
「愛され、喜ばれる」 モビリティ「愛され、喜ばれる」 モビリティ

おでかけをもっと軽快に

Honda電動カート

運転免許不要

●このカタログの内容は、2018年1月現在のものです。

お問い合わせ、ご相談は左記の販売店、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター
全国共通フリーダイヤル 0120 -112010

（受付時間：9時～12時  13時～17時）

ML200-K8-1801 HC  M 11261

Honda 電動カート 検索h t tp : / /www.honda . co . j p /monpa l /

モンパルなら、安心してお乗りいただけます。
モンパルを安全にご利用いただくために、正しい操作方法や乗り方の指導を必ず受けてください。
初めての方でも、モンパルを使用してわかりやすく、ていねいに指導しますから安心です。

■主要諸元 

1,190×595×1,045mm

Φ280×80mm

DCブラシレスモーター（24V 430W）×1個

ループハンドルによる前輪操舵

後2輪直接駆動方式（デフ付）

回生制動・電磁ブレーキ・手動ブレーキ

走行レバーによる無段階制御

定電圧/定電流方式（温度補正付）

 前進：1～6km/h 後進：1～2km/h（無段階調整式）

10°

1,430mm

90mm

120mm

約25km（6km/h、平坦路）

100kg（積載物を含む）

115kg

 制御弁式鉛電池
（12V-35Ah）×2個諸

　
元

性
　
能

モンパル ML200

UDAJ

550×550×375mm

￥378,000（非課税） メーカー希望小売価格

※本機を安全に使っていただくため、本機には
　安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
※本機のお取り扱いは「取扱説明書」を熟読の上、ご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。

危険 警告 注意

①モンパルは電動車いすです。それ以外の用途には使用しないでください。
②モンパルの走行に慣れるまで、広い安全な場所（公園・広場）などで十分
　練習してください。
③道路を走る場合は、歩行者用道路（歩道）がある道路では必ず歩道を
　走行してください。歩行者としての交通規則を必ず守ってください。
④次のような条件や場所での走行は危険ですので避けるか、または
　介助者に同行してもらってください。
　●交通量の多い道路、長い横断歩道、人ごみや雑踏の中、防止柵のない　
　側溝や路肩付近など ●狭い道、踏切りなど●雨天、降雪、濃霧、強風時
　●夜間走行　※深い砂利道、および砂地、ひどいぬかるみ、水たまり、雪道、
　凍結路、凹凸の激しい道などでは走行できません。
⑤走行中は携帯電話やトランシーバーを絶対に使用しないでください。
　使用する場合は安全な所にモンパルを停め電源スイッチを切ってください。
　またテレビ塔など強い電磁波が出ている場所での走行は避けてください。
⑥大きな段差（高さ9cm以上）や溝（幅12cm以上）は乗り越えないでくだ
　さい。9cm以下の段差、12cm以下の溝はゆっくりと直角に乗り越えて
　ください。
⑦10°以上の急坂走行や5°以上の斜め走行は避けてください。急な坂道や
　坂における斜め走行は転倒の恐れがあります。
⑧使用者最大体重（積載物を含む）は100kgです。100kgを超えて使用
　しないでください。
⑨屋内での走行は低速（4.5km/h以下）で走行してください。

●モンパル安全運転指導員資格取得者が親切に指導します。
●サービスはモンパルサービス講習修了者が行います。
※くわしくは、モンパル取扱店にお問い合わせください。

型式

寸法　　　 全長×全幅×全高

シート寸法  幅×奥行×背もたれ高

本体重量（バッテリー含む）

タイヤサイズ（外径×幅）

バッテリー（5時間率容量）

モーター（30分定格出力）

操舵方式

駆動方式

制動方式

制御方式

充電器

最高速度

実用登坂角度

最小回転半径

段差乗り越え高さ

溝乗り越え幅

連続走行距離

使用者最大体重

名称

Hondaの安心保険は初年度無料Hondaの安心保険は初年度無料

※1 基本性能はJIS T 9208:2016の基準に適合しています。
※2 連続走行距離は新品バッテリー満充電状態において乗車体重75kgで平坦路を走行し、バッテリー
      放電70％までの数値を示します。また、実際の走行時には使用環境や運転方法などにより異なります。
※モンパル ML200は国家公安委員会の型式認定を取得した電動車いすです。
　 型式:UDAJは「交Ｋ08-5」。
※モンパル ML200のTAISコードは00433-000004。

JIS T 9208ではユーザーが利用形態に
応じた適切な製品の選択・利用ができ
るように、その性能に応じて星（★）数を
3段階で表示しています。

JIS規格による性能表示

確かな安心、搭乗者傷害保険
モンパルをご購入いただくと、
搭乗者傷害保険が1年間、付いてきます。

入院日額保険金4,400円
通院日額保険金2,000円

安全にお使いいただくために

※写真の小物類は撮影のために用意したものです。 ※写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。 ※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

