
このマニュアルについて
このマニュアルは、ボントレガー ライト Ion 350R と 
Ion 350RT に関するものです。

RTバージョンは、ボントレガー Transmitr システム
とペアリングすると、ワイヤレスでの操作が可能 
となります。

このマニュアル全体を、お読みください。最新情報は 
trekbikes.com をご覧ください。

重要:お住まいの地域のライト使用に関する法律 
をご確認ください。ライトの点滅と最高照度の使用
は、一部地域で容認されないことがあります。Ion 
350 R/RTはドイツのStVZO道路交通規制に適合 
していません。

詳細のお問い合わせ
このマニュアルに記載されていない事柄についてご
質問などある際には、ボントレガー販売店にご相談
いただくか、trekbikes.comをご参照ください。

ようこそ。

www.trekbikes.com

ライトの取り付け 
初めてご使用になる前に、バッテリーを充電 
してください。

1. Quick connectを、ストラップを前側にして 
ハンドルバーに取り付けます。

車体前方

必要に応じて、ブラケットはステムにも取り付 
けられます。マウントを90度回転させてください。

2. ハンドルバーの下側に 
を伸ばし、フックに取り
付けます。

注:余ったストラップは、 
2つ目のフック 
にかけます。

3. ブラケットの前側から 
ライトを入れてスライド
させ、カチッと鳴るまで
差し込みます。

ライトの取り外し
ライトを取り外すには、
下部のタブを押しながら
ライトを前側にスライド
させます。

ライトの電源ボタンを  
操作する
電源を入れるには、電源 
ボタンを押してください。

電源が入るとIon 350は、
最後に電源が切られた時
のモードで点灯します。 

電源を切るには、電源ボタンを長押ししてください。

電源ボタンのLEDが、バッテリーのおよその残量をお
知らせします。

電源ボタンLEDの色 作動時間

緑 25 から 100%

赤の点灯 5 から 25%

赤の点滅 5%以下

モードを切り替えるには
1. 電源ボタンを一回押してください。押すたびに 

モードが切り替わります（下記の表を参照 
してください）。

Ion 350のモード

 
モード

照射ルーメン 
（最高値）

作動時間
（時間）

ハイ 350   1.5
ミディアム 200  3
ロー 100  6
ナイトフラッシュ 50 点灯、150 点滅  8
デイフラッシュ 300 デイパターン 10

低バッテリー残量 バッテリー残量が5%を下回 
ると、出力光量が自動的に50ルーメンへと調整 
され、ライト作動時間の残りを20-30分 
ほどとします。

ハイビーム* Transmitr リモートとペアリングされ、
リモートのセンターボタンを長押しすることで、最高
の光量照射を可能とします。再びセンターボタンを
長押しすると、前のモードに戻ります。 

* Ion 350 RT のみ - ハイビームは、Transmitr  
リモートとペアリングされたときにのみご利用 
いただけます。

電源ボタン

パーツリスト
ライト(バッテリー同梱) 

『見るために』 LEDライト
の光源は、最大350 
ルーメンとなる照度の光
を、15度角幅の 
ビームパターンに集約し、
前方の路面を照らします。 

『見られるために』 ライトの横につく光源は、270 
度角幅の被視認性を発揮します。 

本体に内蔵されるリチウムイオン（Li-ion） 
バッテリーは、1450mAh セルの高性能充電池です。 

Quick connect マウントブラケット 
(PN W527649)

Quick connectは、ハンドルバー径22.2mmから
35mmまで対応します。

90度回転させての使用もでき、ステムにも取り付 
けられます。 

充電ケーブル (PN W327765)
Micro USBケーブルは、 
コンピュータや充電 
アダプターに接続 
できます（アダプターは 
付属しません）。 

アクセサリー（別売）
このライトは、これらオプションのマウントシステムと
互換性があります。詳しくは、ボントレガー販売店 
にご相談ください。

Bontrager helmet mount (PN 428462)
•  ほとんどのヘルメットに、ボントレガー Ion  

または Flare ライトを簡単に取り付けられる 
ストラップマウント。

Bontrager Lithos helmet Blendr  
accessory mount (PN 516635)
•  ボントレガーLithosヘルメットへ一体化するBlendr

