること。

安全運転のためのヒント

事故を防ぐため、道路状況や気象条件、車両速度などに注意して
ください。

雨天時の運転

雨天時に運転する場合は、

 ワイパー、ライト、ブレ

タイヤの溝深さとタイヤ

コントロールを失ったり
レーキや急旋回は避けて

視界が悪い場合にはライ

慎重な運転を心がけてく

　路面）

濡れた路面での運転

濡れた路面や雨の中を走行

り、ステアリングやブレー

濡れた路面を走行する際は

※「ハイドロプレーニン
の間に形成される水膜

急激な加減速やステアリ
　のコントロールを失い、

アクセルスイッチ

車線変更時は3秒前、右左折時は、30メートル以上手前で方向指

示器を「ON」にしてください。

右左折する前に安全速度まで減速してください。コーナーを曲

がっている最中にブレーキを掛けないでください。

他の車両を追い抜く場合は、対向車に注意してください。

水上を移動する場合（
※p.28 水上移動参照

1. 登坂路（降坂路）で自動
があります。発進可能な
※ただし、積載量や装着

2. 警告灯が点灯する場合は
車等を利用して販売店に
で運転すると、予期せぬ

走行中



の場合のみ、非常用として極低速度で水上
おりますが、あくまで緊急用機能であり、
とはできません。

ーを回生して減速効果を生じさせる機能で
ーキの補助的な動作をさせてエネルギー効
ヤの回転がモーター（発電機として機能）
充電されます。

の場合は、回生ブレーキが機能しません。
満充電の状態で長い下り坂を運転中等は回
合があります。

の補助として装備されています。

レバーを緩めると作動し、ブレーキペダルを
ギー回生が行われて減速をサポートします。

インバータ

バッテリー回生ブレーキ
による充電
28

警告:運転中は、ブレーキペダルを足置きとして使用しない
でください。ブレーキシステムが過熱する可能性があり
ます。制動距離が長くなり、ブレーキの故障につながること
もあります。事故の危険があります。

注記:大雨の中をブレーキを使用せずに長時間走行した場合、次にブ
レーキを掛けたときに効きが悪いことがあります。同じ現象が、洗
車後にも発生することがあります。

雨中での走行時や車体の下側を洗車した後に走行する際は、低速でブ
レーキの効きテストし、問題がないか確認してください。ブレーキの
効きが悪い場合は、低速で走行しながら効きが回復するまでブレーキ
を数回掛けてください。

水上移動

FOMM ONEは、緊急時
移動ができる構造となって
水陸両用として常用するこ

ブレーキペダルを踏む

油圧の流れ

油圧の流れ

ブレーキ

FOMM　ONEのブレーキシステムは、油圧ブレーキと回生ブレーキで
作動します（p.28 回生ブレーキを参照）。運転を始める前に、ブレーキ
ペダルの踏みごたえがあることを確認してください。

自動車の停止に必要な距離は速度によって異なります。速度が出てい
るほど制動距離は長くなります。その距離を予測してブレーキをか
け、徐々に減速するようにしてください。

回生ブレーキ

これは、電気的にエネルギ
す。メイン（油圧式）ブレ
率を向上しています。タイ
によって電気に変換され、

注記:シフトの位置が「N」
その他の状況でも、例えば
生ブレーキが機能しない場

回生ブレーキは、減速装置

回生ブレーキは、アクセル
踏むと、より多くのエネル

通常走行



ング

店に持ち込む前に、まずは以下の方法

、販売店までご連絡ください。

。

に接続されていないことを確認してください。

しきっていないか確認してください。

かりと踏んだ状態でD またはR のシフトボタン
てください。

EV システムが停止している）
回っていること確認してください。

。

点滅していないか確認してください。
参照
ることもあります。
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エコな運転

走行距離を延ばすためには、以下を実践してください。エネルギー消
費量は、運転の仕方のほかに、環境条件（極寒や酷暑、急な坂道など）
の影響も受けます。

• 頻繁に急な加減速をしない。

• エコドライブモードで運転する。
タイヤ指定空気圧を維持する。
※p.31 タイヤのケアと点検参照

• 不必要な荷物は積載しない。

• 窓はすべて閉める。

• エアコンなどの使用は最低限にとどめる。

運転する前に、パーキングブレーキを完全に解除する。

※p.9  パーキングブレーキ参照

• 充電時にエアコンをオンにし、車内をプレクーリングすることで、
車内の温度が調整された状態でバッテリーを満充電する。

トラブルシューティ

故障かなと思ったら、販売
をお試しください。

キーをなくしてしまった。

キーをなくした場合は

EV システムが始動しない

充電ケーブルが自動車

サブバッテリーが放電

注記 :