走行上の注意

※ご購入時、別途申し込み手続きが必要です。

※1

※2

お出かけをして、毎日の生活を豊かなものにして欲しい。

この想いから、Hondaは「安心」「快適」「簡単」に

こだわった電動カート『モンパル』をご用意しました。

3色から選べるボディカラーや、様々な場面と乗る人の気持ちを考えた

安全性能＆使いやすさ。

モンパルがあれば、お買物に行ったり、お散歩をしたり。

行きたいところがどんどん広がります。

もしもの時も、安心の保険付き
モンパルをご購入いただくと、「賠償責任保険」
（施設所有管理者特約）1年間がついてきます。

対人1億円 対物1,000万円



JANコード：4945943201656

JANコード：4945943201649

JANコード：4945943201663

●ホーンスイッチ
スイッチを押すとホーンが鳴ります。

●各種大型表示灯
（方向指示表示、駐車ブレーキ表示、
バッテリー残量計、警報表示灯）
※撮影のため任意に点灯したものです。

●後進スイッチ（表示灯付）
※後進状態のままスイッチを切っても、
　前進状態から始動します。

●前進スイッチ
　（表示灯付）

●駐車ブレーキレバー
  （ロック機能付）

選べる3色。お好みのカラーで気軽にお出かけ。

坂道もラクに登れます。
（安全のため急な坂道での走行は避けてください）

約10°坂道登る

家庭用コンセントで
カンタン充電!

約25 km走行

1回の充電で
※

10度

※連続走行距離は新品バッテリー満充電状態において乗車体重
　75kgで平坦路を走行し、バッテリー放電70％までの数値を示します。
　また、実際の走行時には使用環境や運転方法などにより異なります。

実用登坂角度

車体色：ミュールハイムグリーン

車体色：デニムブルー

車体色：プライマリーレッド

前輪の向きが見えるから走行安心
車体から独立したフロントフェンダー
を採用。座ったまま前輪の切れ角度が
確認できるので、安心して走行できます。

おでかけ中、パンク知らず
パンクレスタイヤにより、万一
クギなどが刺さってもパンク
の心配はありません。

さらに安心、２つの補償
モンパルをご購入いただくと、賠償責任
保険（施設所有管理者特約）と搭乗者
傷害保険がそれぞれ一年間付いてきます。

周りから良く目立つように配置されたライト類と反射器

 ライト、ランプ（発光して視認性と被視認性を高めます）
反射器、反射シール（光を反射して被視認性を高めます）

安心して乗れる

扱いやすいハンドルまわり安心・快適、Hondaの電動カート
《 運 転 免 許 不 要 》

●速度設定ノブ
  （時速1～6km無段階）
※時速4km以上でハンドルを切ると
　自動減速機能が働きます。
※後進の最高速度は時速2ｋｍです。

●方向指示スイッチ
  （キャンセル機能付）
曲がった後にハンドルを戻すと、
自動的に指示灯が消えます。

●走行レバー
レバーを押し下げると発進、
手を離すとブレーキがかかります。
左右どちらでも操作が可能です。

（時速6kmで平坦路）

（非課税品につき消費税はかかりません）

モンパル ML200

モンパルは道路交通法上、歩行者として取り扱われます。従って運転免許証は不要です。
歩行者としての注意事項やマナーを守って安全運転を心がけましょう。

メーカー希望小売価格　￥378,000

※ご購入時、別途申し込み手続きが必要です。

狭いところもスーイスイ
自転車とほぼ同じ車幅で、
狭い歩道での歩行者との
すれ違いも気軽に行えます。

595mm

乗り心地抜群な
サスペンション装備
独自に開発したサスペンションの
採用でちょっとした段差の走行や
曲がるときもスムーズ。

快適・便利

車体カバー杖立て シートカバー

※価格はすべてメーカー希望小売価格です。
※上記オプションは消費税がかかります。
※上記杖立ては本機と同時にお求めの場合は、非課税扱いになります。
　本機購入後の場合は、消費税がかかります。

●オプション（別売）

●杖立て装着例

品名

杖立て

車体カバー

シートカバー

品番

06824-V17-900

 88161-V17-802 

88162-V17-802

税込￥7,992 （消費税8%抜き ￥7,400）
税込￥8,640 （消費税8%抜き ￥8,000）
税込￥2,700 （消費税8%抜き ￥2,500）

メーカー希望小売価格

充電はコンセントにさすだけ
ハンドル下にある充電プラグを
家庭用100Vコンセントに差し込めば
スグに充電を開始します。

便利なコンビニフック
ハンドル下に買物袋などを
引っかけられるフックを2箇所
装備しています。

乗り降り快適、回転シート
左右とも45度、90度の2段階に
回転。足腰にかかる負担を軽減
しています。

オプション（別売）