マウント。

Bontrager Ion handlebar mount  
(PN W530421)
•  Ionライトを 

ハンドルバーへより強く
固定する、ヒンジ付きク
ランプ。対応 
ハンドルバー 
22.2–31.8mm

Bontrager Sync handlebar bracket  
(PN 418921)
•  22.2–35mm径の 

ハンドルバーと 
シートポストに対応 
する、調整可能な 
ラバーマウント

ボントレガー Blendr アクセサリー
•  ボントレガー Blendr ステムのために開発された取

り付けシステムで、数多くのアクセサリーに対応 
しています。詳しくは、ボントレガー販売店にお問い
合わせください。

BT16_ION350R_RT_V2



トレール コンフィグレーション Ion 350 R が、350 
ルーメンと200ルーメンの点灯モードに交互に切り
替わります。これを有効、無効にするには、ライトが消
えているときに電源ボタンを10秒間押し続 
けてください。メインLEDが一度光り、 
トレールコンフィグレーションが有効／無効 
になったことを知らせます。

ライトは高熱となることがあります。
注意

 

バッテリーの充電 
Ion 350R/RTは出荷時に 
フル充電されていますが、 
初めてご使用される前に 
充電することを推奨します。 
フル充電までの時間は 
空の状態から 
およそ4時間です。 

1. Micro USB充電ケーブルを 
ライトのUSBポートに 
接続します。

2. ケーブルをコンピュータか 
電源アダプターにつなぎます。

充電中の状態表示インジケーター
充電中は、状態表示インジケーターが点滅します:

• 赤色:  充電中です 

• 緑色:  充電完了です

注:バッテリーの状態が空から完全充電 
となるにつれ、点滅の間隔が徐々に長 
くなっていきます。

バッテリーの充電状況は、電源ボタンのLEDがお知
らせします。

電源ボタンLEDの色 バッテリーの充電状態

赤い点滅 充電中: フル充電に近 
づくにつれ、点滅間隔 
はゆっくりになります

緑 充電完了

効率的な充電のためには、乾いた状態の室温で 
充電してください。湿気、または極端な高温や低温 
での充電は避けてください。

Transmitr リモートと 
ペアリングする (Ion 350RTのみ)
別売りのTransmitr リモートを使うと、ライトの 
リモート操作が可能になります。この機能は 
Ion 350RTにのみ備わっています。

詳しい操作説明は、trekbikes.comにあるTransmitr
マニュアルをご参照ください。 

すべてのペアリングを一回の作業で終 
えるようにしてください。まず始めに、リモート 
をすべてのライトの近くに置いてください。

注:望まないペアリングを避けるため、他の
Transmitr/ANT+ 対応ライトから15フィート 

（4.5メートル）以上離してください。ライトを誤って
ペアリングさせてしまった場合は、ペアリング作業 
をやり直してください。

1. ライトをTransmitr リモートの近くに置 
いてください (15cm / 6in 以内)。

2. ライトの電源ボタンを一回押して電源を入れ、 
もう一度押して電源を切ります。 
注:この段階の完了以降、ペアリングが完了 
するまでライトの電源ボタンを押 
さないでください。

あるいは
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3. Transmitr リモートのセンターボタンを最低8 
秒以上押し続けてください。コーナーボタンが点滅
したら、センターボタンを離してください。

4. リモートがライトを探している間、センターボタン
は赤色に点滅します。Transmitr リモートがライト
を見つけると、リモートのセンターボタンが赤色 
から緑色へと変わり、見つかったライトが点滅 
します。

5. 見つかったライトが点滅している間に、ライトと 
ペアリングさせたいTransmitr リモートのボタンを
素早く押してください。選んだボタンが点灯し、見
つかった（そしてペアリングされた）ライトは点滅を
止め、電源が切れます。  
注:ペアリング完了後、リモートのセンターボタン
はTransmitr リモートが他のライトを見 
つけるまで赤色に点滅します。

6. ライトを追加してペアリングする場合は手順4と5
を繰り返してください。  
注:ペアリング完了後にライトを追加して 
ペアリングする場合は、ペアリング作業を最初 
からやり直す必要があります。 