• 水上移動によってエアコンが故障する場合があります。

• 水上で運転した後は、その都度お近くの販売店まで連絡いただき、
必ず点検整備を受けてから運転再開してください。この点検が保証
期間の継続条件となります。

水上移動時の安全について

• エアコンをオフにしてください

• ドアを開けないでください（水が車内に侵入します）。

シフトが入らない。
ブレーキペダルをしっ
　を押しているか確認し

ステアリングが回らない（
キーがONの位置まで

走行中に警告ブザーが鳴る

シートベルト警告灯が
※p.12 シートベルト

注記:他の警告ブザーが鳴
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寒冷時の取り扱い

冬用タイヤの準備
冬用タイヤに交換するときは、４輪とも指定サイズ（145/65R15）で
同一の銘柄、パターン（溝模様）のものに交換してください。タイヤ
チェーンを装着して走行すると、タイヤチェーンと車体が干渉する恐
れがありますので、使用はお控えください。

ウォッシャー液の濃度点検
ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液の容器に記載して
ある凍結温度を参考に外気温に応じた希釈割合（濃度）にしてくださ
い。

運転する前に
状況に応じて次のことを行ってください。

・ドアやワイパーなどが凍結したときは、無理に開けたり動かしたり
せず、凍った部分にぬるま湯をかけて氷を溶かしてください。解け
たらすぐに水分をふき取ってください。

・ガラスに雪や霜が積もっているときは、プラスチックの板などを
使って、ガラスを傷つけないように雪を取り除いてください。

・足回り（ブレーキ周辺、フェンダーの裏側など）が凍り付いている
ときは、部品を破損しないように注意しながら付着した氷塊を取り
除いてください。

・車室内に乗り込むときは、靴についた雪を取り除いてください。

注記:ドアなどの開閉部分を無理に開けないでください。ゴムがはがれ
たり損傷するおそれがあります。
ワイパー、ドアミラー、パワーウインドーなどを無理に動かさないで
ください。装置が損傷するおそれがあります。
ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結するおそれが
あります。

警告:ルーフに積もった雪は落としてください。窓ガラスに
雪が滑り落ちると視界の妨げとなり、思わぬ事故につなが
るおそれがあります。
熱湯は絶対にかけないでください。ガラスが割れる恐れが
あります。

注記: メインバッテリーの温度に注意してください。-10℃以下の環境で
は走行を控えてください。バッテリー警告灯が点灯し、バッテリー温度
が-12℃以下になると走行できなくなります。

雪道の走行の仕方

滑りやすい路面に注意
滑りやすい路面での急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど無理な
運転は危険ですのでしないでください。
雪道や凍結路では速度を落とし、車間距離を取り、ゆとりある運転をして
ください。
雪道、凍結路では早めに冬用タイヤなどを装着して走行してください。

走行中の雪の付着に注意
ブレーキに付着した雪が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがありま
す。時々ブレーキの効き具合を確認してください。
効きが悪いときは、前後の車との距離を十分とり、低速走行で効きが回復
するまでブレーキペダルを軽く踏んでください。
フェンダーの裏側に付いた雪が積もり、ステアリングの切れが悪くなるこ
とがあります。時々確認して雪を取り除いてください。

駐車するときの注意
パーキングブレーキをかけずに輪止めをしてください。パーキングブレー
キをかけると、ブレーキが凍結して解除できなくなるおそれがあります。
軒下や樹木の下には駐車しないでください。落雪で車が損傷するおそれが
あります。
雪が降りそうなときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてくださ
い。ブレードと窓ガラスが凍結し、破損するおそれがあります。

