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お買い上げの自転車にお乗りになる前に、
このマニュアルに記載された警告や説明をしっかりお読みください。

ようこそ
トレックのバイクファミリーへようこそ

ご購入いただき、誠にありがとうございます。
私たちは自転車の可能性を信じ、いつまでも乗れる高性能な自転車を作っています。
このため、私たちの製品には長く安心してお楽しみいただくような保証をご用意しております。
あなたがこの自転車に乗り、
サイクリングを一生涯お楽しみいただけることを願っています。
もし、
お乗りの自転車に問題が生じた場合は、最寄りの販売店まで遠慮なくご連絡ください。
www.trekbikes.com

www.electrabike.com
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お乗りになる前にお読みください
重要事項を以下に記載します

1. 自転車を既にお乗りになられている方もお乗りになる前に、総合版「オーナーズマニュアル」及びこの自転
車に特化した「eBikeオーナーズマニュアル」をよくお読みください。
• どちらのマニュアルにも、
お乗りの自転車に関する詳細情報や役立つヒントが記載されています。
• eBike バイクの電動システム各構成部品に関し、正しい使用、整備、廃棄方法をしっかりと理解してくだ
さい。

2. 安全を確保しましょう。
あなただけでなく、他の道路の利用者も安全であることが重要です。
• バッテリーパックを外した状態で電動自転車に乗らないでください。
バッテリーパックは、
この自転車の
走行に 必要であり、外してしまうとライトが点かなくなります。
• サドルのない状態でこの電動自転車に乗らないでください。
シートポストにクイックリリースが備わって
いる 自転車もあります。サドルが無い状態で乗車すると、事故などの危険な状況が発生する可能性が
あります。
• 走行前に、
お乗りの自転車が正常に作動し、各部に緩みや異常がないことを確認してください。
異常があ
る場合は、走行する前に販売店で修理してください。
• 周りは、電動自転車が通常の自転車より速く走れることを知らないかもしれません。
そのため、速く走る
と、事故の可能性も高まります。
• 危険な走行はしないでください。
お乗りの自転車に合った環境で走行しましょう。
条件1（舗装路、
タイヤ
は接地）は、eBike シティ/トレッキングバイクに適しています。
条件2（荒れた路面、
タイヤは瞬間的に未
接地）は、eBike マウンテンバイクに適しています。
詳しくは、総合版オーナーズマニュアルをお読みくだ
さい。
• リアラックへの過積載はお止めください。
eBikeのリアラックの最大積載量は、
バッテリーパックをリアラ
ックに 搭載するモデルで20kg、
ダウンチューブバッテリーを搭載するモデルで25kgです。
リアフェンダー
両側に荷物ラックを搭載するモデルの場合、
トップデッキにものを乗せない状態での最大積載量は、合
計で15kgです。
3. お乗りの自転車の電動システムには、特別な配慮が必要です。
• 高圧洗浄機で電動自転車を洗浄しないでください。
電動システムのあらゆる部位が水分に弱いためで
す。高圧の水が、電動システムのコネクタや他の部品に入り込む恐れがあります。
• バッテリーパックは丁寧に扱いましょう。
落としたり衝撃を与えないでください。
バッテリーパックを不適
切に扱 うと、重大な損傷や過熱につながる恐れがあります。
極端な場合、激しい衝撃を受けるなどした
バッテリーパックは発火する恐れがあります。
バッテリーパックに衝撃を与えた可能性がある場合は、早
急に最寄りの販売店で 検査してください。
4. バッテリーパックは、eBike オーナーズマニュアル内の指示通りに整備してください。

指示に従わないと、
バッテリーパックが損傷し、交換する必要も発生します。
• バッテリーパックの充電は、付属のBosch 充電器でのみ行ってください。
• バッテリーパックを長期間使用しない場合は、約60%（充電量インジケーターでLEDが3から4個点灯）ま
で充電 してください。
6ヶ月後に充電状況を確認してください。
LEDが1個しか点灯しない場合は、再び約
60%まで充電 してください。
• バッテリーパックを充電器に接続したまま放置することは推奨しません。
• バッテリーパックを放電した状態（空の状態）で長期間保存すると、自然放電量がわずかにもかかわら
ず、バッテリーパックに悪影響を及ぼし、
バッテリー容量が大幅に減少します。
• バッテリーパックは、十分乾いた通気の良い場所で保管してください。
湿度や水分を避けてください。
• 悪天候の場合は、
バッテリーパックを再使用するまで自転車から取り外し、密閉された場所に保管
するなどしてください。
• バッテリーパックは、-10°Cから+60°Cまでの温度で保管してください。
バッテリー寿命を延ばすには、室
温約20°Cで保管すると良いでしょう。
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• 保管最高温度を超えないように注意してください。
例として、夏の自動車内に放置せず、直射日光が当
たらないようにしてください。
• バッテリーパックは自転車から外して保管しましょう。

5. eBikeの持ち運びにはご注意ください。
• eBikeは通常の自転車より車重があります。
自動車で持ち運びになる際は、自動車のルーフや牽引用フ
ックなど バイクキャリアの最大積載量にご注意ください。
詳しくは、自動車とバイクキャリアのマニュア
ルをお読みください。
• 自動車を運転する際は、
コントローラー、
バッテリーパック、
パニア（搭載している場合）を自転車から取
り外し車内に保管してください。
• 自転車（電動含む）を持ち運ぶ際は、
お住まいの地域の法律に従ってください。
• この規格と電力のリチウムイオンバッテリーパックは「クラス9 危険品」に指定されているため、
リチウムイオンバッテリーを外して輸送することを規則で禁止する地域もあります。
この規則は、ほとん
どの 航空会社と運送会社で適用されます。
しかし、eBikeを完成車のまま
（バッテリーパックを 搭載した
状態で）発送 または携行する場合、
この規則は緩和されます。
予め、eBikeの完成車の運搬が認められて
いるかどうかを 航空会社または運送会社に必ず確認してください。

6. e-bikeのマウントパーツ 。
e-bikeのケーブルはフレーム内装、
そしてドライブユニットやバッテリーなど
のパーツがあります。ボトルケージなどを取り付けるとき、推奨より長いネジ
や尖ったネジなどを使用し、
ケーブルやユニット、
バッテリーに大きな衝撃を
与えないよう気を付けてください。ショートする可能性があります。

注意：
ショートすることによって、ユニットやバッテリーなどの過熱につながります。場合によっては、発火の原
因となります。
7. 販売店で、
お乗りの自転車を定期的に整備してもらいましょう。
• 自転車の安全性と正しい機能を確実にするため、最低でも年に一度、eBike 認定販売店で定期整備を
受 けてください。
• 販売店には、eBikeを正しく整備できる知識と道具があります。
• eBikeに関してご質問がある場合は、販売店に尋ねましょう！

限定保証

お乗りの自転車には限定保証が付いています。
詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。
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日本語 – 1

安全上の注意事項

(9) リモートコントロールユニット（リモコ
ン）
(10) リモコンの表示機能ボタンi
(11) ボタン：アシストモード低下／下へスクロ
ール −
(12) ボタン：アシストモード上昇／上へスクロ
ール +
(13) 押し歩き補助ボタンWALK
(14) サイクルコンピューターのラッチ
(15) サイクルコンピューターの止めねじ
USB充電用コード
（マイクロA–マイクロB）A)

安全上の注意事項と指示にすべて目
を通してください。安全上の注意事
項と指示を守らないと、感電、火災
または/および重傷を招くことがあり
ますのでご注意ください。
すべての安全上の注意事項と指示をしっかり守っ
てください。
本取扱説明書で使用されている用語「バッテリ
ー」は、ボッシュ純正の電動アシスト自転車用バ
ッテリーのことを指しています。
u サイクルコンピューターの表示に気を取られて
注意散漫にならないようにしてください。交通
状況に集中していないと、事故に巻き込まれる
おそれがあります。アシストモードの変更以外
の設定をサイクルコンピューターに入力したい
場合は、一旦停止してからデータを入力してく
ださい。
u サイクルコンピューターをグリップとして利用
しないでください。サイクルコンピューターを
つかんで電動アシスト自転車を持ち上げると、
サイクルコンピューターが激しく損傷し、修理
できなくなるおそれがあります。
u お使いの電動アシスト自転車の取扱説明書に記
載されている安全上の注意事項と指示にすべて
目を通し、必ず順守してください。

A) 表示されていません。アクセサリーとして購入可能で
す。

サイクルコンピューターの画面表示
(a) ドライブユニットの出力レベル
(b) アシストモード
(c) ライト
(d) テキスト
(e) 数値
(f) スピードメーター
(g) 推奨シフト：シフトアップ
(h) 推奨シフト：シフトダウン
(i) 充電レベルインジケーター

製品と仕様について

テクニカルデータ

用途

サイクルコンピューター

サイクルコンピューター Intuviaは、ボッシュの電
動アシスト自転車を制御し、走行データを表示す
るためのものです。
本書に記載された機能のほか、不具合の修正や機
能の変更のためにソフトウェアが更新される場合
があります。

Intuvia

製品コード

BUI255

各部の名称

使用温度範囲

°C

–5 ... +40

保管温度

°C

+10 ... +40

mA

USB接続部の充電電圧

V

USB充電用コードA)

記載のコンポーネントの番号は、本書冒頭のペー
ジにある構成図の番号に対応しています。
ドライブユニット、操作ユニットを含むサイクル
コンピューター、スピードセンサーと付属のホル
ダー以外の部品はすべて略図で示したもので、ご
使用になられている電動アシスト自転車のものと
異なる可能性があります。
(1) 表示機能ボタンi
(2) 自転車ライトボタン
(3) サイクルコンピューター
(4) サイクルコンピューターのホルダー
(5) サイクルコンピューターのON/OFFスイッ
チ
(6) リセットボタンRESET
(7) USBソケット
(8) USBソケットの保護キャップ
Bosch eBike Systems

USB接続部の最大充電
電流

500
5
1 270 016 360

充電温度

°C
0 ... +40
リチウムイオンバッテリ
V
3.7
ー（内部）
mAh
230
保護クラスB)
IP 54（塵埃/飛散水
の侵入保護）
重量約
kg
0.15
A) 標準のセット内容には含まれていません
B) USBカバーを取り付けた状態
ボッシュの電動アシスト自転車はFreeRTOSを使用していま
す（http://www.freertos.orgを参照）。
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日本語 – 2
– サイクルコンピューターを装着した状態で、電
動アシスト自転車用バッテリーのON/OFFスイ
ッチを押します（自動車メーカー固有の搭載方
法では、バッテリーのON/OFFスイッチを操作
できない場合があります。詳しくはバッテリー
の取扱説明書を参照してください）。
ペダルを踏むと、すぐにモーターが作動します
（押し歩き補助またはアシストモードがOFFの場
合以外）。モーターの出力は、サイクルコンピ
ューターで設定したアシストモードによって異な
ります。
通常モード時にペダルをこぐのを止めるか、また
は速度が25/45 km/hに達すると、すぐにモーター
によるアシストが停止します。改めてペダルを踏
んだり、速度が25/45 km/hを下回ると、モーター
は再び自動的に作動します。

使い方
バッテリーの脱着
電動アシスト自転車用バッテリーを電動アシスト
自転車に脱着する際はバッテリーの取扱説明書を
よく読み、指示を順守してください。

サイクルコンピューターの脱着
（図Aを参照）
サイクルコンピューター(3)を取り付けるには、サ
イクルコンピューターを前方からホルダー(4)に押
し込みます。
サイクルコンピューター(3)を取り出すには、ラッ
チ(14)を押し、サイクルコンピューターを前方へ
ホルダー(4)から押し出します。
u 電動アシスト自転車を駐輪する際には、サイク
ルコンピューターを取り外してください。
サイクルコンピューターが外れないように固定す
ることもできます。その場合は、ホルダー(4)をハ
ンドルから取り外してから、サイクルコンピュー
ターをホルダーに取り付けます。止めねじ(15)
（M3ネジ、長さ8mm）を、ホルダーの下部に設
けられている専用のネジ山に取り付けてから、ホ
ルダーを再びハンドルに取り付けてください。
注意：止めねじは盗難防止用のものではありませ
ん。

電動アシスト自転車は以下の方法でオフになりま
す。
– サイクルコンピューターのON/OFFスイッチを
押します。
– 電動アシスト自転車のバッテリーをON/OFFス
イッチでオフにします（自転車メーカーのソリ
ューションによってはバッテリーのON/OFFス
イッチにアクセスできない場合があります。バ
ッテリーの取扱説明書を参照してください）。
– ホルダーからサイクルコンピューターを取り外
します。
10分間以上にわたり電動アシスト自転車の駆動シ
ステムにパワーが要求されず（例：電動アシスト
自転車が停車中）、かつボードコンピューターま
たは電動アシスト自転車操作ユニットのボタンが
押されなかった場合には、省エネのために電動ア
シスト自転車システムとバッテリーは自動的にオ
フに切り換わります。

操作
前提条件
電動アシスト自転車システムを起動するために
は、下記の要件が満たされている必要がありま
す。
– 十分に充電されたバッテリーが挿入されている
（バッテリーの取扱説明書を参照）。
– サイクルコンピューターがホルダーに正しく取
り付けられている（(参照 „サイクルコンピュー
ターの脱着
（図Aを参照）“, ページ 日本語 – 2)）。
– スピードセンサーが正しく接続されている（ド
ライブユニットの取扱説明書を参照）。

サイクルコンピューターの電源
サイクルコンピューターがホルダー(4)に挿入さ
れ、十分充電したバッテリーが電動アシスト自転
車に取り付けられており、スイッチがオンになっ
ていると、電動アシスト自転車用バッテリーから
サイクルコンピューターに電気が供給されます。
サイクルコンピューターをホルダー(4)から取り外
すと、内部のバッテリーから電気が供給されま
す。サイクルコンピューターをオンにした時に内
部のバッテリーが弱くなっていると、テキスト表
示(d) に3秒間<バイクに装着>と表示されます。そ
の後、サイクルコンピューターが再びオフになり
ます。
内部のバッテリーを充電するには、（バッテリー
が電動アシスト自転車に取り付けられた状態で）
サイクルコンピューターを再度ホルダー(4)にセッ
トします。電動アシスト自転車用バッテリーを
ON/OFFスイッチでオンにします（バッテリーの
取扱説明書を参照）。
USBソケットからサイクルコンピューターに充電
することもできます。その際には保護キャップ(8)
を開いてください。サイクルコンピューターの
USBソケット(7)を適合するUSBケーブルで市販の

電動アシスト自転車のオン／オフ
電動アシスト自転車は以下の方法でオンになりま
す。
– サイクルコンピューターがオンの状態で、ホル
ダーに装着すると、電動アシスト自転車は自動
的にオンになります。
– サイクルコンピューターとバッテリーを電動ア
シスト自転車に装着した状態で、サイクルコン
ピューターのON/OFFスイッチを1回短く押しま
す。

1 270 020 XBI | (15.04.2020)
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日本語 – 3
USB充電器と接続するか、またはコンピューター
のUSBソケットと接続します（充電電圧5 V、充電
電流最大500 mA）。すると、サイクルコンピュー
ターのテキスト表示(d)に<USB 接続中>と表示さ
れます。

OFF

サイクルコンピューターのオン／オフ
サイクルコンピューターをオンにするには、ON/
OFFスイッチ(5)を短く押します。サイクルコンピ
ューターは、ホルダーに挿入されていなくても
（内部のバッテリーが十分に充電されていれば）
オンになります。
サイクルコンピューターをオフにするには、ON/
OFFスイッチ(5)を押します。
サイクルコンピューターをホルダーに挿入してい
ない場合、節電のために、ボタンを押さなくても
1 分後に自動的にオフになります。
u 電動アシスト自転車を数週間使用しない場合
は、サイクルコンピューターをホルダーから取
り外してください。サイクルコンピューターは
湿気の少ない場所で室温で保管してください。
また、サイクルコンピューターのバッテリーは
定期的に充電してください（遅くとも3カ月
毎）。

アシストモードの設定
リモコン(9)で、ペダリング中に電動アシスト自転
車をどの程度アシストするかを設定することがで
きます。アシストモードは、走行中でもいつでも
変更することができます。
注意事項：サポートレベルがプリセットされ、変
更できない仕様もあります。また、ここに列挙さ
れているレベルより低いサポートレベルが選択で
きる場合もあります。
以下のサポートレベルを使用することができます
（すべて利用できる場合）。
– OFF：モーターによるサポートは停止し、電動
アシスト自転車を通常の自転車と同じようにペ
ダルをこいで操作します。このサポートレベル
では、押し歩きアシストをオンにすることはで
きません。
– ECO：最高の効率でサポートします（走行距離
をできるだけ伸ばしたい人向け）。
– TOUR：安定したパワーでサポートします（長
距離走行向け）。
– SPORT/eMTB:
SPORT：パワフルにサポートします（起伏のあ
るコースをスポーティに走る場合や市街地走行
向け）。
eMTB：地形に合わせて最適にサポートします
（スポーティな発進、ダイナミクスの向上、最
大限のパフォーマンスを実現。 eMTBはドライ
ブユニットBDU250P CX、BDU365、BDU450
CX、BDU480 CXとの組み合わせでのみ使用可
能。状況に応じてソフトウェアのアップデート
が必要）。
– TURBO：ペダリング頻度が高くなるまで最大限
にサポートします（スポーティな走行向け）。
アシストモードを上げるには、リモコンの+ボタン
(12)を押し、インジケーター(b)の表示を希望のア
シストモードにします。アシストモードを下げる
場合は–ボタン(11)を押します。
モーター出力はインジケーターに表示されます
(a)。最大モーター出力は選択したアシストモード
によって異なります。
サイクルコンピューターをホルダー(4)から取り外
すと、最後に表示されたアシストモードが保存さ
れ、モーター出力のインジケーター(a)には何も表
示されなくなります。

充電レベルインジケーター
充電レベルインジケーター(i)は電動アシスト自転
車用バッテリーの充電レベルを表示するもので、
サイクルコンピューター内部のバッテリーの充電
レベルを示すものではありません。電動アシスト
自転車用バッテリーの充電レベルは、バッテリー
本体のLEDでも読み取ることができます。
インジケーター(i)に表示されるバッテリーアイコ
ンの個々のバーは約20 %の容量に相当します。
電動アシスト自転車用バッテリーは満
充電されています。
電動アシスト自転車用バッテリーを充
電する必要があります。
バッテリーの充電レベルインジケータ
ーのLEDが消灯します。アシストする
ためのバッテリー容量がなくなり、ア
シスト力はゆっくり低下していきま
す。残りのバッテリー容量はライトと
サイクルコンピューターのために使用
され、インジケーターが点滅します。
電動アシスト自転車用バッテリーの残
りの容量で、自転車ライトをさらに約2
時間点灯させることができます。この
場合、その他の負荷（電動シフト、
USBソケットでの外部装置の充電な
ど）は考慮していません。
サイクルコンピューターをホルダー(4)から取り外
すと、最後に表示されたバッテリーの充電レベル
が保存されます。2個積みバッテリーの電動アシス
ト自転車の場合、充電レベルインジケーター(i)に
は両方のバッテリーの充電レベルが表示されま
す。
Bosch eBike Systems