ペアリングを止めるには 
1. すべてのライトがペアリングされたら、リモートの

センターボタンを一回押してください。ボタンは 
点滅を止め、電源が切れます。 

ペアリングを確かめるには 
1. リモートのセンターボタンを一回押して、 

ペアリングしたすべてのライトの電源を入 
れてください。 

2. センターボタンを押し続けて、ペアリング 
したすべてのライトの電源を切ってください。 

3. 各ライトの電源を入れてください。リモートの 
ペアリングされた各ボタンを一回押して、個別の 
ライトの電源を入れてください。 

4. 同じボタンを押し続けて、ライトの電源を切 
ってください。

Transmitr リモートの使い方
Transmitr リモートで 
ライトを操作する

すべてのライトについて
オン:センターボタンを一回押します。

オフ:センターボタンを長押しします。

それぞれのライトについて
オン:ライトを操作するコーナーボタンを一回押 
してください。 

オフ:同ボタンを長押しします。

各ライトのモードを変更するには
ライトを操作する各ボタンを一回押すと、モードが
変更されます。

ライトのバッテリー残量を 
リモート上で確認する
コーナーボタンを押すと、センターボタンがライトの
バッテリー残量を表示します。

ボタンライトの色 バッテリー残量
緑 25%以上
赤 5から25%の間
赤の点滅 5%以下

旅行時のバッテリーについて
Li-ionバッテリーは、高熱を発する危険があるため、
飛行機での輸送はできません。飛行機で旅行される
際には、ライトは機内にお持ち込みください。

バッテリーの扱い
バッテリーは室温の乾燥した場所で保管 
してください。湿気、または極端な高温や低温を避
けてください。

バッテリーは充電された状態で保管してください。「
過放電」は避けてください。バッテリー残量が空の 
状態で保管されますと、バッテリー寿命は減少 
します。

また長期使用のなかで、バッテリーの作動時間は 
減少します。使い方次第で、約500回の完全充電が 
可能です。全体の寿命を過ぎると、バッテリーは 
充電しますが、作動時間は短くなります。作動時間が
満足できないほど短くなっても、ライトの解体や 
焼却処分は行わないでください。お住いの地域の 
ルールに適した方法で処分をお願いします。

 警告
適切なライトや反射材のないバイクは、周囲か
ら認識されにくく、また、サイクリスト自身も視
界を確保しにくくなります。視界を確保 
できない、または周囲があなたを認識 
できない場合、事故に繋がる恐れがあります。
ライトを正しく操作し、そのためにも 
バッテリーを充電してください。

仕様
•  Ion 350R ならびに Ion 350RT:3.7Vdc,  

1450mAh, 5.5Wh
•  Ion 350RT:周波数-2.45GHz、  

最大Rf出力値- 1mW

リサイクル
バッテリーはリサイクル 
してください。  

日本では、お住まいの地域および
環境省が定めるリサイクル方法に
従ってください。

日本の場合、JBRCにて、リサイクル 
方法をご確認いただけます：

http://www.jbrc.com/general/index3.html

製品に記載された当記号、およびまたはそれに付帯
する文書は、使用済みの電気または電子製品を 
一般家庭ゴミと混ぜてはならないことを意味 
しています。適切な処置、復旧とリサイクルのため、
本製品を指定回収場所へお持込ください。 
あるいはまた、最寄りの販売代理店にて同等の 
新製品をご購入された時点でお手持ちの製品を 
返却していただける国もあります。本製品を適切に
廃棄することで、資源を有効に蓄えることや、人体 
および周囲の環境に悪影響を及ぼす可能性を防 
ぐのに役立ちますが、さもなければ不適切なゴミ 
処理作業が生じてしまう可能性があります。最寄 
りの指定回収場所に関するさらなる情報は、お住 
まいの地域の公共機関にお問い合わせください。 
使用国での法律に基づいた場合、本製品の不適切
な廃棄により、刑罰が科せられることがあります。

Trek Bicycle Corporation  
お問い合わせ先:
North America
Trek Bicycle Corporation
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel:800-313-8735

Europe 
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Tel:+31 (0)33 45 09 060

Australia 
Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tel:+61 (02) 61 732 400

韓国の法令規準に関して
Ion 350R P/N 523177  
인증자 상호: TREK Bicycle Corporation 
기기의 명칭: ION 350R 

모델명: 523177 
제조자/제조국가 TREK Bicycle Corporation / 대만 
인증자 식별부호: MSIP-REM-T3B-523177 
자전거 전조등 외 사용 금지

Ion 350RT P/N 531328  
인증자 상호: TREK Bicycle Corporation 
기기의 명칭: 특정소출력무선기기 

(무선데이터통신시스템용 무선기기) 
모델명: 531328 
제조자/제조국가 TREK Bicycle Corporation / 대만 
인증자 식별부호: MSIP-CMM-T3B-531328 
당해 무선기기는 전파혼신 가능성이 있으므로 
인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. 
당해 무선기기는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음. 
자전거 전조등 외 사용 금지