F0MMkeikei10
ハイライト表示

F0MMkeikei10
ハイライト表示



料、灯油、ベンゼン、シンナーなどは使用
面が傷む可能性があります）。

さい。

るため、洗剤等が残らないようにしてくだ

ブレーキのテストを行い、水の影響を受け
い。ブレーキの性能が損なわれている場合
ブレーキを軽く掛けて、ブレーキを乾燥さ

当たる場所や車体が熱くなっている場合に
でください。強力な洗剤、化学洗剤、熱湯
いでください。

用して自動車のドアガラスやリアサイドガ

てください。窓ガラスの隙間から水が浸入し
ります。

る際は、中性洗剤と柔らかいブラシを使用
いようにしてください。

込まないようにしてください。マットの下
い。フロアマットの下に湿気がたまり、腐
ます。また、マットが乾いていると泥を落

こりを取り除いてください。温水で湿ら
さい。

化学薬品などを積載している場合は、特段
切な容器に入れ、こぼれたりした場合は
で洗い流し、十分に乾燥させてください。
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点検
長期間トラブルがなく性能を発揮するために、定期点検を行ってくだ
さい。定期点検の情報を提供することで、整備の追跡が簡単になり
ます。

タイヤ
FOMM ONE にはチューブレスタイヤが装備されています。推奨タイヤ
空気圧は 250kpa（36.26 psi）です。

可能な限り、くぼみ、ガラス片、金属、岩石、木片、破片など、タイ
ヤを損傷する可能性のある物を踏まないようにしてください。万が一
踏んでしまった場合は、すぐにタイヤを点検してください。不適切な
アライメントや空気圧不足によって、異常な摩耗などが（特にタイヤ
トレッド端部に）生じていないか点検してください。そのような箇所
を発見した場合は、最寄りの販売店までご連絡ください。

タイヤ溝の深さの点検
タイヤの接地面のウェアインジケータ（摩耗限度表示）等により、溝
の深さを点検してください。

手入れ

外装の手入れ
車の外装は樹脂製であり、多くの外部環境（気候、道路状況、工業汚
染、海など）の影響を受けるため、定期的に手入れする必要がありま
す。泥や虫、鳥の糞、石のかけらなどは、なるべく早く取り除いてく
ださい。また、塗装面を保護するため定期的に自動車専用ワックスを
塗り込んでください。

洗車
1. 「カーシャンプー」などの自動車用中性洗剤を使用して洗車してく
ださい。柔らかい毛のブラシ、スポンジ、布などを使い、こまめに
すすいで、車に傷がつかないようにしてください。

2. 柔らかい手袋を着用し、指輪やネイル、腕時計などは外して、車に
傷がつかないようにしてください。

3. ガソリン、ディーゼル燃
しないでください（塗装

4. 全体をよくすすいでくだ

5. 塗装面が傷む可能性があ
さい。

注記:洗車後は毎回、低速で
ていないか確認してくださ
は、低速で前進させながら
せてください。

注意:直射日光が
は、洗車しない
などは使用しな

高圧洗浄機を使

ラスを洗う際は特に注意し
て車内が濡れる可能性があ

ホイール
自動車のホイールを洗浄す
し、ホイールに傷がつかな

内装の手入れ

マット
濡れたマットを車内に持ち
も定期的に清掃してくださ
食の原因となることがあり
とすのも簡単です。

掃除機を使用して、泥やほ
せた布で表面を拭いてくだ

注記:車内に肥料や洗浄剤、
の注意が必要です。必ず適
拭き取ってからきれいな水



ウィンドウウォッシャー

・交換をす
をオフにし
スからワイ
ると手入れ

れ等がない
ーブレード
パーブレー
ントガラスも損傷する可能性があります。

に交換してください。

ったウォッシャー液、虫や鳥の糞、樹液、
物質がフロントガラスやワイパーブレード
レードの効果が薄れる可能性があります。

出ない場合
ノズルの詰
。ウィンド
整する必要

持ち上げる

ノズル
32

注意:化粧オイル、日焼け止めクリーム、ハンドクリーム、香
水、芳香剤などは、損傷や変色の原因となるため、パネル等
の内装品につけないようご注意してください。つけてしまっ
た場合は、すぐに拭き取ってください。

窓ガラス
洗剤、水、ガラスクリーナーなどを使用して、窓ガラスの内側と外側を
洗ってください。柔らかい布やペーパータオルを使用して、すべてのガ
ラスと車内のプラスチック面を拭いてください。

シートベルト
中性洗剤と温水を混ぜて使用し、柔らかいブラシでシートベルトを清掃
してください。漂白剤、染料、溶剤などはベルトの材質を弱める可能性
があるため、使用しないでください。運転する前に十分に乾燥させてく
ださい。

