
シェア型電動マイクロモビリティサービス 
株式会社 mobby ride



会社概要

会社名　　　株式会社mobby ride

事業内容　　電動マイクロモビリティプラットフォーム事業

代表取締役　日向　諒

本社所在地　福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

資本金　    　5,850万円

テクノロジーの力で街をエンパワーメントする
Our Vision



チームメンバーについて



シェア型電動マイクロモビリティプラットフォーム

まずは福岡という街で持続可能なビジネスモデルを確立し、 
法律を福岡市から変え、ラストマイル問題の解決を目指す



現在の事業概要について

B to B事業 B to B to C事業 B to C事業

規制緩和が必要規制緩和までの収益源の確保

地方だからこそ存在する 
大規模な工場や建設現場 
大学キャンパスなど

集客に困っており 
少しでも収益源を補いたい 
テーマパークや公園など

市内でのラスワンマイル 
観光地での移動

OEM事業

企業や自治体が簡単に 
オリジナルブランドで 

電動マイクロモビリティを導入 
できる仕組みを提供

検討領域

mobby mobby biz



大学 工場 公園 建設現場

実は広い敷地を持つ私有地内では移動に対する課題が存在

mobby導入ターゲットについて

国内における導入実績はNo.1 
※首都圏ではできない福岡を拠点に置くからこそのビジネス領域



➕ ➕

自走式 
パーソナル 
モビリティ

車体通信機能 GPS機能

mobbyの特徴を活かした課題解決



Segway Discovery社と連携し、シェアリング用車体の開発

最高速度：25km/h（ルート毎に1km単位で速度設定可能） 
走行可能距離：最大65km 
重量：27.5kg 
バッテリー：取り外し式リチウムイオンバッテリー 
登坂能力：14%（8度） 
乗車可能体重：100kg以下推奨 
対象年齢：13歳以上推奨 
その他装備：GPS、通信機能内蔵、LEDライト、テールランプ 



IoTとGPS機能を活用することでできること

mobby 市販品 自転車

★エリア制限 利用可能エリアの設定 不可 不可

★速度制限 1km/h単位での速度設定 不可 不可

ユーザー管理 利用資格の管理（部署管理など） 不可 シェア型は可

位置情報の確認 車体の位置の監視・確認 不可 シェア型は可

鍵の共有 物理鍵不要での共有 一部可能 シェア型は可

遠隔での操作 管理画面から遠隔操作 不可 不可

車体のエラー把握 アクセル・ブレーキ・バッテリー等の異常検知 不可 不可

走行状況のトラッキング 車体・利用者ごとの走行距離・ルート、利用時間などの確認 不可 シェア型は可



エリア制限と速度制限について

①走行可能エリア 
　   アクセルが有効 

②降車エリア 
　  アクセルが無効 

③進入禁止エリア 
　  アクセルが無効+車体から警告音+スマホ通知 

④駐車専用エリア 
　  貸し出し、返却が可能



移動データ取得・分析について

クライアント毎に取得データをカスタマイズ可能



九州大学伊都キャンパス様

31台導入

1,428人

九州大学様

導入台数

利用者数

免許無し、ヘルメット無し 
シェアリングモデルにて導入中

※7月30日時点

導入事例



九州大学伊都キャンパス様

110台導入

15,000km超

トヨタ自動車九州様

導入台数

走行距離

構内自転車と同条件にて 
シェアリングモデルにて導入中

※10月1日時点

導入事例



国営海の中道海浜公園様

バスに代替する来園者向け移動手段 
として導入実証を開始予定

11月7日より来園者向けの 
実証実験を開始。3月より 
エリアを拡大して再開予定

導入事例

30台導入導入台数



mobby bizのビジネスモデルについて

mobby biz（OEMプラットフォーム）

走行データ&ユーザーデータ蓄積
新規事業創出へ

オプション
オペレーションシステム

充電ポート

再エネプラン

保険手配

自治体向けコンサル

企業
自治体 
観光協会

mobby

車体準備 管理画面機能 
制作物作成ツール CS機能

ユーザー向け画面 
　 ・LINE 
　 ・アプリ等

自社運営でノウハウ蓄積

観光地ルートナビマップ

ポート開拓コンサル

with トヨタ&トヨタ九州 

with パナソニック 

with NEC 

with 丸紅&丸紅新電力

with あいおいニッセイ同和損保

収益ポイント 



詳細について

���

¥

¥

mobby biz

mobby企業自治体

管理画面

CS機能

オプション機能

最短1ヶ月で 
電動マイクロモビリティサービス 
を導入、またサービス開始できる

オペレーションシステム

充電ポート etc.