2個積みバッテリーの電動アシスト
自転車で2つのバッテリーに充電す
る場合、ディスプレイには両方の
バッテリーの充電進捗状況が表示
されます（図は左のバッテリーに
充電しているところ）。充電中の
バッテリーはインジケーターが点
滅するため、バッテリーのどちら
を充電中か分かるようになってい
ます。

MPH
KM/H
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電動アシスト自転車と変速機の相互作用

サイクルコンピューターの表示
と設定

電動アシスト自転車のドライブユニットを使用す
る場合も、通常の自転車と同様に変速機を使用し
てください（電動アシスト自転車本体の取扱説明
書をご確認ください）。
変速機のタイプに関係なく、ギアを変える瞬間は
一旦ペダルをこぐ力を弱めることをお勧めしま
す。これにより、ギヤチェンジしやすくなり、ド
ライブユニットの損耗も抑えられます。
適切なギヤを選択すれば、同じ力のかけ方で速度
を上げ、航続距離を伸ばすことができます。
そのため、ディスプレイのインジケーターの(g)と
(h)の推奨シフトに従って走行してください。イン
ジケーターに(g)と表示されたら、シフトアップし
てください。また、インジケーターに(h)と表示さ
れたら、シフトダウンしてください。

速度表示と距離表示
スピードメーター (f)には、現在の速度が表示され
ます。
機能表示（テキスト表示(d)と数値表示(e)の組み
合わせ）には、以下の機能を選択して表示させる
ことができます。
– <時計>：現在の時刻
– <最高速度>：前回のリセット以降に達成した最
高速度
– <平均速度>：前回のリセット以降に達成した平
均速度
– <走行時間>：前回のリセット以降の走行時間
– <航続距離>：残りのバッテリー充電量での予想
航続距離（アシストモード、ルート条件などが
同じ場合）
– <オドメーター>：電動アシスト自転車でこれま
で走行した総距離の表示（リセット不可）
– <走行距離>：前回のリセット以降に走行した距
離
表示機能を切り替えるには、サイクルコンピュー
ターのiボタン(1)またはリモコンのiボタン(10)を
押して、希望する機能を表示します。
<走行距離>、<走行時間>、<平均速度>をリセット
するには、これらの3つの機能のいずれかに切り替
え、表示がゼロになるまでRESETボタン(6)を押し
ます。これにより、他の2つの機能の値もリセット
されます。
<最高速度>をリセットするには、この機能に切り
替えてから、表示がゼロになるまでRESETボタン
(6)を押します。
<航続距離>をリセットするには、この機能に切り
替えてから、表示が工場設定値にリセットされる
までRESETボタン(6)を押します。
サイクルコンピューターをホルダー(4)から取り外
しても、機能の全数値は保存されているため、引
き続き表示させることができます。

自転車ライトのオン／オフ
電動アシスト自転車システムによって給電される
仕様では、サイクルコンピューターの自転車用ラ
イトボタン(2)によってヘッドライトとテールライ
トを同時に点灯／消灯することができます。
走行する前に、ライトが正常に機能しているかを
毎回確認してください。
ライトがオンの場合は<ライト点灯>、ライトがオ
フの場合は<ライト消灯>とテキスト表示(d)に約1
秒間表示されます。ライトが点灯していると、ラ
イトアイコン(c)が表示されます。
サイクルコンピューターはライトのステータスを
保存し、次回のスタート後に、必要に応じてこの
ステータスに従ってライトを作動させます。
自転車ライトのオン／オフは、ディスプレイのバ
ックライトに影響を与えることはありません。

USBソケットからの外部装置への電源供給
USBソケットを使用し、USBから電源供給可能な
装置（携帯電話など）を作動させたり、充電した
りすることができます。
充電するための前提条件となるのは、サイクルコ
ンピューターと十分充電したバッテリーが電動ア
シスト自転車に取り付けられていることです。
サイクルコンピューターのUSBソケットの保護キ
ャップ(8)を外してから。USB充電用コード（マイ
クロA–マイクロB）（ボッシュの電動アシスト自
転車の販売店で入手可能）を外部装置のUSBソケ
ットとサイクルコンピューターのUSBソケット(7)
に接続します。
電気機器を取り外したら、USBソケットを保護キ
ャップ(8)で慎重に覆ってください。
USBソケットは耐水性のコネクターではありませ
ん。雨の中を走行する場合は外部装置を接続せ
ず、必ずUSBソケットを保護キャップ (8) で完全
に覆ってください。
注意：電気機器を接続していると、電動アシスト
自転車の航続距離が短くなることがあります。
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基本設定の表示／変更
サイクルコンピューターをホルダー(4)に取り付け
た状態、または取り付けていない状態のどちらで
も、基本設定の表示および変更が可能です。ただ
し、サイクルコンピューターが取り付けられてい
る場合にのみ表示・変更を行うことができる設定
もあります。また、電動アシスト自転車の装備内
容によっては、いくつかのメニュー項目が表示さ
れない場合もあります。
基本設定メニューを表示するには、RESETボタン
(6)とiボタン(1)を同時に押して、テキスト表示(d)
に<設定>を表示します。
基本設定を切り替えるには、サイクルコンピュー
ターのiボタン(1)を押して、希望する基本設定を表
示します。サイクルコンピューターをホルダー(4)

12

Bosch eBike Systems

日本語 – 5
に取り付けている場合は、リモコンのiボタン(10)
で切り替えることもできます。
基本設定を変更するには、–表示の横にあるON/
OFFスイッチ(5)を押して数値を下げるか、または
下へスクロールし、+表示の横にあるライトボタン
(2)を押して数値を上げるか、または上へスクロー
ルします。サイクルコンピューターをホルダー(4)
に取り付けている場合は、リモコンの–ボタン(11)
または+ボタン(12)で変更することもできます。
機能を終了し、変更した設定を保存するには、
RESETボタン(6)を3秒間押します。

– <ｻｰﾋﾞｽ MM/YYYY>：このメニュー項目は、自転
車メーカーが特定のサービスインターバルを定
めている場合にのみ表示されます。
– <ｻｰﾋﾞｽ xx ｷﾛ/ﾏｲﾙ>：このメニュー項目は、自転
車メーカーが特定の走行距離に応じてサービス
インターバルを定めている場合にのみ表示され
ます。
– <Bat. vx.x.x.x>：バッテリーのソフトウェアバ
ージョン。このメニュー項目は、サイクルコン
ピューターがホルダーに挿入されている場合に
のみ表示されます。2個のバッテリーを使用する
場合、両方のバッテリーのソフトウェアバージ
ョンが順番に表示されます。
– <Bat. PN xxxxxxxxxx>：電動アシスト自転車
用バッテリーの部品番号。このメニュー項目
は、サイクルコンピューターがホルダーに挿入
されており、電動アシスト自転車用バッテリー
の部品番号が分かる場合にのみ表示されます。2
個のバッテリーを使用する場合、両方のバッテ
リーのソフトウェアバージョンが順番に表示さ
れます。
– <Cha. vx.x.x.x>：充電器のソフトウェアバージ
ョン。充電器がソフトウェアバージョンを提供
している場合にのみ表示されます。
– 電動アシスト自転車にABSが装備されている場
合は、ABSのソフトウェアバージョン、シリア
ル番号と型式番号も表示されます。

以下の基本設定を選択することができます。
– <− 時計 +>: 現在時刻を設定します。ボタンを長
押しすると、数字が早く変化します。
– <− ホイール外周 +>：メーカー設定値を±5 %の
範囲で変更することができます。このメニュー
項目は、サイクルコンピューターがホルダーに
挿入されている場合にのみ表示されます。
– <− 日本語 +>：テキスト表示の言語を変更しま
す。選択できる言語は、ドイツ語、英語、フラ
ンス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル
語、スウェーデン語、オランダ語、デンマーク
語です。
– <− 単位 ｷﾛ/ﾏｲﾙ +>：速度と距離の単位をキロメ
ートルまたはマイルで表示します。
– <− 時間形式 +>：時刻を12時制または24時制で
表示します。
– <− 推奨ｼﾌﾄ 入 +>/<− 推奨ｼﾌﾄ 切 +>：推奨シフ
トの表示をオン／オフします。
– <電源オン時間>：電動アシスト自転車での合計
走行時間を表示します（変更不可）。
– <Displ. vx.x.x.x>：ディスプレイのソフトウェ
アバージョン。
– <DU vx.x.x.x>：ドライブユニットのソフトウェ
アバージョン。このメニュー項目は、サイクル
コンピューターがホルダーに挿入されている場
合にのみ表示されます。
– <DU SN xxxxxxx/xxx>：ドライブユニットの
シリアル番号。このメニュー項目は、サイクル
コンピューターがホルダーに挿入されている場
合にのみ表示されます。
– <DU PN xxxxxxxxxx>：ドライブユニットの部
品番号。このメニュー項目は、サイクルコンピ
ューターがホルダーに挿入されており、ドライ
ブユニットの部品番号が分かる場合にのみ表示
されます。

エラーコードの表示
電動アシスト自転車のコンポーネントは常に自動
的に点検されます。エラーが確認されると、該当
するエラーコードがテキスト表示(d)に表示されま
す。
サイクルコンピューター(3)またはリモコン(9)の
任意のボタンを押すと、標準画面に戻ります。
エラーの種類に応じて、システムが自動的にオフ
になることがありますが、アシストなしでいつで
も走行を続けることができます。その場合は、で
きるだけ電動アシスト自転車を点検してから、走
行を続けてください。
u 修理は、必ず正規販売店に依頼してください。

コード

原因

410

車載コンピューターの1つあるいは 汚れなどが入り込んでボタンが固着していないか点検し
複数のボタンがアクティブにならな てください。必要に応じてボタンを清掃してください。
い。

414

リモコンの接続障害

418

リモコンの1つ以上のボタンが動か 汚れなどが入り込んでボタンが固着していないか点検し
ない。
てください。必要に応じてボタンを清掃してください。

419

設定エラー

Bosch eBike Systems

対処

接続の点検を依頼してください。

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。
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コード

原因

対処

422

モーターユニットの接続不良

接続の点検を依頼してください。

423

電動アシスト自転車のバッテリーの 接続の点検を依頼してください。
接続不良

424

コンポーネント間の通信エラー

接続の点検を依頼してください。

426

タイムアウトの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。このエラーステータスでは基本設
定メニューでホイールサイズを表示／調整することがで
きません。

430

サイクルコンピューター内部のバッ サイクルコンピューターを充電してください（ホルダー
テリーが空になっている（BUI350 内、またはUSB接続）。
では異なる）

431

ソフトウェアバージョンのエラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

440

モーターユニットの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

450

ソフトウェアの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

460

USB接続の不具合

サイクルコンピューターのUSBポートからケーブルを抜
いてください。それでも問題が解決しない場合は、ボッ
シュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくださ
い。

490

サイクルコンピューターの内部エラ サイクルコンピューターの点検を依頼してください。
ー

500

モーターユニットの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

502

自転車用ライトの不具合

ライト本体と付属するケーブルを点検してください。シ
ステムを再起動してください。それでも問題が解決しな
い場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問
い合わせください。

503

速度センサーの不具合

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

504

速度信号の改造が検出された。

スポークマグネットの位置を点検し、必要に応じて調整
してください。改造（チューニング）が行われたかどう
か確認してください。モーターのアシスト力が低下しま
す。

510

センサーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

511

モーターユニットの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

530

バッテリーの不具合

電動アシスト自転車をオフにし、バッテリーをいったん
取り外してから再び装着してください。システムを再起
動してください。それでも問題が解決しない場合は、ボ
ッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくだ
さい。
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コード

原因

対処

531

設定エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

540

温度エラー

電動アシスト自転車の温度が許容範囲を超えています。
電動アシスト自転車をオフにし、モーターユニットの温
度を許容範囲まで下げるか、または上げてください。シ
ステムを再起動してください。それでも問題が解決しな
い場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問
い合わせください。

550

許容できない負荷が検知された。

負荷を取り除いてください。システムを再起動してくだ
さい。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動
アシスト自転車の販売店にお問い合わせください。

580

ソフトウェアバージョンのエラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

591

認証エラー

電動アシスト自転車をオフにし。いったんバッテリーを
取り外してから再び装着してください。システムを再起
動してください。それでも問題が解決しない場合は、ボ
ッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくだ
さい。

592

コンポーネントが適合していない

適合しているディスプレイを取り付けてください。それ
でも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動アシスト自
転車の販売店にお問い合わせください。

593

設定エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

595、596 通信エラー

変速機の配線を点検し、システムを再起動してくださ
い。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。

602

バッテリーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

603

バッテリーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

605

バッテリーの温度エラー

バッテリーが許容温度範囲の外にあります。電動アシス
ト自転車をオフにし、バッテリーを許容温度範囲まで冷
やすか、または温めてください。システムを再起動して
ください。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ
電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせください。

606

バッテリーの外部エラー

配線を点検してください。システムを再起動してくださ
い。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。

610

バッテリーの電圧エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

620

充電器の不具合

充電器を交換してください。ボッシュ電動アシスト自転
車の販売店にお問い合わせください。

640

バッテリーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

655

バッテリーの多重エラー

電動アシスト自転車をオフにし。いったんバッテリーを
取り外してから再び装着してください。システムを再起

Bosch eBike Systems
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日本語 – 8
コード

原因

対処
動してください。それでも問題が解決しない場合は、ボ
ッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくだ
さい。

656

ソフトウェアバージョンのエラー

ボッシュの電動アシスト自転車の販売店に連絡し、
ソフトウェアのアップデートを依頼してください。

7xx

サードパーティ製コンポーネントで 各コンポーネントメーカーの取扱説明書に記載された説
の不具合
明を参照してください。

800

ABSの内部エラー

810

ホイールスピードセンサーの信号異 ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
常
ださい。

820

前輪スピードセンサーへの配線異常 ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

821 ...
826

前輪スピードセンサーの信号異常

830

後輪スピードセンサーへの配線異常 ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

831
833 ...
835

後輪スピードセンサーの信号異常

840

ABSの内部エラー

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

850

ABSの内部エラー

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

システムを再起動し、試運転を2分以上続けて行ってく
ださい。すると、ABSコントロールライトが消灯しま
センサーディスクがないか、故障し
す。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
ている、または誤った状態で取り付
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。
けられている；前輪と後輪のタイヤ
径が明らかに異なっている；極端な
走行状況（後輪で走行するなど）

システムを再起動し、試運転を2分以上続けて行ってく
ださい。すると、ABSコントロールライトが消灯しま
センサーディスクがないか、故障し
す。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
ている、または誤った状態で取り付
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。
けられている；前輪と後輪のタイヤ
径が明らかに異なっている；極端な
走行状況（後輪で走行するなど）

860、861 電源の不具合

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

870、871 通信エラー
880
883 ...
885

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

889

ABSの内部エラー

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

890

ABSコントロールライトが故障して ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
いるか、またはライトがない；ABS ださい。
が機能していない可能性がある。

何も表示
されない

車載コンピューターの内部エラー

1 270 020 XBI | (15.04.2020)

電動アシスト自転車をオフにし、再びオンにしてからシ
ステムを再起動してください。
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お手入れと保管
保守と清掃
ドライブユニットを含むすべてのコンポーネント
を水に浸けたり、高圧で洗浄しないでください。
サイクルコンピューターの清掃には、水で湿らせ
た柔らかい布だけを使用してください。その際、
洗剤は使用しないでください。
年1回以上の周期で電動アシスト自転車の点検を依
頼してください（メカニズム、システムソフトウ
ェアの適時性など）。
また、走行距離および／または時間に基づいてサ
ービスインターバルを設定している自転車メーカ
ーや自転車取扱店もあります。この場合、サイク
ルコンピューターをオンにする度にサービス期日
が4秒間表示されます。
サービスと修理に関しては自転車の販売店にお問
い合わせください。
u 修理は、必ず正規販売店に依頼してください。

カスタマーサービス＆使い方のご相談
電動アシスト自転車とそのコンポーネントに関す
るご質問については自転車の販売店にお問い合わ
せください。
自転車の販売店の連絡先は、WEBサイトの
www.bosch-ebike.comで確認することができま
す。

運搬
u

電動アシスト自転車を自動車で運ぶ際、車内に
積まず、車外のラゲージキャリアに載せて運ぶ
場合は、損傷を防ぐために、ボードコンピュー
ターとバッテリーを電動アシスト自転車から取
り外しておいてください。

廃棄
ドライブユニット、サイクルコンピ
ューター（操作ユニットを含む）、バ
ッテリー、スピードセンサー、アクセ
サリーと梱包材は、環境に適した方法
でリサイクルしてください。
電動アシスト自転車とそのコンポーネントを一般
の家庭用ごみとして廃棄しないでください。
使用できなくなったボッシュ電動アシスト自転車
のコンポーネントは自転車の販売店にお持ちくだ
さい。
予告なく変更する場合があります。

Bosch eBike Systems
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サイクルコンピューターの画面表示
(a) スピードメーター
(b) km/hでの表示
(c) mphでの表示
(d) 総走行距離 TOTAL
(e) 航続距離 RANGE
(f) サービス
(g) 充電レベルインジケーター
(h) ライト
(i) サポートレベルの表示/数値
(j) 距離 TRIP

安全上の注意事項
安全上の注意事項と指示にすべて目
を通してください。安全上の注意事
項と指示を守らないと、感電、火災
または/および重傷を招くことがあり
ますのでご注意ください。
すべての安全上の注意事項と指示をしっかり守っ
てください。
本取扱説明書で使用されている用語「バッテリ
ー」は、ボッシュ純正の電動アシスト自転車用バ
ッテリーのことを指しています。
u サイクルコンピューターの表示に気を取られて
注意散漫にならないようにしてください。交通
状況に集中していないと、事故に巻き込まれる
おそれがあります。アシストモードの変更以外
の設定をサイクルコンピューターに入力したい
場合は、一旦停止してからデータを入力してく
ださい。
u お使いの電動アシスト自転車の取扱説明書に記
載されている安全上の注意事項と指示にすべて
目を通し、必ず順守してください。
u 速度や警告シンボルなどの重要な情報を適切に
認識できるようにディスプレイの明るさを調整
してください。ディスプレイの明るさを誤って
調整すると、危険な状況につながるおそれがあ
ります。

テクニカルデータ
サイクルコンピューター

Purion

製品コード

BUI215

バッテリーA)

2 × 3 V CR2016

使用温度範囲

°C

–5 ... +40

保管温度

°C

+10 ... +40

保護クラスB)
重量約

IP 54（塵埃/飛散水
の侵入保護）
kg

0.1

A) ボッシュ製のバッテリーをご使用になることをお勧め
します。バッテリーについては、シリアル番号
(1 270 016 819) を自転車販売店にお知らせくださ
い。
B) USBカバーを取り付けた状態
ボッシュの電動アシスト自転車はFreeRTOSを使用していま
す（http://www.freertos.orgを参照）。