警告:水などの液体が車内の電気・電子部品に触れると損傷
する可能性があります。隙間等に水が入り込まないように
ご注意ください。

ワイパーブレードと

ワイパーブレード
ワイパーブレードの手入れ
る際は、ワイパースイッチ
てください。フロントガラ
パーアームを少し持ち上げ
がしやすくなります。

ワイパーのゴムに亀裂や割
か定期的に確認し、ワイパ
を清掃してください。ワイ
ドが損傷していると、フロ

損傷したブレードは、すぐ

氷、ワックス、撥水材の入
その他の有機物などの汚染
に付着すると、ワイパーブ

ウィンドウウォッシャー
ウィンドウウォッシャーが
は、細いワイヤーを使って
まりを取り除いてください
ウウォッシャーの位置を調
はありません。

エアコンフィルター
エアコンフィルターは30,000 kmごとを目安に交換してください。

エアコンフィルターの交換

• インパネ下部のパネルを取り外す。
※p.3 インストルメントパネル参照

• 助手席前のHVAC下側のプレートを2つ取
り外す。右図参照

• エアコンフィルターを取り外す。

• フィルター交換後、プレート、インスト
ルメントパネルの順に再度取り付ける。

HVAC

プレート



キフルード
。

タンクの「MINIMUM（最低）」マークの上
ーバタンクの液面がMIN線とMAX線の間に
り下にある場合はMAX線まで指定のブレー
さい。
併用はやめてください。上記の確認が難し
合わせください。
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• インストルメントボックスカバーを開き
ます。

• ネジを反時計回りに回して外し、
ボックスカバーの底蓋を開きま
す。

• タンク内に残ったブレー
の量を確認してください

注記:ブレーキフルードが
まであれば OKです。リザ
あるかを確認し、MIN線よ
キフルード を入れてくだ
他のブレーキフルードとの
い場合は販売店までお問い

底蓋

ネジ

ブレーキフルードリザーバータンク
FOMM ONE には、ブレーキフルードリザーバータンクが装備されて
います。ブレーキフルードは、踏力を圧力に変換してブレーキ力を増
大するために使用されます。ブレーキフルードは、気泡になると十分
に機能しません。
ブレーキフルードリザーバータンクは、運転席のインストルメント
ボックスの下側にあります。

ブレーキフルードの確認
ブレーキフルードの確認は、以下のように行ってください。
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ジャッキアップと持ち上げ

注記:FOMM ONE のジャッキアップと持ち上げは、以下の説明に従っ
て行ってください。

• ジャッキアップポイントにジャッキを正しくセットします。

• 持ち上げとジャッキアップの最中は、自動車の下に入らないでく
ださい。

• ジャッキアップと持ち上げの最中は、FOMM ONE を動かさない
でください。

• 車内に人がいないことを確認してください。

• ジャッキアップと持ち上げの最中はサイドブレーキをかけてくだ
さい。

• ジャッキアップと持ち上げはできるだけ地面が硬く平らな場所で
で行ってください。

電気アクセサリー
認定されていない電気アクセサリーを取り付けないでください。
認定されていない電気アクセサリーを使用すると自動車が損傷し、
メーカーの保証が無効になります。

点検スケジュール

FOMM ONE を定期的に整備し、以下の推奨スケジュールに従って
点検を行ってください。

ジャッキアップポイント 持ち上げポイント

警告:感電及び部品の破損を防ぐため電気アクセサリ取り
付け等の整備作業を行う際は次の手順に沿って作業して
ください。

1. ランプ類を消灯したのち、イグニッションをOFFにする。

2. インパネ下部のパネルを取り外す。
※p.3 インストルメントパネル参照

3. ヒューズブロック１の+B(AUDIO), ACC(ECU), ILL+(LP)のヒュー
ズを抜く。右図参照

4. 作業後、ヒューズ、パネル
の順に再度組付ける。

・ 1カ月または走行1,000 km の定期点検
・ 6カ月目の定期点検
・ 12 カ月目の定期点検
・ 24 カ月目の定期点検
・ 水上移動後に毎回行う点検

F0MMkeikei10
長方形
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長方形
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線
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線
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線
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BAD

検す

出な
ケー

源を
イッ

ネク
アダ
ブル
く。
に保

ポー
よ

する

れて

外部電源や車内の充電ポートが
雨にさらされている状態で、自
動車を充電する。

濡れた手で充電作業を行う。
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適切にご利用いただくためのポイント

