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ファミリーへようこそ
これは、お買い上げいただいた電動バイク（e-bike）のクイックスタートガイドです。 
お乗りのモデルに特化した総合的な電動バイクオーナーズマニュアルは、当社ウェブ
サイト上の「マニュアルおよびユーザーガイド」または本ガイド内のQR コードをクリッ
クしてご覧いただけます。コンピュータまたはインターネットを利用できない場合は、
最寄りの正規販売店で印刷版マニュアルをお求めください。

バイクに長年お乗りになられている方でも、本ガイド、お持ちのe-bikeに付属するオ
ーナーズマニュアルおよび電動バイクのオーナーズマニュアルを必ずお読みになっ
てから走行してください。 本ガイドには、安全に関する重要な情報以外に、e-bike
の正しい扱い方、整備、電子部品の適切な処分に関する有益な情報が記載されてい
ます。
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E-BIKEに乗る前に知っておきたい5つのこと
1. 乗り出しはゆっくりと
速く走ると楽しいのは周知の事実。しかし、e-bikeにはそれなりの慣れが必要です。
すぐに最強のアシストモードで走りたくなる気持ちはわかりますが、最初のうちはゆっ
くりと発進して、感覚を掴むことをおすすめします。弱いアシストモードから始め、ア
シストによる速さに慣れましょう。

2. ブレーキングは早めに
e-bikeは通常のバイクより重たい上、より速く走ることができます。パワー、速度、重
量が大きいため、一度走り出したら、より長い反応時間が必要になります。従って、通
常のバイクより早めに減速するよう心掛けてください。

3. 速いバイクのブレーキは強力
私たちのe-bikeは最新のテクノロジーを採用しており、その性能はあなたの想像を
超えているかもしれません。e-bikeでのライドに慣れ出したら、最初は弱めにブレー
キレバーを握り、徐々にその力を強めるようにしてください。フロントブレーキレバー
のみを握ることは絶対におやめください。前後のレバーを均一に握るようにしましょ
う。

4. 見た目よりも速く進む
e-bikeは普通のバイクと見た目がそっくりなため、ドライバーや歩行者は、あなたが
その高いアシスト速度で走ってくるとは思わないかもしれません。e-bikeの見た目と
速さに皆が慣れるまでは、周囲に特段の注意を払って走行しましょう。

5. ルールは通常のバイクと同じ
手に入れたばかりのe-bikeでは、新たな自由や楽しみを感じられるでしょう。しか
し、道路やトレイルを走る際は、お住いの地域の道路交通法を守らなくてはなりませ
ん。速くなればその責任も大きくなることを心に留めて、楽しんでください。
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BOSCH アシストシステムの基本操作
以下で参照されている図は、本ガイドの1ページ目をご覧ください。

1. e-bikeの電源のオンオフ（図 A）
 • 走行後は、電源ボタンを押してアシストシステムをオフにします。
 • アシストシステムをオフにした走行は、通常の電動アシスト非搭載のバイクの走

行と同じです。
 • ライトが搭載されている場合、点灯させるにはアシストシステムをオンにします。

2. アシストモードの切り替え（図 B）
 • +/- ボタンのいずれかを走行中に押して、アシストモードを変更します。
 • 選べるモードは5種類です: OFF (0%)、ECO (40%)、TOUR (100%)、SPORT/E-

MTB (150%)、TURBO (250%)。 
e-MTBのアシストモードは、e-MTB専用の高い性能を発揮します。これ
は、SPORT モードの代わりとなります。

 • e-bikeの乗り方を学んでいる段階では、最弱のモードにセットし、徐々に強いモ
ードへと移りましょう。

 • 走行中は、ディスプレーに実際の時速（kmまたはマイル）が表示されます。
 • バッテリーを最も有効に使うには、アシストモードの切替に加え、適切なギアに

変速しましょう。

3. 歩行アシストの起動（搭載されている場合）（図 C）
 • 歩行アシストは2段階の手順で、e-bikeを押して歩くときの負荷を軽減させます。

○「Walk」ボタンを押します。
○ディスプレーに「Walk +」と表示されている間、「+」ボタンを長押しします。

 • 「+」ボタンを押している間、e-bikeはゆっくりと前進します。
 • 歩行アシストは、アシストシステムがオフだと起動できません。
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4. 一体型ライトの操作（搭載されている場合）（図 D）
• 一部のモデルでは、ライトを常時点灯するようプログラムされています。 

この常時点灯モデルは、走行環境に基づいて点灯パターン（点滅または点灯）を
自動で調整するライトセンサーを搭載しています。ライトシステムは、e-bikeの
電源を入れるとオンになります。

• ライトをオンオフさせるには、「+」ボタンを短時間長押しします。
ライトが点灯すると、ライトのアイコンがコントローラーに表示されます。

• お乗りのe-bikeがハイ/ロービームのスイッチを搭載する場合、向かってくるサイ
クリストやドライバーを思いやり、ロービームに切り替えましょう。

5. 充電残量
• バッテリーを長期間使用されない場合は、バッテリーを約60%まで充電してか

ら保管し、最低6ヶ月おきに充電残量を確かめてください。
• 残量インジケーターのLEDが1つしか点灯しない場合は、バッテリーを約60%ま

で充電してください。

コントローラー上の残量インジケーター バッテリー上の残量インジケーター

100% 充電済み、最長の走行距離。

要充電。 バッテリーのボタンを押し、残量を確
認します。
• 0または1つのLEDが点灯: バッテリ

ーを充電してください。
• 5つのLEDが点灯: 100% 充電済み、

最長の走行距離。

 • バッテリーがほぼ空なので、ただち
に充電してください。

 • アシストパワーがありません（イン
ジケーターが点滅）。

 • ライトを最長2時間点灯できます。
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6. バッテリーの充電（図EおよびF）
 • お乗りのe-bikeのバッテリーを充電するには、以下の方法のいずれかまたは両