製品と仕様について
用途
サイクルコンピューター Purionは、ボッシュの電
動アシスト自転車を制御し、走行データを表示す
るためのものです。
本書に記載された機能のほか、不具合の修正や機
能の変更のためにソフトウェアが更新される場合
があります。

各部の名称
記載のコンポーネントの番号は、本書冒頭のペー
ジにある構成図の番号に対応しています。
本取扱説明書に記載されている内容は、電動アシ
スト自転車の仕様に応じて実際の装備と異なる場
合があります。
(1) サイクルコンピューターのON/OFFスイッチ
(2) 押し歩き補助ボタン WALK
(3) サイクルコンピューターの取付けボルト
(4) サイクルコンピューターのホルダー
(5) アシスト力ダウン用ボタン–
(6) アシスト力アップ用ボタン+
(7) ディスプレイ
(8) USBポートの保護キャップ
(9) USB診断ポート（メンテナンス用途のみ）
(10) 電池ケースカバー
Bosch eBike Systems
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日本語 – 2
注意事項：電動アシスト自転車が止まると、自転
車のシステムはオフになります。
注意事項：車載コンピューターの電池残量がゼロ
になっても、電動アシスト自転車は自転車のバッ
テリーでオンにすることができます。しかし、故
障を防ぐためにも、電池はできるだけ早く交換す
ることをお勧めします。

操作
記号とその意味
シンボル

説明
ボタンを短く押す（1秒以下）
ボタンをやや長めに押す
（1～2.5秒）

サイクルコンピューターの電源
サイクルコンピューターには、2つのボタン電池
（CR2016）から電源が供給されます。

ボタンを長めに押す（2.5秒以上）

電池の交換（図Aを参照）
サイクルコンピューターのディスプレイにLOW
BATが表示された場合は、サイクルコンピュータ
ーの取付けボルト(3)を緩め、ハンドルからサイク
ルコンピューターを取り外します。硬貨などで電
池ケースカバー (10)を開いて使用済みの電池を取
り出し、新しい電池（CR2016 ）をセットしま
す。ボッシュが推奨している電池は自転車販売店
で購入することができます。
装着する際は電池の向きに注意してください。
電池ケースを閉じ、電動アシスト自転車のハンド
ルにサイクルコンピューターを取付けボルト(3)で
固定してください。

始動
前提条件
電動アシスト自転車システムを起動するために
は、下記の要件が満たされている必要がありま
す。
– 十分に充電されたバッテリーが挿入されている
（バッテリーの取扱説明書を参照）。
– スピードセンサーが正しく接続されている（ド
ライブユニットの取扱説明書を参照）。
電動アシスト自転車のオン／オフ
電動アシスト自転車は以下の方法でオンになりま
す。
– 電動アシスト自転車にバッテリーを装着してい
る場合、サイクルコンピューターのON/OFFス
イッチ(1)を押します。
– 電動アシスト自転車用バッテリーのON/OFFス
イッチを押します（バッテリーの取扱説明書を
参照）。
ペダルを踏むと、すぐにモーターが作動します
（押し歩き補助またはアシストモードがOFFの場
合以外）。モーターの出力は、サイクルコンピ
ューターで設定したアシストモードによって異な
ります。
通常モード時にペダルをこぐのを止めるか、また
は速度が25/45 km/hに達すると、すぐにモーター
によるアシストが停止します。改めてペダルを踏
んだり、速度が25/45 km/hを下回ると、モーター
は再び自動的に作動します。
電動アシスト自転車は以下の方法でオフになりま
す。
– サイクルコンピューターのON/OFFスイッチ (1)
を押します。
– 電動アシスト自転車のバッテリーをON/OFFス
イッチでオフにします（自転車メーカーのソリ
ューションによってはバッテリーのON/OFFス
イッチにアクセスできない場合があります。バ
ッテリーの取扱説明書を参照してください）。
オフにしてシステムがシャットダウンするまで。
約3秒かかります。その後に再度オンにできるの
は、完全にシャットダウンしてからとなります。
電動アシスト自転車を約10分間動かさず、同時に
サイクルコンピューターのスイッチを何も操作し
ないと、電動アシスト自転車は省エネのために自
動的にオフになります。

1 207 020 XBP | (14.04.2020)

アシストモードの設定
ボードコンピューターで、ペダリング中に電動ア
シスト自転車をどの程度サポートするかを設定す
ることができます。サポートレベルは、走行中で
もいつでも変更することができます。
注意事項：サポートレベルがプリセットされ、変
更できない仕様もあります。また、ここに列挙さ
れているレベルより低いサポートレベルが選択で
きる場合もあります。
以下のサポートレベルを使用することができます
（すべて利用できる場合）。
– OFF：モーターによるサポートは停止し、電動
アシスト自転車を通常の自転車と同じようにペ
ダルをこいで操作します。このサポートレベル
では、押し歩きアシストをオンにすることはで
きません。
– ECO：最高の効率でサポートします（走行距離
をできるだけ伸ばしたい人向け）。
– TOUR：安定したパワーでサポートします（長
距離走行向け）。
– SPORT/eMTB:
SPORT：パワフルにサポートします（起伏のあ
るコースをスポーティに走る場合や市街地走行
向け）。
eMTB：地形に合わせて最適にサポートします
（スポーティな発進、ダイナミクスの向上、最
大限のパフォーマンスを実現。 eMTBはドライ
ブユニットBDU250P CX、BDU365、BDU450
CX、BDU480 CXとの組み合わせでのみ使用可
能。状況に応じてソフトウェアのアップデート
が必要）。
– TURBO：ペダリング頻度が高くなるまで最大限
にサポートします（スポーティな走行向け）。
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アシストモードを上げるには、サイクルコンピ
ューターのボタン +(6)を短く押し、インジケー
ター(i)の表示を希望のアシストモードにします。
アシストモードを下げる 場合はボタン–(5)を短
く押します。
TRIP、TOTAL、RANGEを設定すると、選択した
アシストモードが切り替え時に短く（約1秒） 表
示されます。

自転車ライトのオン／オフ
電動アシスト自転車システムからライトに給電さ
れる仕様の場合は、ボタン+をやや長めに押すと
、ヘッドライトとテールライトを同時に点灯する
ことができます。ライトを消灯するには、ボタン
+を長めに押します 。
ライトが点灯していると、ライトアイコン(h)が表
示されます。
走行する前に、ライトが正常に機能しているかを
毎回確認してください。
サイクルコンピューターはライトのステータスを
保存し、次回のスタート後に、必要に応じてこの
ステータスに従ってライトを作動させます。
自転車ライトのオン／オフは、ディスプレイのバ
ックライトに影響を与えることはありません。

Bosch eBike Systems
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USBの接続部は保護キャップ (8)で常にしっか
り覆ってください。

サイクルコンピューターの表示
と設定

u

充電レベルインジケーター

サイクルコンピューターを
オンにする

操作

充電レベルインジケーター(g)には、電動アシスト
自転車のバッテリーの充電レベルが表示されま
す。電動アシスト自転車用バッテリーの充電レベ
ルは、バッテリー本体のLEDでも読み取ることが
できます。
インジケーター(g)に表示されるバッテリーアイコ
ンの個々のバーは約20 %の容量に相当します。
電動アシスト自転車用バッテリーは満充電
されています。
電動アシスト自転車用バッテリーを充電す
る必要があります。
バッテリーの充電レベルインジケーターの
LEDが消灯します。アシストするためのバ
ッテリー容量がなくなり、アシスト力はゆ
っくり低下していきます。残りの容量はラ
イトに使用され、インジケーターが点滅し
ます。

サイクルコンピューターを
オフにする

電動アシスト自転車用バッテリーの残りの
容量で、自転車ライトをさらに約2時間点
灯させることができます。

サポートレベルを上げる

+

サポートレベルを下げる

–

表示TRIP、TOTAL、
RANGE、サポートモード

–

ライトを点灯する

+

ライトを消灯する

+

走行距離をリセットする

–+

押し歩きアシストをオンに
する
押し歩きアシストを使用す
る

WALK 1.
+
2. 任意

表示単位をkmからマイルに –
切り替える

1. 押しなが
ら
2.

バージョン情報を確認する

–+

1. 押しなが
ら
2.

–+

1. 押しなが
ら
2.

A)B)

速度表示と距離表示

ディスプレイの明るさを調
整するC)

スピードメーター(a)には、現在の速度が表示され
ます。
表示(i)には基本的に最後の設定が表示されます。
ボタン –を再度長めに押すと、 走行距離TRIP、
総走行距離TOTAL、バッテリーの航続距離
RANGEが順番に表示されます。（ボタン – を短
く押すと 、サポートレベルが下がります！）
走行距離TRIPをリセットするには、走行距離TRIP
を選択し、ボタン + と – を同時に長めに押します
。すると、ディスプレイにRESETと表示されま
す。2つのボタンをさらに押し続けると、走行距離
TRIPが0になります。
後続距離RANGEをリセットするには、走行距離
RANGEを選択し、ボタン + と – を同時に長めに
押します 。すると、ディスプレイにRESETと表
示されます。2つのボタンをさらに押し続けると、
走行距離TRIPが0になります。
表示される数値の単位をkmからマイルに切り替え
るには、ボタン – を押しながら、 ON/OFFスイ
ッチ(1) を短く押します 。
メンテナンスを行うために、サブシステムのバー
ジョン情報と部品番号を読み出すことができます
（サブシステムによって異なる）。システムをオ
フにした状態でボタン – と + を同時に押してか
ら、ON/OFFスイッチ(1)を操作すると、これらの
情報が表示されます。
USBポートは、診断システムを接続するために設
けられています。このUSBポートにそれ以外の機
能はありません。
1 207 020 XBP | (14.04.2020)

ボタン 経過時間

–また
は+

A) 電動アシスト自転車のシステムをオフにする必要があ
ります。
B) 情報はテロップで表示されます。
C) ディスプレイをオフにする必要があります
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エラーの種類に応じて、システムが自動的にオフ
になることがありますが、アシストなしでいつで
も走行を続けることができます。その場合は、で
きるだけ電動アシスト自転車を点検してから、走
行を続けてください。
u 修理は、必ず正規販売店に依頼してください。

エラーコードの表示
電動アシスト自転車のコンポーネントは常に自動
的に点検されます。不具合が見つかると、対応す
るエラーコードがサイクルコンピューターに表示
されます。
コード

原因

410

車載コンピューターの1つあるいは 汚れなどが入り込んでボタンが固着していないか点検し
複数のボタンがアクティブにならな てください。必要に応じてボタンを清掃してください。
い。

414

リモコンの接続障害

418

リモコンの1つ以上のボタンが動か 汚れなどが入り込んでボタンが固着していないか点検し
ない。
てください。必要に応じてボタンを清掃してください。

419

設定エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

422

モーターユニットの接続不良

接続の点検を依頼してください。

423

電動アシスト自転車のバッテリーの 接続の点検を依頼してください。
接続不良

424

コンポーネント間の通信エラー

接続の点検を依頼してください。

426

タイムアウトの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。このエラーステータスでは基本設
定メニューでホイールサイズを表示／調整することがで
きません。

430

サイクルコンピューター内部のバッ サイクルコンピューターを充電してください（ホルダー
テリーが空になっている（BUI350 内、またはUSB接続）。
では異なる）

431

ソフトウェアバージョンのエラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

440

モーターユニットの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

450

ソフトウェアの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

460

USB接続の不具合

サイクルコンピューターのUSBポートからケーブルを抜
いてください。それでも問題が解決しない場合は、ボッ
シュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくださ
い。

490

サイクルコンピューターの内部エラ サイクルコンピューターの点検を依頼してください。
ー

500

モーターユニットの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

502

自転車用ライトの不具合

ライト本体と付属するケーブルを点検してください。シ
ステムを再起動してください。それでも問題が解決しな
い場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問
い合わせください。

503

速度センサーの不具合

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

Bosch eBike Systems
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接続の点検を依頼してください。
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コード

原因

対処

504

速度信号の改造が検出された。

スポークマグネットの位置を点検し、必要に応じて調整
してください。改造（チューニング）が行われたかどう
か確認してください。モーターのアシスト力が低下しま
す。

510

センサーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

511

モーターユニットの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

530

バッテリーの不具合

電動アシスト自転車をオフにし、バッテリーをいったん
取り外してから再び装着してください。システムを再起
動してください。それでも問題が解決しない場合は、ボ
ッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくだ
さい。

531

設定エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

540

温度エラー

電動アシスト自転車の温度が許容範囲を超えています。
電動アシスト自転車をオフにし、モーターユニットの温
度を許容範囲まで下げるか、または上げてください。シ
ステムを再起動してください。それでも問題が解決しな
い場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問
い合わせください。

550

許容できない負荷が検知された。

負荷を取り除いてください。システムを再起動してくだ
さい。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動
アシスト自転車の販売店にお問い合わせください。

580

ソフトウェアバージョンのエラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

591

認証エラー

電動アシスト自転車をオフにし。いったんバッテリーを
取り外してから再び装着してください。システムを再起
動してください。それでも問題が解決しない場合は、ボ
ッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくだ
さい。

592

コンポーネントが適合していない

適合しているディスプレイを取り付けてください。それ
でも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動アシスト自
転車の販売店にお問い合わせください。

593

設定エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

595、596 通信エラー

変速機の配線を点検し、システムを再起動してくださ
い。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。

602

バッテリーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

603

バッテリーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

605

バッテリーの温度エラー

バッテリーが許容温度範囲の外にあります。電動アシス
ト自転車をオフにし、バッテリーを許容温度範囲まで冷
やすか、または温めてください。システムを再起動して
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28

Bosch eBike Systems

日本語 – 7
コード

原因

対処
ください。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ
電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせください。

606

バッテリーの外部エラー

配線を点検してください。システムを再起動してくださ
い。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。

610

バッテリーの電圧エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

620

充電器の不具合

充電器を交換してください。ボッシュ電動アシスト自転
車の販売店にお問い合わせください。

640

バッテリーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

655

バッテリーの多重エラー

電動アシスト自転車をオフにし。いったんバッテリーを
取り外してから再び装着してください。システムを再起
動してください。それでも問題が解決しない場合は、ボ
ッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくだ
さい。

656

ソフトウェアバージョンのエラー

ボッシュの電動アシスト自転車の販売店に連絡し、
ソフトウェアのアップデートを依頼してください。

7xx

サードパーティ製コンポーネントで 各コンポーネントメーカーの取扱説明書に記載された説
の不具合
明を参照してください。

800

ABSの内部エラー

810

ホイールスピードセンサーの信号異 ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
常
ださい。

820

前輪スピードセンサーへの配線異常 ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

821 ...
826

前輪スピードセンサーの信号異常

830

後輪スピードセンサーへの配線異常 ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

831
833 ...
835

後輪スピードセンサーの信号異常

840

ABSの内部エラー

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

850

ABSの内部エラー

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

システムを再起動し、試運転を2分以上続けて行ってく
ださい。すると、ABSコントロールライトが消灯しま
センサーディスクがないか、故障し
す。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
ている、または誤った状態で取り付
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。
けられている；前輪と後輪のタイヤ
径が明らかに異なっている；極端な
走行状況（後輪で走行するなど）

システムを再起動し、試運転を2分以上続けて行ってく
ださい。すると、ABSコントロールライトが消灯しま
センサーディスクがないか、故障し
す。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
ている、または誤った状態で取り付
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。
けられている；前輪と後輪のタイヤ
径が明らかに異なっている；極端な
走行状況（後輪で走行するなど）

860、861 電源の不具合

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

870、871 通信エラー
880

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。
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原因

対処

889

ABSの内部エラー

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

890

ABSコントロールライトが故障して ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
いるか、またはライトがない；ABS ださい。
が機能していない可能性がある。

何も表示
されない

車載コンピューターの内部エラー

883 ...
885

電動アシスト自転車をオフにし、再びオンにしてからシ
ステムを再起動してください。

お手入れと保管
保守と清掃
ドライブユニットを含むすべてのコンポーネント
を水に浸けたり、高圧で洗浄しないでください。
サイクルコンピューターの清掃には、水で湿らせ
た柔らかい布だけを使用してください。その際、
洗剤は使用しないでください。
年1回以上の周期で電動アシスト自転車の点検を依
頼してください（メカニズム、システムソフトウ
ェアの適時性など）。
自転車メーカーや自転車販売店は、サービス期日
を一定の走行距離をもとに設定することができま
す。設定すると、サイクルコンピューターにサー
ビス期日が(f) とともに表示されます。
サービスと修理に関しては自転車の販売店にお問
い合わせください。

カスタマーサービス＆使い方のご相談
電動アシスト自転車とそのコンポーネントに関す
るご質問については自転車の販売店にお問い合わ
せください。
自転車の販売店の連絡先は、WEBサイトの
www.bosch-ebike.comで確認することができま
す。

廃棄
ドライブユニット、サイクルコンピ
ューター（操作ユニットを含む）、バ
ッテリー、スピードセンサー、アクセ
サリーと梱包材は、環境に適した方法
でリサイクルしてください。
電動アシスト自転車とそのコンポーネントを一般
の家庭用ごみとして廃棄しないでください。
使用できなくなったボッシュ電動アシスト自転車
のコンポーネントは自転車の販売店にお持ちくだ
さい。
予告なく変更する場合があります。
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安全上の注意事項

u

安全上の注意事項と指示にすべて目
を通してください。安全上の注意事
項と指示を守らないと、感電、火災
または/および重傷を招くことがあり
ますのでご注意ください。
すべての安全上の注意事項と指示をしっかり守っ
てください。
本取扱説明書で使用されている用語「バッテリ
ー」は、ボッシュ純正の電動アシスト自転車用バ
ッテリーのことを指しています。
u サイクルコンピューターの表示に気を取られて
注意散漫にならないようにしてください。交通
状況に集中していないと、事故に巻き込まれる
おそれがあります。アシストモードの変更以外
の設定をサイクルコンピューターに入力したい
場合は、一旦停止してからデータを入力してく
ださい。
u 速度や警告シンボルなどの重要な情報を適切に
認識できるようにディスプレイの明るさを調整
してください。ディスプレイの明るさを誤って
調整すると、危険な状況につながるおそれがあ
ります。
u サイクルコンピューターをご自分で開けないで
ください。サイクルコンピューターを開けると
破損するおそれがあり、保証の対象外となりま
す。
u サイクルコンピューターをグリップとして利用
しないでください。サイクルコンピューターを
つかんで電動アシスト自転車を持ち上げると、
サイクルコンピューターが激しく損傷し、修理
できなくなるおそれがあります。
u サイクルコンピューターまたはホルダーがハン
ドルの上に突き出ている場合は、自転車をハン
ドルとサドルを下にして逆さまに置かないでく
ださい。これによってサイクルコンピューター
やホルダーが損傷し、修理できなくなるおそれ
があります。また、自転車をワークスタンドに
取り付ける前に、サイクルコンピューターを取
り外し、落下したり損傷したりしないようにし
てください。
u

u

データの保護について
サイクルコンピューターが修理のためにボッシ
ュ・サービスに送られた場合、サイクルコンピ
ューターに保存されているデータは、必要に応じ
てボッシュに転送されることがあります。