アクセサリー

パーキングブレーキ

点検

充電

GOOD BAD

認定された電気アクセサリーを
取り付ける。

認定されていない電気アクセサ
リーを取り付ける。

注記:認定されていない電気アク
セサリーを追加すると、自動車
が損傷する可能性があり、メー
カーの保証が無効になります。

GOOD BAD

自動車を駐車する際は必ず、
パーキングブレーキを掛ける。
※p.9 パーキングブレーキ参照

駐車する際に、パーキングブ
レーキを掛け忘れる。

GOOD BAD

湿らせた布または柔らかいブラ
シで車内を清掃する。
※p.31 お手入れ参照

定期的に洗車する。

車内に水が入る。
※電気／電子部品の内部に水が
入る可能性があります。

GOOD

充電ケーブルを定期的に点
る。

亀裂、切断、ワイヤーの露
どの損傷がある場合は充電
ブルを交換する。

充電が終了したら、まず電
オフにする（外部電源にス
チがついている場合）。
その後、充電ケーブルのコ
ターを車の充電ポートから
プターごと抜き、充電ケー
のプラグを外部電源から抜
充電ケーブルを適切な場所
管する。

充電中は、電源や車の充電
トにお子さまを近づけない
うにする。

バッテリーは毎回、満充電
（可能な場合）。

充電する際は、アースがと
いることを確認する。



た場合には、特段の注意が必要です。
絡してください。

ケーブルを外しても点灯したままになっ
しない。

灯したままになっている。
こることがあります。慎重に運転してく

ングブレーキを解除しても点灯してい
ルードがあるのに点灯している。
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整備

注記:以下の状況が発生し
　　 最寄りの販売店に連

• 充電プラグ表示灯: 充電
ている。充電中に点灯

• 車両警告灯:走行中に点
※一時的な不具合で起
ださい。

• ブレーキ警告灯:パーキ
る。十分なブレーキフ

GOOD BAD

推奨点検スケジュールに定めら
れた間隔で自動車を整備する。

※p.34 点検スケジュール参照

整備の前に充電ケーブルを外す。

走行距離、快適性、タイヤ寿命
を向上させるため、推奨される
タイヤの空気圧を必ず維持する。

※p.31 タイヤのケアと点検参照

洗車中に自動車を充電する。

洗車中に、車内に水を入れる。

GOOD BAD

自動車は、走行計画に従って適
切に充電する。

運転中は必ずシートベルトを使
用すること。
※p.12 シートベルト参照

自動車を急加速、急旋回させる。
※エネルギーの消費量が増え、
走行距離に影響が及びます。

坂道等で自動車を後退させない
ようにする目的のために、アク
セルペダルを使用する。

走行

F0MMkeikei10
ハイライト表示



空気圧の適正値は、タイヤの空気圧ラベル
ヤの空気圧ラベルは、運転席右側の車体の
。

に一度確認してください。

は、走行前のタイヤが冷えているときに行っ

│⁸ ∏♃▬ꜘ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

重傷につながる可能性のある危険な状況を

車体の前側に添付されています。
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仕様

識別ラベル

FOMM ONE では、以下のラベルが使用されています。

• VIN（車両識別番号）
VIN は、17 文字（数字と大文字）から成る自動車の固有識別子
で、各車両毎の識別コードです。同じVIN の車両が複数存在する
ことはありません。