¥

ユーザー

決済手数料1%程度

初期導入費+システム利用料

サービス提供

システム提供

好きな車体を選んで 
自社ブランドで提供できる

ユーザー向けの 
インターフェイスを選べる



自治体・観光協会 
（観光地）

地場企業 
（不動産）

スマートシティ 
（大企業）

新規事業 
（ホテル）

toC向けのサービスだけでなく、地方自治体や企業に向けて 
提供を行っていく

mobby bizのターゲットについて

シェアリングだけでないビジネスモデルを確立していく 
※首都圏でのシェアリングビジネス以外（シェアリングでは採算が取れない場所）も対象になっていく



mobby bizの導入メリット

①事業者の経営判断に依存しない 
　- 事業者が直営でやる場合、経営判断より縮小/撤退などがあるビジネスだが、 
      その判断に左右されず、持続可能な形で中長期を見据えた運営が可能

②各社（企業や自治体）のオリジナルのブランドで運営が可能 
　- 各エリアのマーケティングプランに根付いた形で運営が可能であり、 
      観光客や地元の方に対して、PRが可能

③エリアに適した形で課金形態が選択できる 
　- 各エリアの特色に合わせて、自由に課金モデル（レンタル型やシェア型）が 
      選べ、収益性を向上させることで持続可能なビジネスへ育てることが可能。



九州大学伊都キャンパス様
尾道市

レモンキックボードとして 
レンタルモデルで運用

観光地での導入事例（1/2）

3時間：3,000円 
4時間：4,000円

台数

料金

11台導入



観光地での導入事例（2/2）

JR西日本様

観光型MaaSとの連携 
「setowa」



コロナ禍でも順調にサービス提供が増えている

2.3倍

（予測）



Appendix



対象市場対象人口 x ユーザー平均市場回数 x 平均乗車単価
BCG試算（2019年5月）

国内市場規模：5,050-6,300億円 
*US市場規模 x 人口対比 x JPY/USD
*車両のシェアリング利用のみを対象とする

2025年までにグローバル市場は40-50bn$まで拡大すると予想される 
USとの人口対比から日本市場も5,000億円以上の市場に拡大する予想 

海外事業社の資金調達状況 国内市場規模の推定



TypeA TypeB TypeC TypeD

時速25kmまで 最高時速が25～45kmまで

35kg以下 35～350kg 35kg以下 35～350kg

海外の多くはスピード・重さなど安全性に関わる部分での法整備が検討されており、 
マイクロモビリティは移動インフラとして既に機能している国も多い

自転車と同じ扱い バイクと同じ扱い

結果としても、電動キックボードでの致死率は、自転車と同じ状況
sources:media reports, exposure data from NACTO, Bird and Lime

重さ

スピード

▼検討されている区分について



日本における現行法は車体構造に関わる法整備になっており、 
原動機が付いているという点のみでマイクロモビリティは原付扱いとなる

先進国で原付扱いは日本だけ・・・



ユーザビリティが悪く、流行らない 
メーカーも参入しづらい領域になってしまっている



「実証実験フルサポート事業」に採択 
福岡市の全面サポートの元、規制緩和を推進中



福岡市を始め、地場企業の支援の元 
福岡市内を中心に体験会を定期的に実施

すでに5,000人以上の市民の方に体験を頂く 
車体の安全性チェックだけでなく、 

電動キックボードというモビリティに触れ、存在を知ってもらう



3

10

��� ���

自治体と協力し、アンケート収集を実施し 
市民のニーズ確認を行う
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アンケート結果を一部抜粋
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乗車前後での印象比較 操作性・乗り心地評価 自転車との利用シーン比較 もっとも多い印象

乗車後に「安全」については 

大幅に増加している 

年代を問わず、ほぼすべての人が 

操作性・乗り心地ともに 

「簡単」・「良い」と回答 

単なる移動手段に留まらない 
「楽しい体験」としての 
潜在的需要が高い 

移動という作業に付加価値を 
つけることができる



国内で唯一、国家戦略特区での提案を実施
特区法改正に向けて、内閣府と福岡市で現在推進中



規制のサンドボックス制度認定を受けた実証実験
内閣府、経産省、国交省、警察庁関与の元、実証実験を実施



経産省の新事業特例制度を活用した公道での実証実験

シェア型に限定した上で 
産業競争力強化法に基づく 
特例措置を講じる 

　  

①警察庁 
　自転車専用通行帯の走行許可

②国土交通省 
　保安基準の一部緩和



2020年10月20日より公道での実証実験を開始
（参考）



①自転車道、及び自転車専用通行帯の走行許可（それ以外は車道） 
②ヘルメットの義務化の免除 
　※普通自動車免許証必須 
　※時速を15km未満になるようにシステムで制御を行う 
　※原動機付自転車の保安基準を満たす 
　※申請したエリアのみで実施可能

（調整中）規制省庁からの依頼で新たな実証実験を予定

2021年4月末頃より経産省の新事業特例制度を新たに活用した実証



mobbyパートナーについて