製品と仕様について
用途
サイクルコンピューター「Kiox」は、ボッシュの
電動アシスト自転車を制御し、走行データを表示
するためのものです。
サイクルボードコンピューター「Kiox」の性能を
最大限に活用するためには、eBike Connectアプ
リ（App StoreまたはGoogle Playストアで入手可
能）を搭載した互換性のあるスマートフォンと
eBike Connectポータル
（www.ebike-connect.com） への登録が必要で
す。

各部の名称
記載のコンポーネントの番号は、本書冒頭のペー
ジにある構成図の番号に対応しています。
(1) サイクルコンピューター
(2) ディスプレイ
(3) 自転車用ライトボタン
(4) サイクルコンピューターのON/OFFスイッ
チ
(5) サイクルコンピューターのホルダー
(6) USB接続部
(7) リモートコントロールユニット（リモコ
ン）
(8) 進む／右スクロールボタン >
(9) 選択ボタン
(10) 戻る／左スクロールボタン<
(11) アシスト力ダウンボタン–/
スクロールダウンボタン
(12) アシスト力アップボタン+/
スクロールアップボタン
(13) 押し歩き補助ボタン
(14) ドライブユニットとの接点
(15) サイクルコンピューターの止めねじ
(16) ヘッドセットねじ
(17) USB接続部保護キャップA)

注意！ Bluetooth®および／またはWiFi機能を搭
載したサイクルコンピューターを使用した場
合、他の装置や設備、飛行機や医療機器（ペー
スメーカー、補聴器など）に障害を与えるおそ
れがあります。同様に、すぐ近くにいる人や動
物に障害を与えないとも限りません。
Bluetooth®機能を搭載したサイクルコンピュー
ターを医療機器、ガソリンスタンド、化学設
備、爆発の危険のある区域や発破域の近くで使
用しないでください。Bluetooth®機能を搭載し
たサイクルコンピューターを飛行機内で使用し
ないでください。長期間にわたって身体のすぐ
近くで稼働させないでください。

Bosch eBike Systems

Bluetooth®の文字商標および記号（ロゴ）は
Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。
これらの文字商標／記号はBosch eBike
Systemsが使用許可を受けています。
サイクルコンピューターは無線インターフェー
スを備えています。飛行機内や病院内など、作
動に制約がある場所にご注意ください。
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6 mm）を下からサイクルコンピューターに設けら
れている専用のねじ山にねじ込みます（長いねじ
を使用すると、サイクルコンピューターが損傷す
る可能性があります）。ホルダーを回転させて元
の位置に戻し、メーカー仕様に従ってヘッドセッ
トのねじを締め付けます。

(18) マグネットホルダー
(19) リモコンホルダー
A) スペアパーツで入手可能

テクニカルデータ
サイクルコンピューター

Kiox

製品コード
USB接続部の最大充電
電流A)

mA

1000

USB接続部の充電電圧

V

5

USB充電用コード

操作

BUI330

B)

Kioxはバッテリーが仮充電された状態で納品され
ます。このバッテリーは、初めてご使用になる前
にUSB接続部(参照 „サイクルコンピューターの電
源“, ページ 日本語 – 3)または電動アシスト自転
車システムを介して1時間以上充電する必要があり
ます。
リモコンは、ボタンがハンドルに対してほぼ垂直
になるように取り付ける必要があります。
初回の起動時にはまず言語の選択が表示され、そ
の後メニュー項目<Intro to Kiox (Kiox につい
て)>で重要な機能と表示の説明をご覧いただけま
す。メニュー項目は、<Settings (設定)> →
<Information (情報)>で後から呼び出すこともで
きます。

1 270 016 360

使用温度範囲

°C

充電温度

°C

0 … +40

保管温度

°C

+10 ... +40

V
mAh

3.7
230

リチウムイオンバッテリ
ー（内部）

初めてご使用になる前に

保護等級C)

−5 … +40

IP x7

重量約

g

60

– 周波数

MHz

2400～2480

– 送信出力

mW

<10

Bluetooth® Low Energy

システム設定の選択

A) 周囲温度25 °C以下の場合
B) 標準付属品には含まれていません
C) USBカバーを取り付けた状態

サイクルコンピューターをホルダーにはめ込み、
自転車が静止した状態で以下の手順を行ってくだ
さい。
ステータス画面に（リモコンの < (10)ボタンで最
初の表示まで）移動し、選択ボタンで<Settings
(設定)>を呼び出します。
– (11)ボタンと+ (12)ボタンで希望する設定を選
択し、この設定およびその他のサブメニューを選
択ボタン(9)で開くことができます。< (10)ボタン
でそれぞれの設定メニューから前のメニューにス
クロールして戻ることができます。

電波法の遵守
本機は日本の電波法に基づき認証を受けていま
す。
本機を改造しないでください（改造すると付与さ
れた認証番号が無効になります）。
付与された認証番号は<Settings (設定)> →
<Information (情報)> → <Certifications (認証)>
でご覧いただけます。

<Sys settings (システムの設定)>で、以下を設定
できます。
– <Brightness (輝度)>
– <Time (時間)>
– <Date [DD.Mon.YYYY] (日付
[DD.Mon.YYYY])>
– <Time zone (タイムゾーン)>
– <24h form (24h time format/24時間形式)>
– <Brgh backg. (Bright background /ブライト
バックグラウンド)>
– <Imp. units (Imperial units/ヤード・ポンド
法)>
– <Language (言語)>
– <Factory reset (出荷時設定へのリセット)>

取付け
サイクルコンピューターの脱着（図Aを参
照）
Kioxをホルダー(5)の下側に合わせてから、サイク
ルコンピューターがマグネットホルダーにカチッ
とはまるまで前に軽く立てます。
取り外すには、サイクルコンピューターの上端を
つかみ、マグネットホルダーから外れるまで手前
に引きます。
u 電動アシスト自転車を駐輪する際には、サイク
ルコンピューターを取り外してください。
サイクルコンピューターが外れないように固定す
ることもできます。その場合は、Kioxのホルダー
が横に回転できるようになるまでヘッドセットの
ねじ(16)を緩めます。サイクルコンピューターを
ホルダーに取り付けます。止めねじ（M3、長さ
1 270 020 XBK | (22.04.2020)
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シスト自転車用バッテリーからサイクルコンピ
ューターのバッテリーに電気が供給され、充電さ
れます。
サイクルコンピューターをホルダー(5)から取り外
すと、サイクルコンピューターのバッテリーから
電気が供給されます。サイクルコンピューターの
バッテリー残量が少なくなると、ディスプレイに
警告メッセージが表示されます。
サイクルコンピューターのバッテリーを充電する
には、サイクルコンピューターを再びホルダー(5)
に挿入します。電動アシスト自転車用バッテリー
をすぐに充電しない場合、電動アシスト自転車は
動作していない状態が10分間続くと自動的にオフ
になることに注意してください。この場合、サイ
クルコンピュータのバッテリーの充電も終了しま
す。
USB接続部(6)からサイクルコンピューターに充電
することもできます。その際には保護キャップ
(17)を開いてください。マイクロUSBケーブルを
使用して、サイクルコンピューターのUSBソケッ
トを市販のUSB充電器（標準付属品には含まれて
いません）に接続するか、またはコンピューター
のUSBソケット（最大5 V充電電圧；最大
1000 mA充電電流）に接続します。
サイクルコンピューターがホルダー (5)から取り外
されても、機能の数値はすべて保存されているた
め、引き続き表示されます。
Kioxのバッテリーを再充電しなくても、日付と時
刻は最長6カ月にわたり保持されます。再び電源を
入れると、アプリとのBluetooth®接続が確立され、
スマートフォンがGPSで位置情報の取得に成功す
ると、日付と時刻がリセットされます。
注意事項：Kioxの充電は、スイッチを入れた状態
でのみ行ってください。
注意事項：USBケーブルで充電中にKioxをオフに
した場合、USBケーブルを取り外してからKioxを
再びオンにしてください。
注意事項：サイクルコンピューターのバッテリー
の寿命を最大限に延ばすためには、サイクルコン
ピューターのバッテリーを3カ月ごとに1時間充電
する必要があります。

電動アシスト自転車システムの起動
前提条件
電動アシスト自転車システムを起動するために
は、下記の要件が満たされている必要がありま
す。
– 十分に充電された電動アシスト自転車用バッテ
リーが挿入されている（バッテリーの取扱説明
書を参照）。
– サイクルコンピューターがホルダーに正しく取
り付けられている。
電動アシスト自転車のオン／オフ
電動アシスト自転車は以下の方法でオンになりま
す。
– サイクルコンピューターとバッテリーを電動ア
シスト自転車に装着した状態で、サイクルコン
ピューターのON/OFFスイッチ(4)を1回短く押
します。
– サイクルコンピューターを装着した状態で、電
動アシスト自転車用バッテリーのON/OFFスイ
ッチを押します（自動車メーカー固有の搭載方
法では、バッテリーのON/OFFスイッチを操作
できない場合があります。詳しくはバッテリー
の取扱説明書を参照してください）。
ペダルを踏むと、すぐにモーターが作動します
（押し歩き補助またはアシストモードがOFFの場
合以外）。モーターの出力は、サイクルコンピ
ューターで設定したアシストモードによって異な
ります。
通常モード時にペダルをこぐのを止めるか、また
は速度が25/45 km/hに達すると、すぐにモーター
によるアシストが停止します。改めてペダルを踏
んだり、速度が25/45 km/hを下回ると、モーター
は再び自動的に作動します。
電動アシスト自転車は以下の方法でオフになりま
す。
– サイクルコンピューターのON/OFFスイッチ (4)
を短く押します。
– 電動アシスト自転車のバッテリーをON/OFFス
イッチでオフにします（自転車メーカーのソリ
ューションによってはバッテリーのON/OFFス
イッチにアクセスできない場合があります。バ
ッテリーの取扱説明書を参照してください）。
– ホルダーからサイクルコンピューターを取り外
します。
10分間以上にわたり電動アシスト自転車の駆動シ
ステムにパワーが要求されず（例：電動アシスト
自転車が停車中）、かつボードコンピューターま
たは電動アシスト自転車操作ユニットのボタンが
押されなかった場合には、省エネのために電動ア
シスト自転車システムとバッテリーは自動的にオ
フに切り換わります。

充電容量表示
電動アシスト自転車用バッテリーの充電容量表示d
(参照 „スタート画面“, ページ 日本語 – 6)は、
ステータス画面とステータスバーから読み取るこ
とができます。電動アシスト自転車用バッテリー
の残量は、電動アシスト自転車用バッテリー本体
のLEDでも読み取ることができます。
インジケーターの色

説明

白

電動アシスト自転車用バ
ッテリーは30％以上充
電されています。

黄色

電動アシスト自転車用バ
ッテリーは15～30％充
電されています。

サイクルコンピューターの電源
サイクルコンピューターがホルダー(5)に挿入さ
れ、十分充電したバッテリーが電動アシスト自転
車に取り付けられており、電動アシスト自転車シ
ステムのスイッチがオンになっていると、電動ア
Bosch eBike Systems

39

1 270 020 XBK | (22.04.2020)

日本語 – 4
インジケーターの色

説明

赤

電動アシスト自転車用バ
ッテリーは0～15％充電
されています。

以下のサポートレベルを使用することができます
（すべて利用できる場合）。
– OFF：モーターによるサポートは停止し、電動
アシスト自転車を通常の自転車と同じようにペ
ダルをこいで操作します。このサポートレベル
では、押し歩きアシストをオンにすることはで
きません。
– ECO：最高の効率でサポートします（走行距離
をできるだけ伸ばしたい人向け）。
– TOUR：安定したパワーでサポートします（長
距離走行向け）。
– SPORT/eMTB:
SPORT：パワフルにサポートします（起伏のあ
るコースをスポーティに走る場合や市街地走行
向け）。
eMTB：地形に合わせて最適にサポートします
（スポーティな発進、ダイナミクスの向上、最
大限のパフォーマンスを実現。 eMTBはドライ
ブユニットBDU250P CX、BDU365、BDU450
CX、BDU480 CXとの組み合わせでのみ使用可
能。状況に応じてソフトウェアのアップデート
が必要）。
– TURBO：ペダリング頻度が高くなるまで最大限
にサポートします（スポーティな走行向け）。
アシスト力を上げるには、リモコンの+ボタン(12)
を押し、インジケーターの表示を希望のアシスト
モードにします。アシスト力を下げる場合は、–ボ
タン(11)を押します。
モーター出力はh(参照 „スタート画面“, ペー
ジ 日本語 – 6)のインジケーターに表示されま
す。最大モーター出力は選択したアシストモード
によって異なります。
サイクルコンピューターをホルダー(5)から取り外
すと、最後に表示されたアシストモードが保存さ
れます。

赤+ !

ドライブユニットのアシ
ストに必要なバッテリー
容量がなくなり、アシス
ト機能はオフになりま
す。残りのバッテリー容
量は自転車用ライトとサ
イクルコンピューターの
ために使用されます。
電動アシスト自転車用バッテリーが車体に取り付
けられた状態で充電している場合、対応するメッ
セージが表示されます。
サイクルコンピューターをホルダー(5)から取り外
すと、最後に表示された充電容量が保存されま
す。

ストレージモード／Kioxのリセット
サイクルコンピュータには、内部バッテリーの放
電を最小限に抑える省電力のストレージモードが
あります。ストレージモードにすると、日付と時
刻は失われます。
このモードを作動させるには、サイクルコンピ
ューターのON/OFFスイッチ (4)を長押し（8秒以
上）します。
ON/OFFスイッチ(4)を短く押してもサイクルコン
ピューターが起動しない場合、サイクルコンピ
ューターはストレージモードになっています。
ON/OFFスイッチ(4)を2秒以上押すと、ストレー
ジモードを再び終了できます。
サイクルコンピュータは、完全に機能している状
態かどうかを認識します。完全に機能する状態で
ON/OFFスイッチ(4)を8秒以上押すと、サイクル
コンピューターがストレージモードになります。
予想に反してKioxが機能しておらず、操作できな
くなった場合には、ON/OFFスイッチ(4)を長押し
（8秒以上）するとリセットされます。リセットし
てから約5秒後にサイクルコンピューターが自動的
に再起動します。Kioxが再起動しない場合は、
ON/OFFスイッチ(4)を2秒間押してください。
Kioxを工場出荷時の設定にリセットするには、
<Settings (設定)> → <Sys settings (システムの
設定)> → <Factory reset (出荷時設定へのリセッ
ト)>を選択します。この場合、すべてのユーザー
データは失われます。

自転車用ライトのオン／オフ
電動アシスト自転車システムによって給電される
仕様では、サイクルコンピューターの自転車用ラ
イトボタン(3)によってヘッドライトとテールライ
トを同時に点灯／消灯することができます。
走行する前に、ライトが正常に機能しているかを
毎回確認してください。
自転車用ライトがオンになると、自転車用ライト
表示cがディスプレイのステータスバーの(参照 „ス
タート画面“, ページ 日本語 – 6)で点灯します。
自転車ライトのオン／オフは、ディスプレイのバ
ックライトに影響を与えることはありません。

アシストモードの設定

ユーザーIDの作成

リモコン(7)で、ペダリング中に電動アシスト自転
車をどの程度アシストするかを設定することがで
きます。アシストモードは、走行中でもいつでも
変更することができます。
注意事項：サポートレベルがプリセットされ、変
更できない仕様もあります。また、ここに列挙さ
れているレベルより低いサポートレベルが選択で
きる場合もあります。

操作システムのすべての機能を使用するには、オ
ンライン登録が必要になります。
ユーザーIDを通じて、運転データやルートなどを
分析することができます。
スマートフォンアプリBosch eBike Connectを使
って、またはwww.ebike-connect.comで直接ユ
ーザーIDを作成できます。登録に必要なデータを
入力してください。スマートフォンアプリ Bosch
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eBike Connectは、App Store（Apple iPhoneの
場合）またはGoogle Playストア（Androidデバイ
スの場合）から無料でダウンロードできます。

別の方法として、<Sys settings (システムの設
定)>でアップデート版があるかを確認することが
できます。

サイクルコンピューターとBosch eBike
Connectアプリの接続

USBソケットからの外部装置への電源供給
USBソケットを使用し、USBから電源供給可能な
装置（携帯電話など）を作動させたり、充電した
りすることができます。
充電するための前提条件となるのは、サイクルコ
ンピューターと十分充電したバッテリーが電動ア
シスト自転車に取り付けられていることです。
サイクルコンピューターのUSBソケットの保護キ
ャップ(17)を外してから。USB充電用コード（マ
イクロA–マイクロB）（ボッシュの電動アシスト
自転車の販売店で入手可能）を外部装置のUSBソ
ケットとサイクルコンピューターのUSBソケット
(6)に接続します。
電気機器を取り外したら、USBソケットを保護キ
ャップ(17)で慎重に覆ってください。
USBソケットは耐水性のコネクターではありませ
ん。雨の中を走行する場合は外部装置を接続せ
ず、必ずUSBソケットを保護キャップ (17) で完全
に覆ってください。
注意：電気機器を接続していると、電動アシスト
自転車の航続距離が短くなることがあります。

スマートフォンとの接続は以下のように確立され
ます。
– アプリを起動します。
– タブ<マイ eBike>を選択します。
– <新しい eBike デバイスを追加>を選択します。
– Kioxを追加します。
アプリに、サイクルコンピューターの自転車用ラ
イトボタン(3)を5秒間押してください、という指
示が表示されます。
(3)を5秒間押します。サイクルコンピューターは
Bluetooth®-Low-Energy接続を自動的に起動し、ペ
アリングモードに切り替わります。
ディスプレイに表示される指示に従って進めてく
ださい。ペアリングプロセスが完了すると、ユー
ザーデータが同期されます。
注意事項： Bluetooth®接続を手動で起動しないで
ください。

<アクティビティのトラッキング>
アクティビティを記録するには、eBike Connect
ポータルまたはeBike Connectアプリへの登録も
しくはログインが必要になります。
アクティビティを記録するには、ポータルもしく
はアプリでの位置データの保存に同意する必要が
あります。同意した場合にのみ、アクティビティ
はポータルおよびアプリに表示されます。位置
は、サイクルコンピューターがeBike Connectア
プリに接続されている場合にのみ記録されます。

サイクルコンピューターの表示
と設定
注意事項：以下のページに掲載されているスクリ
ーンショットの表示とテキストは、ソフトウェア
のリリースステータスに対応しています。ソフト
ウェアをアップデートすると、表示やテキストが
少し変わる場合があります。