方に従ってください。
○ e-bikeにバッテリーを付けたまま充電する場合（図 E）

►	 付属の充電ケーブルをフレームに組み込まれた充電ポートに 
 差し込みます。電源に接続したら、充電のアイコンが表示され、充電中で 
 あることを 示します。バッテリーの充電が完了したら、 
 ディスプレーは自動的に消えます。

○ e-bikeからバッテリーを取り外して充電する場合（図 F）
► 付属のキーを使い、バッテリーを解除してe-bikeから取り外します。
► 付属の充電ケーブルをバッテリー上の充電ポートに差し込みます。 
 電源に接続したら、残量インジケーターのLEDが充電している間、 
 点滅します。バッテリーの充電が完了したら、LEDはすぐに消灯します。

 • 充電中はバッテリーを放置しないでください。バッテリーの充電が完了したら、
充電ケーブルをすぐに取り外してください。

基本的な手入れやメンテナンス
1. バッテリーパックの扱いは丁寧に。

 • バッテリーは丁寧に取り扱ってください。強大なパワーを発生させる装置です。
破損やバッテリー内部に穴が空くことで、重大な悪影響が生じる恐れがありま
す。バッテリーパックを損傷させてしまった可能性がある場合は、最寄りの販売
店でただちに点検をしてもらいましょう。

 • アクセサリーを取り付ける前に、e-bike 認定メカニックに相談しましょう。 
不適切な電圧が生じると、e-bikeの電子システムが損傷する恐れがあります。
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警告  
電子システムの回路がショートしたり、バッテ
リーが損傷したりすると、過熱が生じる場合
があります。強い衝撃を受けたバッテリーは、
発火する恐れがあります。

2. バッテリーパックは正しく管理すること。
• お乗りのe-bikeに付属する充電器のみを使用して、バッテリーパックを充電して

ください。異なる充電器を使うと、バッテリーパックの寿命が低下し、発火する
恐れがあります。

• 充電中はバッテリーを放置しないでください。可能であれば、アースされた回路
ブレーカー保護付きのコンセントを使用してください。充電後は充電器をただち
に取り外してください。

• e-bikeのバッテリーは、湿気、熱源、可燃物のない、乾燥した通気性の良い場所
で保管してください。

• 最低6ヶ月おきにバッテリーの充電残量を確かめてください。必要に応じて、最
低60%まで充電し直してください。バッテリーは、重放電により損傷する恐れが
あります。

3. e-bikeの輸送は慎重に。
お乗りのe-bikeを自動車のバイクラックに乗せて輸送する際は、コントローラーとバ
ッテリーを取り外し、車内に保管してください。安全性が高まり、バイクラックへの負
荷を軽減できます。

4. 電動マウンテンバイク（e-MTB）のサスペンションは正しくセットアップすること。
e-MTBのオフロード性能を最大限に引き出すには、走行前にサスペンションを正しく
セットアップしてください。オンラインのサスペンションカリキュレーターは、https://
suspension.trekbikes.comをご覧ください。
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E-BIKEのよくある質問
Q: バッテリーを取り付けなくてもe-bikeで走れる？
A:  はい、バッテリーを取り付けなくてもe-bikeにはお乗りいただけますが、電子部品 

を 水や泥などから守るようにしましょう。最寄りの販売店は、適切なパーツの注 
文を手助けしてくれます。バッテリーを取り付けないと、 
お乗りのe-bikeにライトが搭載されている場合、点灯しませんのでご注意ください。 
バッテリーを取り付けずに暗い環境を走行する際は、他のライトを必ず追加 
してください。

Q: キーが必要なのはなぜ？ 失くしたらどうすればいい？
A: ロックは、お乗りのe-bikeとバッテリーを盗難から守ります。お乗りのe-bikeがリ 

ングロックを搭載する場合、キーはリングロックとバッテリーの両方に使用できま 
す。キーの番号を 控えておきましょう。キーを紛失してしまった場合、正規販売店 
にて交換用キーをご注文 いただけます。

Q: e-bikeの調子が悪い場合はどうすればいい？
A:  お乗りのe-bikeは、精密に調整された機械です。修理は必ず認定メカニックに 

依頼してください。最寄りの販売店のメカニックなら、お乗りのe-bikeの故障診断 
や修理を 行えます。

Q: ディスプレーのコンポーネントは交換やアップグレードできる？
A: 標準装備のディスプレーをアフターマーケット製品に交換することは可能です。 

このような作業は、e-bike認定メカニックに依頼するようにしてください。
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問い合わせ先

US Head Office
Trek US
Customer Service
801 W Madison street
Waterloo, Wisconsin
53594
USA

電話番号:  920.478.4678

トレックジャパン株式会社 
〒662-0036 
兵庫県西宮市 
大井手町7-28

電話番号: 0798-74-9060

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/
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US Head Office
Electra Bicycle Company
1010 South Coast Highway 
101
Suite 101, Encinitas
CA 92024
USA

Tel.: 1.800.261.1644

www.electrabike.com

https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/
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