
日本語

Trip™ 1 および Trip™ 4W 
ユーザーマニュアル



この度は、ボントレーガー Trip™ コンピューター
をお買い上げいただきありがとうございます。この
コンピューターをお使いいただくことにより、ライ
ディングをさらに楽しんでいただくことができます。

お買い求めいただいた Trip コンピューターには、本マニュアルに記載されている機能が一部
搭載されていないことがあります。本マニュアルは、Trip 1 および 4W の両モデルについて説
明しています。

このマニュアルをよくお読みください。このマニュアルの中で理解できない内容がある場合、ま
たは、このマニュアルに記載されていない内容についてご質問がある場合は、最寄りのボント
レーガー正規販売店までご連絡くださるか、www.bontrager.com にアクセスしてください。

ようこそ



走行時の安全性

走行中は、長時間にわたりコンピューターを覗きこまないようにしてください（図 1）。
前方の路面、障害物、および交通に注意を払ってください。注意を怠ると、自転車のコ
ントロールを失い、死傷事故につながることがあります。走行中は常に前方にご注意
ください。

コンピューターのケーブルがタイヤ、リム、あるいはスポークに接触しないことを確認
してください。ケーブルが接触していると、ライダーがコントロールを失い転倒する危
険性があります。

用語説明
押し続ける およそ 2 秒間ボタンを押したままにします。

ボタンを軽く 1 回だけ押します。

メモリに保存されている値をすべて 0（ゼロ）にし、す
べての設定内容を消去します。

メモリに保存されている走行距離データ（のみ）を 0（
ゼロ）に戻します。

数値のリストや画面の表示内容をスクロールするため
に、何度か押します

押す

リセット

トリップメーターを
リスタートする

スクロールする

図1. 長時間にわたりコンピューターを覗きこまないようにしてください



画面の表示内容と略語
Trip 4W は、ホイールサイズの異なる 2 台のバイクに取り付けることができ、どちらの
ホイールサイズでもすべてのデータを正確に計算できます。走行前に、まずバイクの
ホイールサイズを入力し、そのバイクに合った設定を選択する必要があります。 

図2. 画面の表示内容とボタン

時間
  ∙時計  （CLK）
  ∙走行時間  (TME)
  

速度
   現在の速度
   平均速度  （AVG）
   最高速度  （MAX）
   TRIP 4Wのみ
  
  

走行距離
  ∙走行距離  (TRP)
  ∙オドメーター  （ODO）  

ホイール選択
     ホイール  1 またはホイール  2
  
  

ペースメーカー
TRIP 4W のみ  
  

   TRIP 4Wのみ
  
  

トリップデータ（オドメーター 
(ODO) の総走行距離を変更することなく、0 から
リスタートすることができます）
・走行距離 (TRP)
・平均速度 (AVG) および最高速度 (MAX)
・走行時間 (TME)

略語

AVG

CLK

CUR

MAX

ODO

TME

TRP

画面の略語と用語
意味

平均速度

時計

現在速度

最大速度

オドメーター

走行時間

走行距離



単位を設定するには
2 つのボタンでホイールサイズ、単位、および時間を設定できます（図 2）。 

バッテリーを入れます（またはリセットボタンを押します ― 本マニュアル末尾の
図 11 を参照してください）。 

ディスプレイにホイールサイズが表示されます。

ホイールサイズを変更するには、  を押します。

 を押して選択します。

1.

2.

3.

4. 5.

1. 2. 3.

 を押して測定単位をマイル（MH）またはキロメートル（KMH）にスクロール
させて切り替えます。 

  を押して選択します。

4.

5.

簡易セットアップ

お使いの Trip サイクルコンピュータを初めてセットするときまたはリセット後の再設
定の場合の手順です。

電池を入れてください
電池の消耗を防ぐため、工場出荷時には電池を取り付けていません。（バッテリーを
入れる方法の詳細は、本マニュアル末尾の図 9 および 10 を参照してください）



(CLK)が表示されるまで  ボタンを押します。

 を 2 秒間長押しします。

 ボタンを押して、12 時間表示と 24 時間表示を切り替えます。

1.

2.

3.

 を押して選択します。

時間を変更するには、  ボタンを押してスクロールします。 

 を押して選択します。

4.

5.

6.

7. 8.

4. 5. 6.

分を変更するには、  ボタンを押してスクロールします。 

 を押して選択します。

7.

8.