動作論理

ロック（プレミアム機能）

< (10)ボタンおよび > (8)ボタンで、走行中でも走
行数値に関する情報が表示された様々な画面にア
クセスすることができます。このため、走行中も
両手をハンドルから離す必要はありません。
+ (12)ボタンおよび – (11)ボタンで、アシストモ
ードを調整することができます。
<Settings (設定)>、 <Status screen (ステータス
画面)> 経由でアクセスできる設定は、走行中に変
更することはできません。

ロック機能はeBike-Connectアプリの<ショップ>
で入手可能です。ロック機能がオンになると、サ
イクルコンピューターを取り外すことによって電
動アシスト自転車のドライブユニットのアシスト
が停止されます。起動は、電動アシスト自転車に
紐付けられたサイクルコンピューターでのみ可能
です。
詳しい説明は
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manualのオンライ
ン取扱説明書に記載されています。

選択ボタン(9)で、以下の機能を実行することがで
きます。
– 走行中にクイックメニューにアクセスする
– 停車した状態で<Status screen (ステータス画
面)> で設定メニューを呼び出す
– 数値や通知情報を確認する
– ダイアログを残す
サイクルコンピューターがホルダーから取り外さ
れ、スイッチがオフになっていないと、最後に移
動したルートに関する情報とステータス情報が繰
り返し表示されます。

ソフトウェアのアップデート
ソフトウェアのアップデートは、アプリがサイク
ルコンピューターに接続されるとすぐに、アプリ
からサイクルコンピューターにバックグラウンド
で転送されます。アップデートが完全に転送され
ると、その旨がサイクルコンピューターの再起動
の際に3回 表示されます。
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ホルダーから取り外した後にボタンが押されない
と、サイクルコンピューターは1分後にオフになり
ます。

いる場合、aは現在時刻（時・分）に変わります。
ステータスバーには以下が表示されます。
– 速度／時刻：現在の速度（km/hまたはmph ）
もしくは現在の時刻
– アシストモード：現在選択されているアシスト
モードをカラーコードで表示
– ライト：ライトがオンになっていることを示す
シンボル
– 電動アシスト自転車用バッテリーの残量：現在
の残量のパーセント表示
パフォーマンス評価kでは、平均速度jと比較した
現在の速度（白いバー）がグラフィック表示され
ます。このグラフィック表示から、現在の速度が
平均値より上か下かがすぐに分かります（黒い線
の左側=平均値より下、黒い線の右側=平均値より
上）。
ナビゲーションバーgに、現在どの画面にいるかが
表示されます。 現在の画面が強調表示されます。
< (10)ボタンと> (8)ボタンで他の画面に進むこと
ができます。
< (10)ボタンで、最初のスタート画面からステー
タス画面に移動できます。

画面の順序
サイクルコンピューターをホルダーに挿入する
と、以下の表示を順番に呼び出すことができま
す。
1. スタート画面
2. 時刻と航続距離
3. 行程と走行時間
4. 出力とペダリング頻度
5. 平均速度と最高速度
6. 行程、航続距離、出力と心拍数
7. 心拍数
8. カロリー消費量と総行程
9. ステータス画面

スタート画面
サイクルコンピューターをホルダーに挿入する
と、すぐにスタート画面が表示されます。

<Status screen (ステータス画面)>

b

c
d

a
k

ステータスバーに加え
て、ステータス画面に
は、現在の時刻、電動ア
シスト自転車のすべての
バッテリーの残量、そし
てスマートフォンが
Bluetooth®経由で接続さ
れている場合のスマート
フォンのバッテリーの残
量が表示されます。
この下に、起動している
Bluetooth®機能または

e

j
i
h

24,3

f

Bluetooth®経由で接続さ
れているデバイス（心拍数モニターなど）を示す
シンボルが表示される場合があります。スマート
フォンとKioxが最後に同期した日付も表示されま
す。
下部で<Settings (設定)>にアクセスできます。

g
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

時刻表示／速度表示
アシストモード
自転車用ライト
電動アシスト自転車用バッテリーの残量表示
速度単位A)
速度
ナビゲーションバー
モーター出力
パフォーマンス
平均速度
パフォーマンス評価

<Settings (設定)>
この言語は、ユーザーインターフェーステキスト
に関してサイクルコンピュータではサポートされ
ていません。そのため、この取扱説明書では、英
語のユーザーインターフェーステキストに各国語
の説明が追加されています。
ステータス画面から設定メニューにアクセスでき
ます。走行中は、<Settings (設定)>にアクセスし
たり変更したりすることはできません。
– (11)ボタンと+ (12)ボタンで希望する設定を選
択し、この設定およびその他のサブメニューを選
択ボタン(9)で開くことができます。< (10)ボタン
でそれぞれの設定メニューから前のメニューにス
クロールして戻ることができます。

A) ステータス画面<Settings (設定)>で変更可能

a...dは、ステータスバーの形ですべての画面に表
示されます。速度がすでに画面自体に表示されて
1 270 020 XBK | (22.04.2020)
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最初のナビゲーションレベルには、以下の上位セ
クションがあります。
– <Registration (登録)> – 登録に関する注意事
項：
このメニュー項目は、eBike Connectへの登録
が済んでいない場合にのみ表示されます。
– <My eBike (My eBike)> – お持ちの電動アシス
ト自転車に関する設定：
その日の走行距離や平均値などのカウンターを
自動または手動で「0」に設定して、航続距離を
リセットできます。メーカーがプリセットした
ホイール円周の値を±5％変更できます。お持ち
の電動アシスト自転車がeShiftを搭載している
場合は、ここでeShiftシステムを構成すること
もできます。走行距離および／または時間に基
づいてサービスインターバルを設定している自
転車メーカーや自転車取扱店もあります。
<Next Service: [Mon.JJ] / [xxxxx] [km]
(Next eBike Service: [DD. Mon. JJJJ] or at
[xxxxx] [km]/次回の自転車点検日：[DD.
Mon. JJJJ] または [xxxxx] [km])>でサービス
インターバルの期日が表示されます。自転車用
コンポーネントのページには、シリアル番号、
ハードウェアのバージョン、ソフトウェアのバ
ージョンおよびコンポーネントに関連するその
他の主要なデータが表示されます。
– <My profile (My profile)> – アクティブユーザ
ーのデータ
– <Bluetooth> – Bluetooth®機能のオン／オフ：
接続されているデバイスが表示されます。
– <Sys settings (システムの設定)> – サイクルコ
ンピューターを設定するためのオプションリス
ト：
速度と距離の表示（キロメートルまたはマイ
ル）、時刻の表示（12時間形式または24時間形
式）、時間、日付、タイムゾーンを選択し、ご
希望の言語を設定できます。Kioxを工場出荷時
の設定にリセットし、ソフトウェアのアップデ
ート（可能な場合）を開始して、黒または白の
デザインを選択できます。
– <Information (情報)> – お持ちのKioxに関する
情報：
FAQ（よくあるご質問）に関する情報、認定、
連絡先情報、ライセンスに関する情報
付与された認証番号は<Settings (設定)> →
<Information (情報)> → <Certifications (認証)>
でご覧いただけます。
個々のパラメーターの詳細については、
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manualのオンライ
ン取扱説明書を参照してください。

クイックメニューで以下を設定できます。
– <Reset trip data? (トリップデータのリセッ
ト)>
これまでの移動に関するすべてのデータはゼロ
にリセットされます。
– <eShift>
ペダリング頻度を設定できます。
– <eSuspension>
ここでは、メーカーが定義したダンピングモー
ドまたはサスペンションモードを設定できま
す。

クイックメニュー
クイックメニューで選択した設定が表示され、走
行中に変更することもできます。
クイックメニューには、選択ボタン(9)でアクセス
することができます。<Status screen (ステータ
ス画面)>からはアクセスできません。
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エラーの種類に応じて、システムが自動的にオフ
になることがありますが、アシストなしでいつで
も走行を続けることができます。その場合は、で
きるだけ電動アシスト自転車を点検してから、走
行を続けてください。
u 修理は、必ず正規販売店に依頼してください。

エラーコードの表示
電動アシスト自転車のコンポーネントは常に自動
的に点検されます。不具合が見つかると、対応す
るエラーコードがサイクルコンピューターに表示
されます。
コード

原因

410

車載コンピューターの1つあるいは 汚れなどが入り込んでボタンが固着していないか点検し
複数のボタンがアクティブにならな てください。必要に応じてボタンを清掃してください。
い。

414

リモコンの接続障害

418

リモコンの1つ以上のボタンが動か 汚れなどが入り込んでボタンが固着していないか点検し
ない。
てください。必要に応じてボタンを清掃してください。

419

設定エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

422

モーターユニットの接続不良

接続の点検を依頼してください。

423

電動アシスト自転車のバッテリーの 接続の点検を依頼してください。
接続不良

424

コンポーネント間の通信エラー

接続の点検を依頼してください。

426

タイムアウトの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。このエラーステータスでは基本設
定メニューでホイールサイズを表示／調整することがで
きません。

430

サイクルコンピューター内部のバッ サイクルコンピューターを充電してください（ホルダー
テリーが空になっている（BUI350 内、またはUSB接続）。
では異なる）

431

ソフトウェアバージョンのエラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

440

モーターユニットの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

450

ソフトウェアの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

460

USB接続の不具合

サイクルコンピューターのUSBポートからケーブルを抜
いてください。それでも問題が解決しない場合は、ボッ
シュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくださ
い。

490

サイクルコンピューターの内部エラ サイクルコンピューターの点検を依頼してください。
ー

500

モーターユニットの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

502

自転車用ライトの不具合

ライト本体と付属するケーブルを点検してください。シ
ステムを再起動してください。それでも問題が解決しな
い場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問
い合わせください。

503

速度センサーの不具合

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。
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コード

原因

対処

504

速度信号の改造が検出された。

スポークマグネットの位置を点検し、必要に応じて調整
してください。改造（チューニング）が行われたかどう
か確認してください。モーターのアシスト力が低下しま
す。

510

センサーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

511

モーターユニットの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

530

バッテリーの不具合

電動アシスト自転車をオフにし、バッテリーをいったん
取り外してから再び装着してください。システムを再起
動してください。それでも問題が解決しない場合は、ボ
ッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくだ
さい。

531

設定エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

540

温度エラー

電動アシスト自転車の温度が許容範囲を超えています。
電動アシスト自転車をオフにし、モーターユニットの温
度を許容範囲まで下げるか、または上げてください。シ
ステムを再起動してください。それでも問題が解決しな
い場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問
い合わせください。

550

許容できない負荷が検知された。

負荷を取り除いてください。システムを再起動してくだ
さい。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動
アシスト自転車の販売店にお問い合わせください。

580

ソフトウェアバージョンのエラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

591

認証エラー

電動アシスト自転車をオフにし。いったんバッテリーを
取り外してから再び装着してください。システムを再起
動してください。それでも問題が解決しない場合は、ボ
ッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくだ
さい。

592

コンポーネントが適合していない

適合しているディスプレイを取り付けてください。それ
でも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動アシスト自
転車の販売店にお問い合わせください。

593

設定エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

595、596 通信エラー

変速機の配線を点検し、システムを再起動してくださ
い。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。

602

バッテリーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

603

バッテリーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

605

バッテリーの温度エラー

バッテリーが許容温度範囲の外にあります。電動アシス
ト自転車をオフにし、バッテリーを許容温度範囲まで冷
やすか、または温めてください。システムを再起動して
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コード

原因

対処
ください。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ
電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせください。

606

バッテリーの外部エラー

配線を点検してください。システムを再起動してくださ
い。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。

610

バッテリーの電圧エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

620

充電器の不具合

充電器を交換してください。ボッシュ電動アシスト自転
車の販売店にお問い合わせください。

640

バッテリーの内部エラー

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

655

バッテリーの多重エラー

電動アシスト自転車をオフにし。いったんバッテリーを
取り外してから再び装着してください。システムを再起
動してください。それでも問題が解決しない場合は、ボ
ッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせくだ
さい。

656

ソフトウェアバージョンのエラー

ボッシュの電動アシスト自転車の販売店に連絡し、
ソフトウェアのアップデートを依頼してください。

7xx

サードパーティ製コンポーネントで 各コンポーネントメーカーの取扱説明書に記載された説
の不具合
明を参照してください。

800

ABSの内部エラー

810

ホイールスピードセンサーの信号異 ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
常
ださい。

820

前輪スピードセンサーへの配線異常 ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

821 ...
826

前輪スピードセンサーの信号異常

830

後輪スピードセンサーへの配線異常 ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

831
833 ...
835

後輪スピードセンサーの信号異常

840

ABSの内部エラー

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

850

ABSの内部エラー

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

システムを再起動し、試運転を2分以上続けて行ってく
ださい。すると、ABSコントロールライトが消灯しま
センサーディスクがないか、故障し
す。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
ている、または誤った状態で取り付
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。
けられている；前輪と後輪のタイヤ
径が明らかに異なっている；極端な
走行状況（後輪で走行するなど）

システムを再起動し、試運転を2分以上続けて行ってく
ださい。すると、ABSコントロールライトが消灯しま
センサーディスクがないか、故障し
す。それでも問題が解決しない場合は、ボッシュ電動ア
ている、または誤った状態で取り付
シスト自転車の販売店にお問い合わせください。
けられている；前輪と後輪のタイヤ
径が明らかに異なっている；極端な
走行状況（後輪で走行するなど）

860、861 電源の不具合

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

870、871 通信エラー
880

システムを再起動してください。それでも問題が解決し
ない場合は、ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお
問い合わせください。

1 270 020 XBK | (22.04.2020)
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コード

原因

対処

889

ABSの内部エラー

ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
ださい。

890

ABSコントロールライトが故障して ボッシュ電動アシスト自転車の販売店にお問い合わせく
いるか、またはライトがない；ABS ださい。
が機能していない可能性がある。

何も表示
されない

車載コンピューターの内部エラー

883 ...
885

Bosch eBike Systems

電動アシスト自転車をオフにし、再びオンにしてからシ
ステムを再起動してください。
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お手入れと保管
保守と清掃
すべてのコンポーネントを高圧で洗浄しないでく
ださい。
サイクルコンピューターのディスプレイを清潔に
保ってください。汚れていると、輝度を正確に検
出できない場合があります。
サイクルコンピューターの清掃には、水で湿らせ
た柔らかい布だけを使用してください。その際、
洗剤は使用しないでください。
年1回以上の周期で電動アシスト自転車の点検を依
頼してください（メカニズム、システムソフトウ
ェアの適時性など）。
走行距離および／または時間に基づいてサービス
インターバルを設定している自転車取扱店もあり
ます。この場合、サイクルコンピューターをオン
にする度にサービスインターバルの期日が表示さ
れます。
サービスと修理に関しては自転車の販売店にお問
い合わせください。
u 修理は、必ず正規販売店に依頼してください。

カスタマーサービス＆使い方のご相談
電動アシスト自転車とそのコンポーネントに関す
るご質問については自転車の販売店にお問い合わ
せください。
自転車の販売店の連絡先は、WEBサイトの
www.bosch-ebike.comで確認することができま
す。

運搬
u

電動アシスト自転車を自動車で運ぶ際、車内に
積まず、車外のラゲージキャリアに載せて運ぶ
場合は、損傷を防ぐために、ボードコンピュー
ターとバッテリーを電動アシスト自転車から取
り外しておいてください。

廃棄
ドライブユニット、サイクルコンピ
ューター（操作ユニットを含む）、バ
ッテリー、スピードセンサー、アクセ
サリーと梱包材は、環境に適した方法
でリサイクルしてください。
電動アシスト自転車とそのコンポーネントを一般
の家庭用ごみとして廃棄しないでください。
使用できなくなったボッシュ電動アシスト自転車
のコンポーネントは自転車の販売店にお持ちくだ
さい。
予告なく変更する場合があります。

1 270 020 XBK | (22.04.2020)
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安全上の注意事項

u

安全上の注意事項と指示にすべて目
を通してください。安全上の注意事
項と指示を守らないと、感電、火災
または/および重傷を招くことがあり
ますのでご注意ください。
すべての安全上の注意事項と指示をしっかり守っ
てください。
本取扱説明書で使用されている用語「バッテリ
ー」は、ボッシュ純正の電動アシスト自転車用バ
ッテリーのことを指しています。
u ドライブユニットの出力や最大サポート速度に
影響を及ぼす対策、特に出力や速度を向上させ
る対策を絶対に講じないでください。そうした
対策を講じると、ユーザー自身や他者に危険を
及ぼす可能性があるだけでなく、公道を走ると
違法になる場合があります。
u 電動アシスト自転車システムを改造したり、シ
ステムのパフォーマンスを向上させる可能性の
ある他の製品を取り付けたりしないでくださ
い。こうした改造を行うと、総じてシステムの
寿命は短くなり、ドライブユニットや自転車に
損傷を与える危険性があります。また、お求め
になった自転車に対する保証の請求権が失われ
るリスクもあります。さらに、システムを不適
切に取り扱うことはお客様自身の安全と他の道
路利用者の安全を危険にさらし、改ざんに起因
する事故が発生した場合の個人的な賠償責任費
用が高額になり、刑事訴追のおそれもありま
す。
u ドライブユニットをご自分で開けないでくださ
い。ドライブユニットを修理する必要がある場
合は、必ずお買い求めの販売店にお申しつけく
ださい。専門知識を備えた担当スタッフが純正
交換部品を使用して作業を行います。これによ
りドライブユニットの安全性が確実に保たれま
す。ドライブユニットを不正に開けた場合には
保証の対象外となります。
u ドライブユニットに組み込まれているすべての
コンポーネントおよび電動アシスト自転車ドラ
イブのその他すべてのコンポーネント（チェー
ンリング、チェーンリングカバー、ペダルな
ど）は、同一のコンポーネントまたは自転車メ
ーカーが電動アシスト自転車用として認めたコ
ンポーネントのみと交換することができます。
これにより、ドライブユニットが過負荷や損傷
から保護されます。
u 電動アシスト自転車で作業したり（点検、修
理、組み立て、保守、チェーン調整など）、車
や飛行機で運んだり、保管する前に電動アシス
ト自転車からバッテリーを取り外してくださ
い。電動アシスト自転車システムが誤って起動
してしまうと、けがをするおそれがあります。
u 電動アシスト自転車は、自転車を後ろに引いて
歩いたり、ペダルを後ろに回した時にもオンに
なることがあります。

