NIU

ELECTRIC
MOTORCYCLE

NIUPOWER FROM THE HEART
変わらぬ毎日に E V の 刺激を、
NIUPOWER とともに。

A NIU WAY FORWARD
どんな時も頂点に挑み、
さらなる可能性を拡げる。

NIU専用アプリ対応で

スマホ１台でバイクを管理
NIU専用のアプリを連携する事で、走行距離や走行履歴、バッテリー残量などを確認できます。
また、バイクにはGPS追跡機能を内蔵。車両に不信な動きがあった場合、アプリにアラートが届
き位置情報の更新がされるため盗難防止にもつながります。スマホ1台でバイクのさまざまな情
報を可視化します。

NIU E-Scooter

- ニウ イースクーター -

2020 年

春

ダウンロード

無料

iOS版 / Android版 対応

※アプリは英語版のみ対応です。

1.

バイクの情報は全て
NIU専用アプリが教えてくれる
車両状態やバッテリーの状態、走行速度の統計、トラブルコードなどが確認できます。バイク
に必要な基本情報はアプリを見ればすぐに分かります。

車両状態

2.

バッテリー状態

速度統計

トラブルコード

天候

GPS追跡機能内蔵
アプリで現在地を表示

車両にGPS 追跡機能が内蔵されているため、アプリを開けば現在地をリアルタイムで表示でき
るほか、走行履歴も確認できます。
「停めたバイクがどこにあるか分からない。」
「さっき通った道が分からなくなった。」といった
日常の困ったことに役立ちます。

GPS内蔵

現在地の表示

走行履歴

- エヌキューアイ ジーティー -

COLOR LINEUP

ブラック

ホワイト

PERFORMANCE
最高速度
航続距離

70 KM H
134 KM
1000 W

充電時間

/

バッテリー重量

( E-SAVE モード時 )

定格出力

7-10 ×2H
11 ×2KG

■ 製品仕様
製品名… NQiGT( エヌキューアイジーティー )、クラス…原付二種、バッテリー… Panasonic
製リチウムイオンセル、モーター… BOSCH 製、車体寸法… 1815×725×1185(mm)、
車体重量…約 109kg( バッテリー含 )、バッテリー重量…約 11kg×2、バッテリー定格容量
…2100Wh×2( 並列 )、定格電圧…60V、航続距離…≤134km、定格出力…1000W、バッ
テリー種類…リチウムイオン電池、最高速度…≤70km/h、乗車定員…2 名、製造国…中国

走り以外のディティールにもこだわりを

走る楽しみをもっと身近に

製品ページはコチラ
https://www.xeam.jp/niu/ngt/

NQi GT は、走りの楽しさを知ることができる電動バイクです。
力強い加速と静かでなめらかな走りはストレスを感じることはありません。
3 段階の走行モードを活用し、街中や走り慣れた道、休日のツーリングなど、その場
- エヌキューアイ ジーティー -

メーカー希望予定小売価格

￥398,000( 税抜 )

( 消費税10% を含む本体価格 ￥437,800 )

に合わせた乗り心地を提供します。
また、美しいディテールと鮮やかなレッドのラインが唯一無二の存在を放ち、見る者
を魅了します。

1

2

ACCESSORY
NQi GT 純正 リアキャリア
メーカー希望予定小売価格

￥8,600( 税抜 )

よりパワフルで比類なき性能を発揮
力強い加速と軽やかな走り
NQi GT の最高速度は70km/h。

( 消費税10% を含む本体価格 ￥9,460 )

回生ブレーキでより遠くまでツーリング
回生ブレーキ

を搭載。減速時にバッ

軽やかな走りで街や主要道路を柔軟に

テリーを充電するため、航続距離がさ

走行できます。

らに延びます。

3 段階の走行モードで、場所に合わせて

また、クルーズコントロールも標準搭

速度を変更し、バッテリー残量が気に

載。長時間の運転でも快適にツーリン

なる場合は、ゆっくり走ることでバッ

グできます。

テリー残量を保つこともできます。

NQi GT 純正 リアボックス
サイズ スモール

4

3

カラー

￥10,000( 税抜 )/( 消費税10% 含む価格:¥11,000)