時刻を設定するには

1. 2. 3.

（2 秒間長押しします）



追加情報と追加機能

自動スリープモード
Trip のセンサーがコンピューターに 10 秒間信号を送らなかった場合、Trip は電池
の節約のためスリープモードに切りかわります(図 3)。

コンピューターをコンピューターベースから取り
外すには
コンピューターを後方へ強く押します。ベース部を押さないでください（図 4）。 

図3. スリープモード画面

図4. コンピューターのコンピューターベースからの取外し



(および)

Trip Restart で次のデータをゼロに戻します：
・走行距離 (TRP)
• 平均速度 AVG および最高速度 MAX
・走行時間 (TME)

トリップメーターをリスタートする
（走行データをゼロに戻す）

リスタートするには
 と  を同時に 2 秒間押し続けます（図 5）。

走行データは「0」でリスタートします。

図5. 走行データのリスタート

（2 秒間長押しします）

 



カスタム設定

その他の設定を消去することなく、計測単位を変更できます。

計測単位とオドメーターを設定するには

ODO が表示されるまで  ボタンを押してスクロールします。

 を 2 秒間長押しします。

MH または KMH を切り替えるには、  を押します。

1.

2.

3.

1. 2. 3.

4.

5.

 を押して選択します。
オドメーターが表示されます。

4.

（2 秒間長押しします）

点滅中の数字を変更するには、  を押します。 

 を押して選択します。

他の桁の数字を帰る場合も手順 5 を繰り返します。
最後の数字を選択すると、Trip は ODO に戻ります。

5.



お使いのコンピュータ－のタイヤサイズのメニューは、平均値に基づいています
が、実際のタイヤのサイズは同じ銘柄のタイヤ同士でも若干の違いがあります。
そのため、ホイールサイズのカスタム設定により、コンピューターの表示をより正
確なものにできます。

ホイールサイズのカスタム

タイヤのロールアウトを測ります（図 6）。

ロールアウトとは、ホイールがちょうど 1 回転したときにバイクが進む距離です。
バイクの片方のホイールが大きい場合は、磁石が取り付けられているホイールの
ロールアウトを測定します。

カスタムホイールサイズを設定するには

図6. ロールアウトの計測

ホイールのバルブステムが地面のすぐ上にくる位置から始めます。

バルブステムがある場所の地面に印を付けます。地面に目印になるものを置く
のはいい方法です。

ホイールが 1 回転するまで自転車をまっすぐ押し、バルブステムが再び地面の
すぐ上にくるようにします。

このとき、再びバルブステムが位置する地面に印を付けます。

2 つの印の間の距離を、ミリメートル単位で測定します。測定された数値が、お
客様のカスタムホイールサイズとなります。

1.

2.

3.

4.

5.

TME が表示されるまで ボタンを押してスクロールします。

 を 2 秒間、ホイールサイズが表示されるまで長押しします。
Trip 4W モデルの場合、  を押して Wheel Size 1 を選んでください。

 桁の数字（例：2050）が表示されるまで ボタンを押してスクロールします。

1.

2.

3.

1. 2. 3.

（2 秒間長押しします）



4. 5.

 を押して選択します。

 点滅中の数字を変更するには、  を押します。

 を押して選択します。

他の桁の数字についても手順 5 を繰り返します。

4.

5.

保存して終了するには、  を 2 秒間長押しします。
Trip は TME 画面に戻ります。

6.

6.

（2 秒間長押しします）



Trio 4W では、ホイールサイズのデータを 2 種類まで登録することができます。ホイー
ル 1 のアイコンは小さな円形（図 7）です。ホイール 2 のアイコンは小さな円とその周囲
を囲む破線の円です（図 8）。

ホイールサイズ 2（Trip 4W のみ）

図7. ホイール 1 のアイコン 図8. ホイール 2 のアイコン

ホイールサイズ 2 を設定するには

TME が表示されるまで  ボタンを押してスクロールします。

 を 2 秒間長押しします。 
ホイール選択のアイコンが表示されます。 
 
ホイール 1 とホイール 2 とを切り替えるには、  を押します。

1.

2.

3.

1. 2. 3.

（2 秒間長押しします）



 を押して選択します。
ホイールサイズが表示されます。

ホイールサイズを変更するには、  を押します。

 を 2 秒間長押しして確定します。 
ホイールサイズをカスタムするには、本マニュアル中でここまでに説明した内容
を参照してください。

4.