Bosch eBike Systems

u

u

u

u
u

押し歩きアシスト機能は、電動アシスト自転車
を押し歩く時にのみ使用してください。押し歩
きアシスト機能を使用している時に電動アシス
ト自転車の車輪が地面に接触していないと、け
がをするおそれがあります。
押し歩きアシストがオンになると、ペダルも一
緒に回転することがあります。押し歩きアシス
トが作動したら、回転しているペダルから脚が
十分離れていることを確認してください。けが
をするおそれがあります。
山の中を走行したり、かなりの荷物を
載せて低速で走行するといった極端な
条件下では、ドライブユニットの部品
が60°C以上に達してしまう場合があり
ます。
走行後のドライブユニットのハウジングにむき
出しの手や足が触れないようにしてください。
低速・高トルクで走り続けたり、山の中や負荷
をかけた状態で走行するといった極端な条件下
では、ハウジングが非常に高温になる可能性が
あります。
ドライブユニットのハウジングの温度は以下の
要因の影響を受けます。
– 周囲温度
– 走行経路（コース／傾斜）
– 走行時間
– アシストモード
– ユーザーの走り方（本人のパフォーマンス）
– 総重量（ユーザー、自転車、荷物）
– ドライブユニットのモーターカバー
– 自転車フレームの放熱特性
– ドライブユニットのタイプとシフト方法
お客様がお買い求めになられた電動アシスト自
転車のメーカーが指定するボッシュ純正バッテ
リーを必ずご使用ください。それ以外のバッテ
リーを使用すると、けがや火災につながるおそ
れがあります。認定品以外のバッテリーを使用
した場合、ボッシュは一切責任を負いません。
また、保証も適用されません。
電動アシスト自転車の登録や使用に関する国内
法規を順守してください。
お使いの電動アシスト自転車の取扱説明書に記
載されている安全上の注意事項と指示にすべて
目を通し、必ず順守してください。

データの保護について
電動アシスト自転車をボッシュ診断ツールに接続
すると、ボッシュドライブユニットの使用を通じ
て製品改善のためのデータ（エネルギー消費、温
度など）がBosch eBike Systems（Robert Bosch
GmbH）に送信されます。詳細については、ボッ
シュの電動アシスト自転車関係のWEBサイト
（www.bosch-ebike.com）をご覧ください。
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製品と仕様について

使い方

用途

バッテリーの脱着

ドライブユニットは専ら電動アシスト自転車を駆
動するためのものであり、他の用途には使用でき
ません。
本書に記載された機能のほか、不具合の修正や機
能の変更のためにソフトウェアが更新される場合
があります。

電動アシスト自転車用バッテリーを脱着する取り
外す際には、バッテリーの取扱説明書を良くお読
みください。

各部の名称

スピードセンサー（標準）
スピードセンサー(2)と付属のスポークマグネット
(3)は、スポークマグネットが車輪の1回転で少な
くとも5mm～17mmの間隔でスピードセンサーを
通過するように取り付ける必要があります。
注意事項：スピードセンサー(2)とスポークマグネ
ット(3)との間隔が狭すぎる、あるいは広すぎた
り、スピードセンサー(2)が正しく接続されていな
いと、速度が表示されず、電動アシスト自転車の
ドライブユニットは緊急モードで動作します。
この場合、スポークマグネット(3)のネジを緩め、
スポークマグネットがスピードセンサーに付けら
れたマークに沿って正しい間隔で通過するようス
ポークに固定してください。それでもタコメータ
ーに速度が表示されない場合は、自転車の販売店
にお問い合わせください。

スピードセンサーをチェックする（図Aを
参照）

本取扱説明書に記載されている内容は、電動アシ
スト自転車の仕様に応じて実際の装備と異なる場
合があります。
記載のコンポーネントの番号は、本書冒頭のペー
ジにある構成図の番号に対応しています。
(1) ドライブユニット
(2) スピードセンサー
(3) スピードセンサーのスポークマグネット
(4) スピードセンサー（スリム）A)
(5) マグネットB)
A) 様々なセンサー形状と取付け位置に対応
B) 様々な取付け位置に対応

テクニカルデータ
ドライブユニット
製品コード
連続定格出力

BDU350
W

250

最大ドライブトルク

Nm

50

定格電圧

V=

36

使用温度範囲

°C

–5 … +40

保管温度

°C

+10 … +40

保護クラス
重量約

スピードセンサー（スリム）
スピードセンサー（スリム）(4)と付属のマグネッ
ト(5)は、マグネットが車輪の1回転で少なくとも
2mm～8mmの間隔でスピードセンサーを通過する
ように取り付ける必要があります。
設計を変更する場合には、マグネットとセンサー
間の距離が必ず正確に保たれるようにしてくださ
い（図Aを参照）。
注意事項：後輪を脱着する際、センサーやセンサ
ーホルダーを損傷しないよう注意してください。

Active Line Plus

IP 54
kg

動作

3.2

ボッシュの電動アシスト自転車はFreeRTOSを使用していま
す（http://www.freertos.orgを参照）。

始動

自転車用ライトA)
電圧 約B)

要件
V=

12

– ヘッドライト

W

17.4

– テールライト

W

0.6

電動アシスト自転車システムを起動するために
は、下記の要件が満たされている必要がありま
す。
– 十分に充電されたバッテリーが挿入されている
（バッテリーの取扱説明書を参照）。
– ボードコンピューターが正しくホルダーに挿入
されている（ボードコンピューターの取扱説明
書を参照）。
– スピードセンサーが正しく接続されている(参照
„スピードセンサーをチェックする（図Aを参
照）“, ページ 日本語 – 2)。

最大出力

A) 電動アシスト自転車用バッテリーからの給電は、法規
定の如何によりすべての国別バージョンで可能である
とは限りません。
B) ランプを交換するときは、ランプがボッシュ電動アシ
スト自転車システムと互換性があり（自転車販売店に
お問い合わせください）、指定された電圧が一致する
ことを確認してください。同じ電圧のランプのみ交換
することができます。
誤って取り付けられたランプは破損するおそれがありま
す!
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電動アシスト自転車のオン／オフ

れているレベルより低いサポートレベルが選択で
きる場合もあります。

電動アシスト自転車は以下の方法でオンになりま
す。
– サイクルコンピューターがオンの状態で、ホル
ダーに装着すると、電動アシスト自転車は自動
的にオンになります。
– サイクルコンピューターとバッテリーを電動ア
シスト自転車に装着した状態で、サイクルコン
ピューターのON/OFFスイッチを1回短く押しま
す。
– サイクルコンピューターを装着した状態で、電
動アシスト自転車用バッテリーのON/OFFスイ
ッチを押します（自動車メーカー固有の搭載方
法では、バッテリーのON/OFFスイッチを操作
できない場合があります。詳しくはバッテリー
の取扱説明書を参照してください）。
ペダルを踏むと、モーターはすぐに作動します
（押し歩き補助がオフの場合、押し歩きアシスト
のオン／オフ）。モーターの出力は、サイクルコ
ンピューターで設定したアシストモードによって
異なります。
通常モード時にペダルを漕ぐのを止めるか、また
は速度が24 km/hに達すると、すぐにモーターに
よるアシストが停止します。改めてペダルを踏ん
だり、速度が24 km/hを下回ると、モーターは再
び自動的に作動します。

以下のサポートレベルを使用することができます
（すべて利用できる場合）。
– OFF：モーターによるサポートは停止し、電動
アシスト自転車を通常の自転車と同じようにペ
ダルをこいで操作します。このサポートレベル
では、押し歩きアシストをオンにすることはで
きません。
– ECO：最高の効率でサポートします（走行距離
をできるだけ伸ばしたい人向け）。
– TOUR：安定したパワーでサポートします（長
距離走行向け）。
– SPORT/eMTB:
SPORT：パワフルにサポートします（起伏のあ
るコースをスポーティに走る場合や市街地走行
向け）。
eMTB：地形に合わせて最適にサポートします
（スポーティな発進、ダイナミクスの向上、最
大限のパフォーマンスを実現。 eMTBはドライ
ブユニットBDU250P CX、BDU365、BDU450
CX、BDU480 CXとの組み合わせでのみ使用可
能。状況に応じてソフトウェアのアップデート
が必要）。
– TURBO：ペダリング頻度が高くなるまで最大限
にサポートします（スポーティな走行向け）。
呼び出したモーター出力はボードコンピューター
のディスプレイに表示されます。最大モーター出
力は選択したサポートレベルによって異なりま
す。

電動アシスト自転車は以下の方法でオフになりま
す。
– サイクルコンピューターのON/OFFスイッチを
押します。
– 電動アシスト自転車のバッテリーをON/OFFス
イッチでオフにします（自転車メーカーのソリ
ューションによってはバッテリーのON/OFFス
イッチにアクセスできない場合があります。バ
ッテリーの取扱説明書を参照してください）。
– ホルダーからサイクルコンピューターを取り外
します。
電動アシスト自転車を約10分間動かさず、同時に
サイクルコンピューターのスイッチを何も操作し
ないと、電動アシスト自転車は省エネのために自
動的にオフになります。

自転車ライトの点灯／消灯
電動アシスト自転車システムによって給電される
仕様では、ボードコンピューターを介してヘッド
ライトとテールライトを同時に点灯／消灯するこ
とができます。
走行する前に、ライトが正常に機能しているかを
毎回確認してください。

電動アシスト自転車で走行する
際の注意事項

eShift（別売）

電動アシスト自転車のドライブユニットは
いつ作動しますか？

eShiftは、電子変速システムを電動アシスト自転
車に統合したものです。eShiftのコンポーネント
は、メーカーによってドライブユニットに電気的
に接続されています。電子変速システムの操作方
法は、ボードコンピューターの取扱説明書に記載
されています。

電動アシスト自転車は走行中、ペダルをこいでい
る限りサポートされます。つまり、ペダルをこが
ないとサポートされません。モーターの出力は常
にペダルをこぐ力によって変わります。
ペダルをこぐ力が小さいと、大きな力をかけた場
合よりもサポート力が弱くなります。このこと
は、サポートレベルとは関係なく適用されます。
電動アシスト自転車のドライブユニットは、速度
が24 km/hを超えると自動的にオフになります。
速度が24 km/hを下回ると、ドライブユニットは
自動的に再び使用可能な状態になります。
例外は、電動アシスト自転車をペダルをこがずに
低速で押し歩くことができる押し歩きアシスト機

アシストモードの設定
ボードコンピューターで、ペダリング中に電動ア
シスト自転車をどの程度サポートするかを設定す
ることができます。サポートレベルは、走行中で
もいつでも変更することができます。
注意事項：サポートレベルがプリセットされ、変
更できない仕様もあります。また、ここに列挙さ
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能を使用した場合です。押し歩きアシストを使用
すると、ペダルも一緒に回ることがあります。
電動アシスト自転車は、電動アシスト自転車シス
テムをオフにするか、サポートレベルをOFFに設
定することで、いつでもサポートなしに普通の自
転車のように乗ることができます。また、バッテ
リー切れの場合も同様です。

電動アシスト自転車の丁寧な取り扱い
電動アシスト自転車のコンポーネントの動作温度
と保管温度にご注意ください。ドライブユニッ
ト、ボードコンピューター、バッテリーを極端な
温度から守ってください（換気が不十分な状態で
強い日差しに当てたりしないなど）。コンポーネ
ント（特にバッテリー）は、極端な温度では破損
する可能性があります。
年1回以上の周期で電動アシスト自転車の点検を依
頼してください（メカニズム、システムソフトウ
ェアの適時性など）。
サービスと修理に関しては自転車の販売店にお問
い合わせください。

電動アシスト自転車と変速機の相互作用
電動アシスト自転車のドライブユニットを使用す
る場合も、通常の自転車と同様に変速機を使用し
てください（電動アシスト自転車の取扱説明書を
ご確認ください）。
変速機のタイプに関係なく、ギアを変えながらペ
ダルをこぐのを短時間中断することをお勧めしま
す。これにより、ギヤチェンジしやすくなり、ド
ライブユニットの損耗も抑えられます。
適切なギヤを選択すれば、同じ力のかけ方で速度
を上げ、航続距離を伸ばすことができます。

お手入れと保管
保守と清掃
ランプを交換するときは、ランプがボッシュ電動
アシスト自転車システムと互換性があり（自転車
販売店にお問い合わせください）、指定された電
圧が一致することを確認してください。同じ電圧
のランプのみ交換することができます。
ドライブユニットを含むすべてのコンポーネント
を水に浸けたり、高圧で洗浄しないでください。
年1回以上の周期で電動アシスト自転車の点検を依
頼してください（メカニズム、システムソフトウ
ェアの適時性など）。
サービスと修理に関しては自転車の販売店にお問
い合わせください。

電動アシスト自転車の操作に慣れるには
はじめのうちは、交通量の多い道路を避けて電動
アシスト自転車に乗ることをお勧めします。
さまざまなサポートレベルを実際に試してみまし
ょう。その際、最も低いサポートレベルから始め
てください。自信がついたら、他の自転車と同じ
ように電動アシスト自転車で道路を走ってみまし
ょう。
電動アシスト自転車の航続距離をさまざまな条件
でテストしてから、長距離でより難易度の高いツ
ーリングを計画するようにしてください。

カスタマーサービス＆使い方のご相談

航続距離への影響

電動アシスト自転車とそのコンポーネントに関す
るご質問については自転車の販売店にお問い合わ
せください。
自転車の販売店の連絡先は、WEBサイトの
www.bosch-ebike.comで確認することができま
す。

航続距離は、以下のようなさまざまな要因に左右
されます。
– サポートレベル
– 速度
– ギアチェンジの仕方
– タイヤのタイプとタイヤ圧
– バッテリーの使用年数とお手入れ状態
– ルートの形状（傾斜）と条件（路面）
– 向かい風と周囲温度
– 電動アシスト自転車の重量、ユーザーの体重、
荷物の重量

廃棄
ドライブユニット、サイクルコンピ
ューター（操作ユニットを含む）、バ
ッテリー、スピードセンサー、アクセ
サリーと梱包材は、環境に適した方法
でリサイクルしてください。
電動アシスト自転車とそのコンポーネントを一般
の家庭用ごみとして廃棄しないでください。
使用できなくなったボッシュ電動アシスト自転車
のコンポーネントは自転車の販売店にお持ちくだ
さい。
予告なく変更する場合があります。

このため、走行前や走行中に航続距離を正確に予
測することはできませんが、一般的に以下のこと
が言えます。
– 電動アシスト自転車のサポートレベルが同じ場
合：ある一定の速度に達するのに必要なエネル
ギーが少ないほど（たとえばギアを最適に変え
るなど）、電動アシスト自転車のドライブが消
費するエネルギーが少なく、1回の充電で走行で
きる距離が長くなります。
– 同一条件の下でサポートレベルが高くなればな
るほど、航続距離は短くなります。

0 275 007 XD3 | (17.04.2020)

56

Bosch eBike Systems

57

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com

0 275 007 XD3 (2020.04) T / 6 JA

Active Line Plus
58

Drive Units
BDU450 CX

ja

取扱説明書

Performance Line
59

2|

(1)

A

2–
m

8m
(2)
(4)

(5)

5–1

7m

m

(3)

0 275 007 XD4 | (17.04.2020)

60

Bosch eBike Systems

日本語 – 1

安全上の注意事項
安全上の注意事項と指示にすべて目
を通してください。安全上の注意事
項と指示を守らないと、感電、火災
または/および重傷を招くことがあり
ますのでご注意ください。
すべての安全上の注意事項と指示をしっかり守っ
てください。
本取扱説明書で使用されている用語「バッテリ
ー」は、ボッシュ純正の電動アシスト自転車用バ
ッテリーのことを指しています。
u ドライブユニットの出力や最大サポート速度に
影響を及ぼす対策、特に出力や速度を向上させ
る対策を絶対に講じないでください。そうした
対策を講じると、ユーザー自身や他者に危険を
及ぼす可能性があるだけでなく、公道を走ると
違法になる場合があります。
u 電動アシスト自転車システムを改造したり、シ
ステムのパフォーマンスを向上させる可能性の
ある他の製品を取り付けたりしないでくださ
い。こうした改造を行うと、総じてシステムの
寿命は短くなり、ドライブユニットや自転車に
損傷を与える危険性があります。また、お求め
になった自転車に対する保証の請求権が失われ
るリスクもあります。さらに、システムを不適
切に取り扱うことはお客様自身の安全と他の道
路利用者の安全を危険にさらし、改ざんに起因
する事故が発生した場合の個人的な賠償責任費
用が高額になり、刑事訴追のおそれもありま
す。
u ドライブユニットをご自分で開けないでくださ
い。ドライブユニットを修理する必要がある場
合は、必ずお買い求めの販売店にお申しつけく
ださい。専門知識を備えた担当スタッフが純正
交換部品を使用して作業を行います。これによ
りドライブユニットの安全性が確実に保たれま
す。ドライブユニットを不正に開けた場合には
保証の対象外となります。
u ドライブユニットに組み込まれているすべての
コンポーネントおよび電動アシスト自転車ドラ
イブのその他すべてのコンポーネント（チェー
ンリング、チェーンリングカバー、ペダルな
ど）は、同一のコンポーネントまたは自転車メ
ーカーが電動アシスト自転車用として認めたコ
ンポーネントのみと交換することができます。
これにより、ドライブユニットが過負荷や損傷
から保護されます。
u 電動アシスト自転車で作業したり（点検、修
理、組み立て、保守、チェーン調整など）、車
や飛行機で運んだり、保管する前に電動アシス
ト自転車からバッテリーを取り外してくださ
い。電動アシスト自転車システムが誤って起動
してしまうと、けがをするおそれがあります。
u 押し歩きアシスト機能は、電動アシスト自転車
を押し歩く時にのみ使用してください。押し歩
きアシスト機能を使用している時に電動アシス
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ト自転車の車輪が地面に接触していないと、け
がをするおそれがあります。
押し歩きアシストがオンになると、ペダルも一
緒に回転することがあります。押し歩きアシス
トが作動したら、回転しているペダルから脚が
十分離れていることを確認してください。けが
をするおそれがあります。
山の中を走行したり、かなりの荷物を
載せて低速で走行するといった極端な
条件下では、ドライブユニットの部品
が60°C以上に達してしまう場合があり
ます。
走行後のドライブユニットのハウジングにむき
出しの手や足が触れないようにしてください。
低速・高トルクで走り続けたり、山の中や負荷
をかけた状態で走行するといった極端な条件下
では、ハウジングが非常に高温になる可能性が
あります。
ドライブユニットのハウジングの温度は以下の
要因の影響を受けます。
– 周囲温度
– 走行経路（コース／傾斜）
– 走行時間
– アシストモード
– ユーザーの走り方（本人のパフォーマンス）
– 総重量（ユーザー、自転車、荷物）
– ドライブユニットのモーターカバー
– 自転車フレームの放熱特性
– ドライブユニットのタイプとシフト方法
お客様がお買い求めになられた電動アシスト自
転車のメーカーが指定するボッシュ純正バッテ
リーを必ずご使用ください。それ以外のバッテ
リーを使用すると、けがや火災につながるおそ
れがあります。認定品以外のバッテリーを使用
した場合、ボッシュは一切責任を負いません。
また、保証も適用されません。
電動アシスト自転車の登録や使用に関する国内
法規を順守してください。
お使いの電動アシスト自転車の取扱説明書に記
載されている安全上の注意事項と指示にすべて
目を通し、必ず順守してください。