• タイヤの空気圧ラベル
FOMM ONE のタイヤの
に示されています。タイ
内側に添付されています

タイヤの空気圧は、月

タイヤの空気圧の確認
　てください。

? ╩ ∆╢ ⌐

• 警告／注意ラベル
回避しなければ死亡・
示します。
警告／注意ラベルは、

右側

フロント

COLD TYRES PRESSURES

ORIGINAL TYRE SIZE FRONT REAR

WARNING

CAUTION

HOT PART
DO NOT TOUCH AFTER DRIVING

車体

VINコード

タイヤの空気圧ラベル

警告／注意ラベル



3.8 m
NEDC モード） 78.4 Wh/km

166 km

80 km/h
勾配 12°（21%）

リチウムイオンバッテ

リー

4（直列）

118.4 V

100 Ah

96 ～ 134.4 V

11.84 kWh

12V × 20Ah × 1

メーカーによって異なります。
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サブシステム

A 全長 2585 mm

B 全幅 1295 mm

C 全高 1550 mm
D ホイールベース 1760 mm

E トレッド（フロント／リア） 1110 mm

F 地上高 150 mm

重量／収容人数

車両重量

（バッテリーとオプション部品を除く）
450 kg

車両重量

（バッテリーとオプション部品を含む）
620 kg

車両総重量 975 kg
乗車定員（人） 4

性能

最小回転半径

交流電力量消費率（

一充電走行距離
（NEDC モード） 

最高速度

発進可能な最大斜面

駆動バッテリー

種類

数量

電圧

容量

総電圧

総出力

サブバッテリー

密閉型鉛蓄電池

※仕様はバッテリー
※取り付けオプション、路面状況、荷物と人間の重量によって変動します。

寸法と重量

F0MMkeikei10
ハイライト表示



前輪駆動

ダイレクトドライブ

145/65R15

4J×15
39

ホイールとタイヤ

サスペンション装置

前輪 ダブルウィッシュボーン
式

後輪 マルチリンク式

ブレーキ装置

メインブレーキの種類（フロントとリア） リーディングトレーリン
グドラム

パーキングブレーキの種類 機械式

駆動装置

駆動システム

駆動方式

タイヤ

ホイール

モーター

型式 FM10

種類 永久磁石式交流同期モータ

30 分の連続定格出力

最大出力 10.6 kW（14.4 馬力） / 
200 ～600 rpm

最大トルク 560 Nm（57.1 kgm） / 
0～ 170 rpm

8.0 kW (10.9馬力)



または2の方法で運搬・牽引してください。
車が使用できない場合のみご参照ください。

のピボットアーム

ち上げます。後輪

引します。

ッションをオフに

他の車両で牽引し
ックを固定し、牽
す。イグニッショ
ーキングブレーキ
さい。

最も安全かつ最適
車を積載車の後部

ポイントは右図

禁止です。
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緊急時の安全 

メインバッテリー
FOMM ONEでは、4個のリチウムイオン充電式バッテリー（最大33.6V）
が直列に接続されており（最大電圧134.4V）、駆動モーターと一部の
電気装置に使用されます。安全を確保するため、作業前には以下のよう
に高電圧の絶縁と遮断を確認する必要があります。

1. 高電圧の絶縁。

1.1. 高電圧回路が車体から絶縁されている。

1.2. 高電圧装置とワイヤーハーネス用にケースカバーが用意されている。

1.3. 高電圧ワイヤーハーネスのカバーの色はオレンジである。

1.4. 高電圧装置と高電圧導電部のケースが絶縁されている。

2. 高電圧の遮断

特別な状況（自動車の点検や事故などによって高電圧の絶縁を維持す
るのが困難な場合）において、バッテリーなどから電流を遮断するシ
ステムが搭載されています。使用状況に応じて下表のような装置を外
すと高電圧回路を遮断することができます。

自動車の運搬・牽引
緊急時には、以下に示す1
3の方法は、運搬車や牽引

2. 持ち上げ牽引 :  牽引車

を前輪の下に入れて持

は地面に付けたまま牽

注記 :2の方法では、イグニ
  　して牽引します。

3. ケーブルによる牽引：
ます。故障車に牽引フ
引ケーブルを使用しま
ンON、Nレンジの上パ
を下げて牽引してくだ

1. 車両積載車での運搬：
な運搬方法です。故障
に載せて運搬します。

注記 :車両積載車での固定

印を参照。

充電
ケーブル

バッテリー

コネクター
イグニッション

通常時 -

✓

充電時 ✓ -

点検、診断時

✓

注記 :後ろ向きでの牽引は

警告:これらのバッテリーには、電解液として一部の溶剤が含まれて
います。火災や強い衝撃を伴う事故によってバッテリーが損傷した
場合は、自動車から離れてください。
バッテリーの電解液は、無色で、甘い香りがします。
触れると肌や目を刺激することがあります。触れた部分は十分な水で
洗い流し、すぐに医師の診察を受けてください。
火災の場合は、ABC タイプの消火器を使用してください。

-

-
✓-

fomm-repro1
多角形

fomm-repro1
多角形

fomm-repro1
多角形

fomm-repro1
多角形

fomm-repro1
多角形

fomm-repro1
多角形

fomm-repro1
線
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