1: 着脱可能なバッテリーで、ご家庭のコンセント (100V) で充電できます。また、バイク本
2: バッテリーは座席下と足元に収納されています。並列接続

体からも直接充電できます。

で、バッテリー１つでも走行できるため、座席下のバッテリーを取り外しメットインスペー
スを確保することもできます。

3: 前後輪に油圧ディスクブレーキを搭載。強力で安定した

制動力を持ち、より高い安全性を確保しています。

サイズ ラージ

カラー

￥15,000( 税抜 )/( 消費税10% 含む価格:¥16,500)
※取り付けにはリヤキャリアが必要です。

4: インナーレッグに USB A ( 1ポート )

を標準搭載。ツーリングのついでにスマホ充電も可能です。

※本製品は品質向上のため予定なく仕様を変更する場合があります。※本ページの車体画像は一部海外仕様車のものとなります。日本
仕様車とは一部異なる場合がございます。

- エムキューアイプラス スポーツ -

COLOR LINEUP

New !!
Color

ブラック / レッド

ブルー

レッド

ホワイト

PERFORMANCE
最高速度
航続距離

45 KM H
120 KM
800 W

充電時間

/

バッテリー重量

( Eco モード時 )

定格出力

8-9 H
11 KG

■ 製品仕様
製品名… MQi+ Sport( エムキューアイプラス スポーツ )、クラス…原付二種、バッテリー…
Panasonic 製リチウムイオンセル、モーター… BOSCH 製、車体寸法… 1728×661×1131
(mm)、車体重量…約 72kg( バッテリー含 )、バッテリー重量…約 11kg、バッテリー定格容量
… 2016Wh、定格電圧… 48V、航続距離…≤120km、定格出力… 800W、バッテリー種類…
リチウムイオン電池、最高速度…≤45km/h、乗車定員…2 名、製造国…中国

製品ページはコチラ
http://checkarea.xeam.jp/
niu/mqiplussport/

心地よい走り、圧倒的な使い勝手の良さ

MQi+ Sport 2020年モデル ( NIU 専用アプリ対応版 )
メーカー希望予定小売価格

￥258,000( 税抜 )

( 消費税 10% を含む本体価格 ￥283,800)

走り以外のディティールにもこだわりを

回生ブレーキでより遠くまでツーリング

スマホ 1 台でバイクを管理

MQi+ Sport の航続距離は 120km。
ちょっ

NIU 専用のアプリを連携する事で、走行距離や走行履歴、バッテリー残量な

とした遠出やツーリングもできます。ま

ACCESSORY
MQi+ Sport 純正 リアキャリア
メーカー希望予定小売価格

どを確認できます。また、バイクには GPS 追跡機能を内蔵。車両に不信な動

た、 回生ブレーキ を搭載。
減速時にモーターが発電し、バッテリー

2020年モデルから NIU専用 アプリ対応

1

2

を充電するため、航続距離がさらに延び

きがあった場合、アプリにアラートが届き位置情報の更新がされるため盗難
防止にもつながります。
スマホ 1台でバイクのさまざまな情報を可視化します。

ます。

￥8,600( 税抜 )
( 消費税10% を含む本体価格 ￥9,460 )

MQi+ Sport 純正 リアボックス
サイズ スモール

カラー

￥10,000( 税抜 )/( 消費税10% 含む価格:¥11,000)
サイズ ラージ

カラー

￥15,000( 税抜 )/( 消費税10% 含む価格:¥16,500)
※取り付けにはリヤキャリアが必要です。
※本製品は品質向上のため予定なく仕様を変更する場合があります。※本ページの車体画像は一部海外仕様車のものとなります。日本
仕様車とは一部異なる場合がございます。

2020 年

クルーズコントロールで速度を維持
バイクでは珍しい クルーズコントロー
ル を搭載。ボタン一つで速度をキープ
できます。長時間の運転でも疲れにくく、
安全に運転できます。

春

3

ダウンロード

無料

4

1: 着脱可能なバッテリーで、家庭用コンセント (100V) で充電できます。また、バイク本
体からも直接充電できます。2: 前後輪に油圧ディスクブレーキを搭載。強力で安定した制
動力を持ち、より高い安全性を確保しています。3:300mm 防水規格に準拠して設計され
ているため、雨の日でも安心して走行できます。4: インナーレッグに USB A ( 1ポート )を
標準搭載。ツーリングのついでにスマホ充電も可能です。

iOS版 / Android版 対応

- ユーキューアイ プロ -

COLOR LINEUP

New !!
Color

ブラック / レッド

ライトブルー

レッド

ホワイト

PERFORMANCE
最高速度
航続距離

41 KM H
70 KM
500 W

充電時間

/

バッテリー重量

( Eco モード時 )