データの保護について
電動アシスト自転車をボッシュ診断ツールに接続
すると、ボッシュドライブユニットの使用を通じ
て製品改善のためのデータ（エネルギー消費、温
度など）がBosch eBike Systems（Robert Bosch
GmbH）に送信されます。詳細については、ボッ
シュの電動アシスト自転車関係のWEBサイト
（www.bosch-ebike.com）をご覧ください。
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製品と仕様について

使い方

用途

バッテリーの脱着

ドライブユニットは専ら電動アシスト自転車を駆
動するためのものであり、他の用途には使用でき
ません。
本書に記載された機能のほか、不具合の修正や機
能の変更のためにソフトウェアが更新される場合
があります。

電動アシスト自転車用バッテリーを脱着する取り
外す際には、バッテリーの取扱説明書を良くお読
みください。

スピードセンサーをチェックする
（図Aを 参照）
スピードセンサー（標準）
スピードセンサー(2)と付属のスポークマグネット
(3)は、スポークマグネットが車輪の1回転で少な
くとも5mm～17mmの間隔でスピードセンサーを
通過するように取り付ける必要があります。
注意事項：スピードセンサー(2)とスポークマグネ
ット(3)との間隔が狭すぎる、あるいは広すぎた
り、スピードセンサー(2)が正しく接続されていな
いと、速度が表示されず、電動アシスト自転車の
ドライブユニットは緊急モードで動作します。
この場合、スポークマグネット(3)のネジを緩め、
スポークマグネットがスピードセンサーに付けら
れたマークに沿って正しい間隔で通過するようス
ポークに固定してください。それでもタコメータ
ーに速度が表示されない場合は、自転車の販売店
にお問い合わせください。

各部の名称
本取扱説明書に記載されている内容は、電動アシ
スト自転車の仕様に応じて実際の装備と異なる場
合があります。
記載のコンポーネントの番号は、本書冒頭のペー
ジにある構成図の番号に対応しています。
(1) ドライブユニット
(2) スピードセンサー
(3) スピードセンサーのスポークマグネット
(4) スピードセンサー（スリム）A)
(5) マグネットB)
A) 様々なセンサー形状と取付け位置に対応
B) 様々な取付け位置に対応

テクニカルデータ
ドライブユニット

Drive Unit
Performance Line CX

製品コード
連続定格出力

BDU450 CX
W

250

最大ドライブトルク

Nm

75

定格電圧

V=

36

使用温度範囲

°C

–5 ... +40

保管温度

°C

+10 ... +40

保護クラス
重量約

スピードセンサー（スリム）
スピードセンサー（スリム）(4)と付属のマグネッ
ト(5)は、マグネットが車輪の1回転で少なくとも
2mm～8mmの間隔でスピードセンサーを通過する
ように取り付ける必要があります。
設計を変更する場合には、マグネットとセンサー
間の距離が必ず正確に保たれるようにしてくださ
い（図Aを参照）。
注意事項：後輪を脱着する際、センサーやセンサ
ーホルダーを損傷しないよう注意してください。

動作

IP 54
kg

3

始動

ボッシュの電動アシスト自転車はFreeRTOSを使用していま
す（http://www.freertos.orgを参照）。

要件

自転車用ライトA)
電圧 約B)

V=

12

– ヘッドライト

W

17.4

– テールライト

W

0.6

電動アシスト自転車システムを起動するために
は、下記の要件が満たされている必要がありま
す。
– 十分に充電されたバッテリーが挿入されている
（バッテリーの取扱説明書を参照）。
– ボードコンピューターが正しくホルダーに挿入
されている（ボードコンピューターの取扱説明
書を参照）。
– スピードセンサーが正しく接続されている(参照
„スピードセンサーをチェックする （図Aを参
照）“, ページ 日本語 – 2)。

最大出力

A) 電動アシスト自転車用バッテリーからの給電は、法規
定の如何によりすべての国別バージョンで可能である
とは限りません。
B) ランプを交換するときは、ランプがボッシュ電動アシ
スト自転車システムと互換性があり（自転車販売店に
お問い合わせください）、指定された電圧が一致する
ことを確認してください。同じ電圧のランプのみ交換
することができます。
誤って取り付けられたランプは破損するおそれがありま
す!
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電動アシスト自転車のオン／オフ

れているレベルより低いサポートレベルが選択で
きる場合もあります。
呼び出したモーター出力はボードコンピューター
のディスプレイに表示されます。最大モーター出
力は選択したサポートレベルによって異なりま
す。

電動アシスト自転車は以下の方法でオンになりま
す。
– サイクルコンピューターがオンの状態で、ホル
ダーに装着すると、電動アシスト自転車は自動
的にオンになります。
– サイクルコンピューターとバッテリーを電動ア
シスト自転車に装着した状態で、サイクルコン
ピューターのON/OFFスイッチを1回短く押しま
す。
– サイクルコンピューターを装着した状態で、電
動アシスト自転車用バッテリーのON/OFFスイ
ッチを押します（自動車メーカー固有の搭載方
法では、バッテリーのON/OFFスイッチを操作
できない場合があります。詳しくはバッテリー
の取扱説明書を参照してください）。
ペダルを踏むと、モーターはすぐに作動します
（押し歩き補助がオフの場合、押し歩きアシスト
のオン／オフ）。モーターの出力は、サイクルコ
ンピューターで設定したアシストモードによって
異なります。
通常モード時にペダルを漕ぐのを止めるか、また
は速度が24 km/hに達すると、すぐにモーターに
よるアシストが停止します。改めてペダルを踏ん
だり、速度が24 km/hを下回ると、モーターは再
び自動的に作動します。

以下のサポートレベルを使用することができます
（すべて利用できる場合）。
– OFF：モーターによるサポートは停止し、電動
アシスト自転車を通常の自転車と同じようにペ
ダルをこいで操作します。このサポートレベル
では、押し歩きアシストをオンにすることはで
きません。
– ECO：最高の効率でサポートします（走行距離
をできるだけ伸ばしたい人向け）。
– TOUR：安定したパワーでサポートします（長
距離走行向け）。
– SPORT/eMTB:
SPORT：パワフルにサポートします（起伏のあ
るコースをスポーティに走る場合や市街地走行
向け）。
eMTB：地形に合わせて最適にサポートします
（スポーティな発進、ダイナミクスの向上、最
大限のパフォーマンスを実現。 eMTBはドライ
ブユニットBDU250P CX、BDU365、BDU450
CX、BDU480 CXとの組み合わせでのみ使用可
能。状況に応じてソフトウェアのアップデート
が必要）。
– TURBO：ペダリング頻度が高くなるまで最大限
にサポートします（スポーティな走行向け）。

電動アシスト自転車は以下の方法でオフになりま
す。
– サイクルコンピューターのON/OFFスイッチを
押します。
– 電動アシスト自転車のバッテリーをON/OFFス
イッチでオフにします（自転車メーカーのソリ
ューションによってはバッテリーのON/OFFス
イッチにアクセスできない場合があります。バ
ッテリーの取扱説明書を参照してください）。
– ホルダーからサイクルコンピューターを取り外
します。
電動アシスト自転車を約10分間動かさず、同時に
サイクルコンピューターのスイッチを何も操作し
ないと、電動アシスト自転車は省エネのために自
動的にオフになります。

自転車ライトの点灯／消灯
電動アシスト自転車システムによって給電される
仕様では、ボードコンピューターを介してヘッド
ライトとテールライトを同時に点灯／消灯するこ
とができます。
走行する前に、ライトが正常に機能しているかを
毎回確認してください。

電動アシスト自転車で走行する
際の注意事項

eShift（別売）

電動アシスト自転車のドライブユニットは
いつ作動しますか？

eShiftは、電子変速システムを電動アシスト自転
車に統合したものです。eShiftのコンポーネント
は、メーカーによってドライブユニットに電気的
に接続されています。電子変速システムの操作方
法は、ボードコンピューターの取扱説明書に記載
されています。

電動アシスト自転車は走行中、ペダルをこいでい
る限りサポートされます。つまり、ペダルをこが
ないとサポートされません。モーターの出力は常
にペダルをこぐ力によって変わります。
ペダルをこぐ力が小さいと、大きな力をかけた場
合よりもサポート力が弱くなります。このこと
は、サポートレベルとは関係なく適用されます。
電動アシスト自転車のドライブユニットは、速度
が24 km/hを超えると自動的にオフになります。
速度が24 km/hを下回ると、ドライブユニットは
自動的に再び使用可能な状態になります。

アシストモードの設定
ボードコンピューターで、ペダリング中に電動ア
シスト自転車をどの程度サポートするかを設定す
ることができます。サポートレベルは、走行中で
もいつでも変更することができます。
注意事項：サポートレベルがプリセットされ、変
更できない仕様もあります。また、ここに列挙さ
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例外は、電動アシスト自転車をペダルをこがずに
低速で押し歩くことができる押し歩きアシスト機
能を使用した場合です。押し歩きアシストを使用
すると、ペダルも一緒に回ることがあります。
電動アシスト自転車は、電動アシスト自転車シス
テムをオフにするか、サポートレベルをOFFに設
定することで、いつでもサポートなしに普通の自
転車のように乗ることができます。また、バッテ
リー切れの場合も同様です。

電動アシスト自転車の丁寧な取り扱い
電動アシスト自転車のコンポーネントの動作温度
と保管温度にご注意ください。ドライブユニッ
ト、ボードコンピューター、バッテリーを極端な
温度から守ってください（換気が不十分な状態で
強い日差しに当てたりしないなど）。コンポーネ
ント（特にバッテリー）は、極端な温度では破損
する可能性があります。
年1回以上の周期で電動アシスト自転車の点検を依
頼してください（メカニズム、システムソフトウ
ェアの適時性など）。
サービスと修理に関しては自転車の販売店にお問
い合わせください。

電動アシスト自転車と変速機の相互作用
電動アシスト自転車のドライブユニットを使用す
る場合も、通常の自転車と同様に変速機を使用し
てください（電動アシスト自転車の取扱説明書を
ご確認ください）。
変速機のタイプに関係なく、ギアを変えながらペ
ダルをこぐのを短時間中断することをお勧めしま
す。これにより、ギヤチェンジしやすくなり、ド
ライブユニットの損耗も抑えられます。
適切なギヤを選択すれば、同じ力のかけ方で速度
を上げ、航続距離を伸ばすことができます。

お手入れと保管
保守と清掃
ランプを交換するときは、ランプがボッシュ電動
アシスト自転車システムと互換性があり（自転車
販売店にお問い合わせください）、指定された電
圧が一致することを確認してください。同じ電圧
のランプのみ交換することができます。
ドライブユニットを含むすべてのコンポーネント
を水に浸けたり、高圧で洗浄しないでください。
年1回以上の周期で電動アシスト自転車の点検を依
頼してください（メカニズム、システムソフトウ
ェアの適時性など）。
サービスと修理に関しては自転車の販売店にお問
い合わせください。

電動アシスト自転車の操作に慣れるには
はじめのうちは、交通量の多い道路を避けて電動
アシスト自転車に乗ることをお勧めします。
さまざまなサポートレベルを実際に試してみまし
ょう。その際、最も低いサポートレベルから始め
てください。自信がついたら、他の自転車と同じ
ように電動アシスト自転車で道路を走ってみまし
ょう。
電動アシスト自転車の航続距離をさまざまな条件
でテストしてから、長距離でより難易度の高いツ
ーリングを計画するようにしてください。

カスタマーサービス＆使い方のご相談
電動アシスト自転車とそのコンポーネントに関す
るご質問については自転車の販売店にお問い合わ
せください。
自転車の販売店の連絡先は、WEBサイトの
www.bosch-ebike.comで確認することができま
す。

航続距離への影響
航続距離は、以下のようなさまざまな要因に左右
されます。
– サポートレベル
– 速度
– ギアチェンジの仕方
– タイヤのタイプとタイヤ圧
– バッテリーの使用年数とお手入れ状態
– ルートの形状（傾斜）と条件（路面）
– 向かい風と周囲温度
– 電動アシスト自転車の重量、ユーザーの体重、
荷物の重量

廃棄
ドライブユニット、サイクルコンピ
ューター（操作ユニットを含む）、バ
ッテリー、スピードセンサー、アクセ
サリーと梱包材は、環境に適した方法
でリサイクルしてください。
電動アシスト自転車とそのコンポーネントを一般
の家庭用ごみとして廃棄しないでください。
使用できなくなったボッシュ電動アシスト自転車
のコンポーネントは自転車の販売店にお持ちくだ
さい。
予告なく変更する場合があります。

このため、走行前や走行中に航続距離を正確に予
測することはできませんが、一般的に以下のこと
が言えます。
– 電動アシスト自転車のサポートレベルが同じ場
合：ある一定の速度に達するのに必要なエネル
ギーが少ないほど（たとえばギアを最適に変え
るなど）、電動アシスト自転車のドライブが消
費するエネルギーが少なく、1回の充電で走行で
きる距離が長くなります。
– 同一条件の下でサポートレベルが高くなればな
るほど、航続距離は短くなります。
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てください。漏れ出たバッテリー液が皮膚に接
触すると、刺激を受けたり、やけどにつながる
おそれがあります。
u バッテリーに機械的衝撃を加えないでくださ
い。バッテリーが損傷するおそれがあります。
u バッテリーが損傷していた場合や、バッテリー
を不適切に使用した場合、煙が発生する可能性
があります。その場合には新鮮な空気を取り入
れ、不快感がある場合には医師の診断を受けて
ください。煙が気道を刺激する可能性がありま
す。
u バッテリーの充電には必ずボッシュの純正充電
器を使用してください。ボッシュの純正品以外
の充電器を使用すると、火災の危険が生じるお
それがあります。
u このバッテリーは必ず、ボッシュ純正の電動ア
シスト自転車システムを搭載した電動アシスト
自転車で使用してください。その場合にのみ、
バッテリーは危険な過負荷から保護されます。
u お客様がお買い求めになられた電動アシスト自
転車のメーカーが指定するボッシュ純正バッテ
リーを必ずご使用ください。それ以外のバッテ
リーを使用すると、けがや火災につながるおそ
れがあります。認定品以外のバッテリーを使用
した場合、ボッシュは一切責任を負いません。
また、保証も適用されません。
u バッテリーはお子様の手の届かない場所に保管
してください。
u お使いの電動アシスト自転車の取扱説明書に記
載されている安全上の注意事項と指示にすべて
目を通し、必ず順守してください。
お客様の安全、そして弊社の製品の安全は、私た
ちにとって非常に重要です。弊社の電動アシスト
自転車用バッテリーは、最新の技術を用いて開
発・製造されたリチウムイオンバッテリーです。
私たちは、関係する安全規格を全て達成し、項目
によってはそれを上回っています。充電された状
態のリチウムイオンバッテリーには多量のエネル
ギーが含まれています。不具合が発生した場合
（外見からは分からないことがあります）、非常
にまれなケースですが、不利な条件が重なると、
リチウムイオンバッテリーが発火することがあり
ます。

安全上の注意事項
安全上の注意事項と指
示にすべて目を通して
ください。安全上の注
意事項と指示を守らな
いと、感電、火災また
は/および重傷を招くことがありますのでご注意く
ださい。
リチウムイオンバッテリーセルの内容物は、一定
の条件下で発煙、発火する可能性があります。取
り扱いに当たっては、この取扱説明書の指示を守
ってください。
すべての安全上の注意事項と指示をしっかり守っ
てください。
本取扱説明書で使用されている用語「バッテリ
ー」は、ボッシュ純正の電動アシスト自転車用バ
ッテリーのことを指しています。
u 電動アシスト自転車の整備作業（点検、修理、
組み立て、メンテナンス、チェーン周りの作業
など）を行う場合、電動アシスト自転車を車両
や航空機で輸送する場合、または保管するとき
は、事前に電動アシスト自転車からバッテリー
を取り外してください。 電動アシスト自転車シ
ステムが不意に作動し、負傷する危険がありま
す。
u バッテリーを分解しないでください。ショート
するおそれがあります。バッテリーを分解した
場合、一切の保証が無効になります。
u バッテリーを熱（長時間にわたる直射日光）や
火炎から保護してください。また、水に浸漬し
ないでください。高温の物体、または可燃物の
近くでバッテリーを保管／使用しないでくださ
い。これを守らないと爆発につながるおそれが
あります。
u 端子間を短絡するおそれのあるクリップ、硬
貨、鍵、釘、ネジやその他の小さな金属製のも
のに、使用していないバッテリーを近づけない
でください。バッテリーの端子間のショート
は、火災につながるおそれがあります。ユーザ
ーの不注意による端子のショートが原因で起き
た損害に関し、ボッシュは一切の責任を負いま
せん。
u 機械的な負荷や強い熱衝撃がかからないように
してください。バッテリーセルが損傷し、可燃
性のある内容物が漏れ出る場合があります。
u 充電器とバッテリーを可燃物の近くに置かない
でください。バッテリーの充電は、周囲に燃え
るもののない、乾燥した場所で行ってくださ
い。充電中の発熱のため、火災が発生するおそ
れがあります。
u 電動アシスト自転車用バッテリーを充電したま
ま放置しないでください。
u 誤って使用すると、バッテリーから液体が漏れ
出るおそれがあります。その液体に決して触れ
ないでください。触れてしまった場合には、す
ぐにきれいな水で洗い流してください。液体が
目に入った場合には、すぐに医師の診断を受け
Bosch eBike Systems

データの保護について
電動アシスト自転車をボッシュの診断ツール
（Bosch DiagnosticTool）に接続したときに、製
品改良の目的のため、ボッシュ製電動アシスト自
転車用バッテリーの使用状況に関するデータ（温
度、セル電圧など）がBosch eBike
Systems（Robert Bosch GmbH）に伝えられま
す。 詳細については、ボッシュの電動アシスト自
転車関係のWEBサイト www.bosch-ebike.com を
ご覧ください。
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製品と仕様について

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

用途
ボッシュの電動アシスト自転車用バッテリーは、
電動アシスト自転車のドライブユニットに電力を
供給するためにのみ使用することができ、他の用
途には使用できません。

各部の名称
記載のコンポーネントの番号は、本書冒頭のペー
ジにある構成図の番号に対応しています。
以下の図は、バッテリーとそのホルダー以外の部
品はすべて略図で示したもので、ご使用になられ
ている電動アシスト自転車のものと若干異なる可
能性があります。
本書に記載された機能のほか、不具合の修正や機
能の変更のためにソフトウェアが更新される場合
があります。

動作／充電レベルインジケーター
ON/OFFスイッチ
バッテリー用ロックのキー
バッテリー用ロック
標準バッテリーの上部ホルダー
標準バッテリー
標準バッテリーの下部ホルダー
充電器
充電プラグ用差込口
充電プラグ用差込口のカバー
PowerTubeバッテリー保持装置
PowerTubeバッテリー
PowerTubeバッテリー用ロックフック

テクニカルデータ
リチウムイオンバッテリー

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

BBS242A)