5.

6.

4. 5. 6.

TRP が表示されるまで  ボタンを押してスクロールします。 

 を 2 秒間長押しします。

1.

2.

使用するホイールの選択方法

1. 2.

（2 秒間長押しします）

（2 秒間長押しします）



1 2

3 54

取り付け

Trip 1 （有線）

ハンドルバーマウント ステムマウント

22.0～26.0mm 31.8mm

1 3

4 65

2



1

5

2

4

3-5mm

3
コンピューターのケーブルがタイヤ、リム、あるいはスポークに接触しないことを確
認してください。ケーブルが接触していると、ライダーがコントロールを失い転倒す
る危険性があります。

ケーブルを取り付けます

ホイールセンサーを取り付けます

ホイールマグネットを取り付けます

1 32

1 2



Trip 4W （ワイヤレス）

ハンドルバーマウント ステムマウント

1 2

3 54

22.0～26.0mm 31.8mm

1 3

4 65

2



1

5

2

4

3-5mm

3

ホイールマグネットを取り付けます

ワイヤレスホイールセンサーを取り付けます

1 32



コンピューターが間違った情報を表示する場合は、電池の残量が低下している可能
性があります。コンピューターが誤作動する場合、または 6 ヶ月ごとに電池を交換して
ください。新しい電池を購入するときは、販売店に古い電池を持参し、同じ種類の電
池を購入してください。電池の種類は次のとおりです：CR2032、3V リチウム電池

電池を取り外すと、すべての測定値がゼロにリセットされます。新しい電池を取り付け
た後、累積値を再設定する場合は、古い電池を取り外す前に累積値をメモしておいて
ください。

電池を交換するには

電池のメンテナンス リセット
リセットにより全てのデータと設定が消去されます。リセットの前にオドメーターの累
積走行距離（マイルまたはキロメートル）をメモしておけば、後の設定中にオドメータ
ーの設定をこの数字に戻すことができます。

図11. リセットボタン図9. 電池カバーの取り外し

リセットボタン（AC）を 2 秒間押し続けます（図 11）。ボールペンを使うと簡単
に押せます。リセットボタンはコンピューターの裏面にあります。 

リセットを実行するには

コンピューターをベースから取り外します。電池カバーを反時計回りに約 1/4 
回転させます（図 9）。硬貨かマイナスドライバーを使うと簡単に回せます。

電池カバーを取り外すと、電池が見えます。ゴム製の O リングシールをなくさな
いように注意してください。

古い電池を取り外します。

+ の印がある面を上に向けて新しい電池を取り付けます（図 10）。

電池カバーと O リングシールを元のように取り付け、時計回りに 1/4 回転させ
ます。

1.

2.

3.

4.

5.

図10. 新しい電池の取り付け



画面に何も表示されない

データが正しくない 

現在速度の速度が表示されない 

速度が正しく表示されない 

電池の容量が低下しているか、取り付けられていないか、取り
付け方法が間違っています。

センサーに対して、磁石の位置が間違っているか、離れ過ぎ
ています。

電池の容量が低下しているか、取り付けられていないか、取り
付け方法が間違っています。

センサーに対して、磁石の位置が間違っているか、離れ過ぎ
ています。

ワイヤレスセンサーの電池の容量が低下しています（Trip 
4W のみ）。

ホイールサイズが間違っています。

センサーに対して、磁石の位置が間違っているか、離れ過ぎ
ています。

電池が正しく入れられているか確認してください。必要な場合は交換してくだ
さい。

磁石とセンサーの位置を調整してください。

電池が正しく入れられているか確認してください。必要な場合は交換してくだ
さい。

磁石とセンサーの位置を調整してください。

センサーの電池を交換してください。

ホイールサイズを設定しなおしてください。

磁石とセンサーの位置を調整してください。

トラブルシューティング

Trip コンピューターに何か問題がある場合は、このガイドに従ってトラブルシュートを
行って解決法を見いだしてください。また、現地のボントレーガー販売店もお役に立ち
ます。 

症状 考えられる原因 解決策 



限定保証

ボントレガーおよびボントレーガー B ドットは Trek Bicycle Corporation の登録商標です。 
©2010 Trek Bicycle Corporation, Waterloo, Wisconsin 53594 USA.無断複写・複製・転
載を禁じます。

補償に関する詳細な情報は、bontrager.com か、ボントレーガー販売店で入手できます。

www.bontrager.com