定格出力

5-6 H
6.5 KG

■ 製品仕様
製品名… UQi Pro( ユーキューアイプロ )、クラス…原付一種、バッテリー… Panasonic 製リ
チウムイオンセル、モーター… BOSCH 製、車体寸法… 1685×700×1020(mm) 、車体
重量…約 58kg( バッテリー含 ) 、バッテリー重量…約 6.5kg、バッテリー定格容量…
1008Wh、定格電圧…48V、航続距離…≤70km、定格出力…500W、バッテリー種類…リ
チウムイオン電池、最高速度…≤41km/h、乗車定員…1 名、製造国…中国

製品ページはコチラ
http://checkarea.xeam.jp/
niu/uqipro/

コンパクトなフォルムながら力強い走り

UQi Pro 2020年モデル ( NIU 専用アプリ対応版 )
メーカー希望予定小売価格

￥188,000( 税抜 )

( 消費税 10% を含む本体価格 ￥206,800)

走り以外のディティールにもこだわりを

回生ブレーキでより遠くまでツーリング

スマホ 1 台でバイクを管理

UQi Pro の航続距離は 70km。お買い物

NIU 専用のアプリを連携する事で、走行距離や走行履歴、バッテリー残量な

や通勤通学にピッタリです。そして、 回

どを確認できます。また、バイクには GPS 追跡機能を内蔵。車両に不信な動

生ブレーキ を搭載。減速時にモーター

ACCESSORY

が発電し、バッテリーを充電するため、

UQi Pro 純正 リアキャリア

2020年モデルから NIU専用 アプリ対応

1

2

※画像はイメー
航続距離がさらに延びます。

きがあった場合、アプリにアラートが届き位置情報の更新がされるため盗難
防止にもつながります。
スマホ 1台でバイクのさまざまな情報を可視化します。

ジです。実際の走行にはヘルメットの装着が必要です。

メーカー希望予定小売価格

￥3,000( 税抜 )
( 消費税10% を含む本体価格 ￥3,300 )

UQi Pro 純正 リアボックス
サイズ スモール

カラー

メーカー希望予定小売価格

￥10,000

( 税抜 )

( 消費税10% を含む本体価格 ￥11,000 )
※取り付けにはリヤキャリアが必要です。
※本製品は品質向上のため予定なく仕様を変更する場合があります。※本ページの車体画像は一部海外仕様車のものとなります。日本
仕様車とは一部異なる場合がございます。

2020 年

クルーズコントロールで速度を維持
バイクでは珍しい クルーズコントロー
ル を搭載。ボタンを一つで速度をキー
プできます。長時間の運転でも疲れに
くく、安全に運転できます。
※画像はイメージです。実際の走行にはヘルメットの
装着が必要です。

春

3

ダウンロード

無料

4

1: 着脱可能なバッテリーで、家庭用コンセント (100V) で充電できます。また、バイク本
体からも直接充電できます。2: バッテリーは Panasonic 製リチウムイオンセルを採用。重
量はわずか 6.5kg と軽量設計で簡単に持ち運びできます。3: 前後輪に油圧ディスクブレー
キを搭載。強力で安定した制動力を持ち、より高い安全性を確保しています。
4: インナーレッ
グに USB A ( 1ポート )を標準搭載。ツーリングのついでにスマホ充電も可能です。

iOS版 / Android版 対応

https://www.
xeam.jp/

( 株 ) MS ソリューションズ

〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町 7 番 20 号 博多祇園センタープレイス 9F
TEL:092-262-7418 ( 平日 : 9:00 -12:00 / 13:00 - 17:00 ) FAX:092-262-7419
MAIL:info̲xeam@mssjapan.jp https://www.mssjapan.jp/

XEAM公式 Youtube チャンネル

最新情報配信中
YouTubeで

XEAM

検索

XEAM電動バイクの製品情報や走行動画などを紹介!!

XEAMチャンネル
コチラから視聴できます

チャンネル登録
お願いします!!
チャンネル登録