BBS266

BBS276

製品コード
定格電圧

V=

36

36

36

定格容量

Ah

8.2

11

13.4

エネルギー

Wh

300

400

500

使用温度範囲

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

–5 ... +40

保管温度

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

+10 ... +40

充電可能温度範囲

°C

0 ... +40

0 ... +40

0 ... +40

重量約

kg

2.5

2.5

2.6

IP 54

IP 54

IP 54

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

BBP287 横型A)
BBP288 縦型A)

BBP285 横型
BBP286 縦型

BBP295 横型
BBP296 縦型

保護クラス

A) バッテリー2個を使用するシステムで、他のバッテリーと組み合わせた使用すは不可

リチウムイオンバッテリー
製品コード
定格電圧

V=

36

36

36

定格容量

Ah

11

13.4

16.7

エネルギー

Wh

400

500

625

使用温度範囲

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

–5 ... +40

保管温度

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

+10 ... +40

充電可能温度範囲

°C

0 ... +40

0 ... +40

0 ... +40

重量約

kg

2.9

2.9

3.5

IP 54

IP 54

IP 54

保護クラス

A) バッテリー2個を使用するシステムで、他のバッテリーと組み合わせた使用すは不可

初回の使用前のバッテリーの点検

使い方
u

初めて充電する前、またはお手元の電動アシスト
自転車に初めて取り付けて使用する前に、バッテ
リーを確認してください。
ON/OFFスイッチ (2) を押し、バッテリーのスイ
ッチをオンにします。充電レベルインジケータ

バッテリーは必ず清潔な場所に置いてくださ
い。充電プラグ用差込口と端子が砂や土などで
汚れないようにしてください。
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ー(1)のLEDが点灯しない場合には、バッテリーが
故障している可能性があります。
充電レベルインジケーター(1)のLEDが、少なくと
も1個は点灯するものの、全部は点灯しないという
場合には、初めて使用する前にバッテリーを満充
電してください。
u 損傷したバッテリーを充電／使用しないでくだ
さい。自転車を購入した販売店に連絡してくだ
さい。

電動アシスト自転車で2個のバッテリーを
使用する場合（オプション）
メーカーによっては、バッテリーを2個装備した電
動アシスト自転車も提供しています。その場合、
片方のバッテリーの充電プラグ用差込口はアクセ
スできないようになっているか、または自転車メ
ーカーによりロックキャップが被せられていま
す。バッテリーの充電は、アクセス可能な充電プ
ラグ用差込口からのみ行えます。
u 自転車メーカーによってロックされた充電プラ
グ用差込口は決して開かないでください。自転
車メーカーによってロックされた側の充電プラ
グ用差込口から充電すると、回復不能な損傷を
招くおそれがあります。
バッテリーを2個搭載するタイプの電動アシスト自
転車で、バッテリーを1個だけ使用する場合は、空
いたソケットの接触面に、付属品セットに含まれ
るカバーを被せ、露出した接触面でショートしな
いようにしてください（図AとBを参照）。

バッテリーの充電
ボッシュの電動アシスト自転車用バッテリー
は、ボッシュの純正電動アシスト自転車用充電
器で必ず充電してください。
注意事項：バッテリーは仮充電した状態で納入さ
れます。バッテリーの出力をフルに引き出すため
に、初回のご使用前に充電器でバッテリーを満充
電してください。
バッテリーを充電する前に、充電器の取扱説明書
をよく読み、その指示を守ってください。
バッテリーは、現在の充電レベルに関係なく、い
つでも充電できます。充電プロセス中に充電を中
断しても、バッテリーが損傷することはありませ
ん。
バッテリーには温度モニターが付属しており、温
度が0 °C以上、40 °C以下のときにのみ充電が行わ
れます。
バッテリーが充電適温範
囲外にあるときは、充電
レベルインジケータ
ー(1)のLEDが3個点滅し
ます。バッテリーを充電
器から遮断し、周囲の温
度環境に慣らしてくださ
い。
バッテリーが充電に適した温度になったことを確
認してから、バッテリーを再び充電器につないで
ください。
u

2個積みバッテリーパックの充電プロセス
バッテリーを2個装備している電動アシスト自転車
の場合、ロックされていない接続部でバッテリー
を充電することができます。2つのバッテリーは約
80～90%まで順番に充電されてから、並行して満
充電に至ります（2つのバッテリーのLEDが点
滅）。
動作中、2つのバッテリーは交互に放電します。
バッテリーをホルダーから取り外せば、各バッテ
リーを個別に充電することができます。
バッテリーを1個だけ装着する場合の充電手順
バッテリーを1個だけ装着する場合、電動アシスト
自転車に取り付けた状態で充電できるのは、充電
プラグ用差込口にアクセス可能なバッテリーのみ
です。充電プラグ用差込口をロックされたバッテ
リーを充電するためには、バッテリーをホルダー
から取り出す必要があります。

バッテリーの脱着

残量表示
充電レベルインジケーター(1)には緑色のLEDが5
個あり、バッテリーをオンにすると、その充電状
態がこれによって示されます。
LEDはそれぞれ約20％の容量を表しています。バ
ッテリーが満充電状態になると、5個のLEDがすべ
て点灯します。
オンにしたバッテリーの充電レベルは、オンボー
ドコンピューターのディスプレイにも表示されま
す。これについては、ドライブユニットとオンボ
ードコンピューターの取扱説明書を読み、その指
示に従ってください。
バッテリーの残り容量が5％を切ると、バッテリー
の充電レベルインジケーター(1)のLEDがすべて消
えますが、オンボードコンピューターの表示機能
は働き続けます。
充電終了後にバッテリーを充電器から取り外し、
充電器の電源を外します。

Bosch eBike Systems

u

バッテリーをホルダーに装着するとき、および
ホルダーから取り出すときは、必ずバッテリー
と電動アシスト自転車システムの両方をオフに
してください。

標準バッテリーの脱着（図Aを参照）
バッテリーを装着するには、キー(3)をロック(4)
に差し込み、ロックを開錠する必要があります。
標準バッテリー(6)を装着するには、電動アシスト
自転車の下部ホルダー(7)の接触面とバッテリーの
接続部を噛み合わせます（バッテリーは電動アシ
スト自転車のフレームに対し、最大7°まで傾ける
ことができます）。上部ホルダー(5)内で停止位置
に達するまで、バッテリーを傾けます。達する
と、カチッと噛み合う音がはっきり聞こえます。
バッテリーがしっかり固定され、どの方向にもぐ
らつかないことを確認してください。バッテリー
を装着した後は必ずロック(4)を施錠してくださ
い。これにより、何かのはずみでロックが開き、
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バッテリーがホルダーから脱落するのを防ぐこと
ができます。
施錠後は、必ずロック(4)からカギ(3)を抜き取っ
てください。それにより、カギの落下による紛失
や、電動アシスト自転車停車中に第三者によって
バッテリーが持ち去られるのを防ぐことができま
す。
標準バッテリー (6) を取り出すには、バッテリー
のスイッチをオフにし、カギ(3)でロックを開錠し
ます。バッテリーを傾けて上部ホルダー(5)から外
してから、下部ホルダー(7)から引き抜きます。

した場合、ボッシュは一切責任を負いません。
また、保証も適用されません。
スイッチ オン／オフ
バッテリーのスイッチオンは、電動アシスト自転
車システムをオンにする手段のひとつです。これ
については、ドライブユニットとボードコンピ
ューターの取扱説明書を読み、その指示に従って
ください。
バッテリーまたは電動アシスト自転車システムを
オンする前に、ロック(4)が施錠されていることを
確認してください。
バッテリーをオンするには、ON/OFFスイッチ(2)
を押します。先が尖った物や鋭利な物を使用して
スイッチを押さないでください。充電レベルイン
ジケーター(1)のLEDが点灯し、現在の充電状態を
示します。
注意事項：バッテリーの残量が5％を切ると、バッ
テリーの充電レベルインジケーター(1)のLEDはひ
とつも点灯しません。電動アシスト自転車システ
ムがオンになったかどうかは、ボードコンピュー
ターでしか確認できません。
バッテリーをオフにするには、ON/OFFスイッチ
(2)を再度押します。すると充電レベルインジケー
ター(1)のLEDが消灯します。電動アシスト自転車
システムも同時にオフになります。
10分間以上にわたり電動アシスト自転車の駆動シ
ステムにパワーが要求されず（例：電動アシスト
自転車が停車中）、かつボードコンピューターま
たは電動アシスト自転車操作ユニットのボタンが
押されなかった場合には、省エネのために電動ア
シスト自転車システムとバッテリーは自動的にオ
フに切り換わります。
バッテリーは「Electronic Cell Protection
(ECP)」 （電子セルプロテクション） により、過
放電、過充電、オーバーヒートとショートから保
護されています。何らかの危険を検知すると、保
護回路が働き、バッテリーは自動的にオフになり
ます。
バッテリーの不具合が検
出されると、充電レベル
インジケーター(1)の
LEDが2個点滅し始めま
す。その場合は、自転車
を購入した販売店に連絡
してください。

PowerTubeバッテリーの取り出し（図Bを参照）
❶ PowerTubeバッテリー(12)を取り出すには、
ロック(4)をカギ(3)で開錠します。するとバ
ッテリーはロック解除され、保持装置(11)内
に落下します。
❷ 保持装置を上から押すと、バッテリーは完全
にロック解除され、作業者の手の中に収まり
ます。それからバッテリーをフレームから抜
き取ります。
注意事項：構造上の違いから、バッテリーの脱着
方法がこの説明と異なる可能性があります。その
ため、電動アシスト自転車メーカーの取扱説明書
をよくお読みください。
PowerTubeバッテリーの装着（図Cを参照）
バッテリーを装着するには、カギ(3)をロック(4)
に差し込み、ロックを開錠する必要があります。
❶ PowerTubeバッテリー(12)を装着するには、
フレームの下部ホルダーの接触面とバッテリ
ーの接続部を噛み合わせます。
❷ バッテリーを上方に、保持装置(11)によって
保持されるまで押し込みます。
❸ カギでロックを開錠してから、バッテリーを
上方に、カチッと噛み合う音がはっきり聞こ
えるまで押し付けます。バッテリーがしっか
り固定され、どの方向にもぐらつかないこと
を確認してください。
❹ バッテリーを装着した後は必ずロック(4)を施
錠してください。これにより、何かのはずみ
でロックが開き、バッテリーがホルダーから
脱落するのを防ぐことができます。
施錠後は、必ずロック(4)からカギ(3)を抜き取っ
てください。それにより、カギの落下による紛失
や、電動アシスト自転車停車中に第三者によって
バッテリーが持ち去られるのを防ぐことができま
す。

バッテリーの最適な取り扱い方法
バッテリーは正しくお手入れし、特に適温下で保
管すると、寿命を延ばすことができます。
とはいえ、良好な状態で管理していても、劣化の
進行とともにバッテリーの容量は低下します。
充電後の使用可能時間が目立って短くなったら、
バッテリーの寿命が近づいています。それが、バ
ッテリーの交換時期となります。

操作
使用方法
u

お客様がお買い求めになられた電動アシスト自
転車のメーカーが指定するボッシュ純正バッテ
リーを必ずご使用ください。それ以外のバッテ
リーを使用すると、けがや火災につながるおそ
れがあります。認定品以外のバッテリーを使用
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バッテリー保管前、保管中の充電
長期間にわたってバッテリーを使用しない場合（3
カ月以上）、充電レベルを約30～60％（充電レベ
ルインジケーター(1)のLEDが2個または3個点灯）
の状態に保ってください。
6カ月が経過した頃に充電レベルを点検してくださ
い。充電レベルインジケーター(1)のLEDが1個だ
け点灯する場合は、充電レベルが約30～60％に回
復するまで充電してください。
注意事項：バッテリーを空の状態で長時間放置す
ると、少しずつとはいえ自然放電が進み、蓄電容
量が大きく低下します。
バッテリーを長時間にわたり充電器につないだま
まにすることはあまり推奨できません。

バッテリーは清潔な状態に保ってください。清掃
は、水気を含んだ柔らかい布を使って丁寧に行っ
てください。
接続プラグの端子をときどき掃除し、グリースを
塗布してください。
寿命が来て使用できなくなったバッテリーの廃棄
方法は、、自転車の販売店にご相談ください。

カスタマーサービス＆使用方法のご相談
バッテリーに関するご質問については、ご購入の
自転車販売店にお問い合わせください。
u カギのメーカー名と番号(3)をメモしておいてく
ださい。カギを紛失した場合は、ご購入の自転
車販売店にご連絡ください。その際、カギのメ
ーカー名と番号を伝えてください。
自転車の販売店の連絡先は、WEBサイトの
www.bosch-ebike.comで確認することができま
す。

保管条件
バッテリーはできるかぎり乾燥し、風通しの良い
場所で保管してください。湿気や水濡れから保護
してください。天候不順の間は、バッテリーを電
動アシスト自転車から外し、次回使用するときま
で密閉された場所で保管してください。
電動アシスト自転車用バッテリーの保管に適した
場所：
– 煙探知器のある室内
– 可燃物や燃え上がりやすい物が近くにない場所
– 熱源が近くにないこと
電動アシスト自転車用バッテリーが本来の寿命を
全うできるよう、電動アシスト自転車用バッテリ
ーを10 °C～20 °Cの温度範囲で保管してくださ
い。–10 °C以下、または60 °C以上の温度下では
原則的に保管しないでください。
保管温度の上限を超えないよう十分注意してくだ
さい。夏季にバッテリーを車両に乗せたままにし
たり、長時間直射日光にさらさないでください。
バッテリーを電動アシスト自転車に取り付けたま
ま保管する（放置する）のは推奨できません。

輸送
電動アシスト自転車を自動車で運ぶ際、車内に
積まず、車外のラゲージキャリアに載せて運ぶ
場合は、損傷を防ぐために、ボードコンピュー
ターとバッテリーを電動アシスト自転車から取
り外しておいてください。
バッテリーは危険物に関する法令の要件が適用さ
れます。個人のユーザーはそれ以上に要件を課さ
れることなく、破損していないバッテリーを輸送
することができます。
バッテリーの運送は、外装に損傷がなく、バッテ
リーが正常に機能する場合にのみ許可されます。
輸送する場合には、ボッシュ純正の梱包材を使用
してください。露出した端子面をテープなどで覆
い、梱包内でバッテリーが動かないようにしてく
ださい。また、内容物がリチウムイオンバッテリ
ーであることを輸送業者に伝えてください。ま
た、その他の地域の規定にも注意してください。
バッテリーの輸送に関しては正規販売店にお問い
合わせください。正規販売店では適切な輸送用梱
包材もご注文いただけます。
u

不具合発生時の対応
修理のためであったとしても、ボッシュの電動ア
シスト自転車用バッテリーを絶対にこじあけない
でください。それによってショートなどが発生
し、ボッシュの電動アシスト自転車用バッテリー
が発火する危険があります。この危険は、いった
んこじ開けた電動アシスト自転車用バッテリーを
後で再使用した場合にも生じることがあります。
そのため、不具合が発生した場合にはボッシュの
電動アシスト自転車用バッテリーをご自分で修理
しようとせず、ボッシュの電動アシスト自転車用
バッテリーをお買い求めの販売店にお問い合わせ
ください。

廃棄
不要になったバッテリー、アクセサリ
ーと梱包材は、環境に適合した方法で
リサイクルしてください。
バッテリーを家庭用ごみとして廃棄しないでくだ
さい。
バッテリーを廃棄する前に、電極の接触面を覆う
ために粘着テープを貼ってください。
電動アシスト自転車用バッテリーがひどく損傷し
ている場合は、決して素手で触れないでくださ
い。電解液が漏れ出し、皮膚がかぶれるおそれが
あります。不具合のあるバッテリーは、屋外の安
全な場所に保管してください。その場合も、電極
を覆い、最寄りの販売店に連絡してください。販
売店から、適切な方法で廃棄処分するためのアド
バイスが得られるはずです。

お手入れと保管
保守と清掃
u

バッテリーを水に漬けたり、高圧洗浄機で洗い
流したりしないでください。

Bosch eBike Systems
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使用しなくなったバッテリーの廃棄方法は、、自
転車の販売店にご相談ください。
リチウムイオン：
(参照 „輸送“, ページ 日本語 – 5)の項に
記載されている指示に注意してくださ
い。
予告なく変更する場合があります。
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eBike Battery Charger 36-4/230
0 275 007 907

Standard Charger BCS220

Input: 230V
50Hz 1.5A
Output: 36V 4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries
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日本語 – 1
お使いの電動アシスト自転車の取扱説明書に記
載されている安全上の注意事項と指示にすべて
目を通し、必ず順守してください。
u 充電器の下側には、注意事項が英語で記載され
たラベル（図の番号(4)、意味：ボッシュ製のリ
チウムイオンバッテリーのみを使用してくださ
い！）が貼付されています!

安全上の注意事項

u

安全上の注意事項と指
示にすべて目を通して
ください。安全上の注
意事項と指示を守らな
いと、感電、火災また
は/および重傷を招くことがありますのでご注意く
ださい。
すべての安全上の注意事項と指示をしっかり守っ
てください。
本取扱説明書で使用されている用語「バッテリ
ー」は、ボッシュ純正の電動アシスト自転車用バ
ッテリーのことを指しています。
充電器に雨水などがかからないように
してください。水分が充電器の内部に
浸入してしまうと、感電する危険が高
まります。
u ボッシュ製電動アシスト自転車専用のリチウム
イオンバッテリー以外は充電しないでくださ
い。バッテリー電圧は充電器の充電電圧と一致
する必要があります。一致していない場合に
は、火災や爆発につながるおそれがあります。
u 充電器を清潔に保ってください。汚れている
と、感電する危険が高まります。
u 充電器を使用する際は毎回、事前に電源コード
と電源プラグを点検してください。充電器が損
傷している場合は決して使用しないでくださ
い。充電器をご自分で分解しないでください。
充電器、電源コートや電源プラグが損傷する
と、感電の危険が高まります。
u 充電器を燃えやすいもの（紙、布など）の上に
置いたり、火の気のある場所で使用しないでく
ださい。充電器の温度が作動中に高くなるた
め、火災が発生するおそれがあります。
u 充電中に充電器に触れる時は注意してくださ
い。作業時に保護手袋を着用してください。充
電器は、周囲温度が高い場合には非常に高温に
なることがあります。
u バッテリーが損傷していたり、バッテリーを不
適切に使用すると、煙が発生する可能性があり
ます。その場合には新鮮な空気を取り入れ、問
題がある場合には医師の診断を受けてくださ
い。煙が気道を刺激する可能性があります。
u 電動アシスト自転車用バッテリーを充電したま
ま放置しないでください。
u 使用、清掃およびメンテナンスを行う際にはお
子様に注意してください。お子様が充電器で遊
ばないようにご注意ください。
u お子様、精神・知覚・知的障害のある方、なら
びに経験や知識が十分でない方は、監視のもと
で使用するか、または充電器の安全な取扱いに
関して指導を受けている場合にのみ使用してく
ださい。これを守らないと、誤操作や負傷につ
ながるおそれがあります。
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製品と仕様について
用途
本書に記載された機能のほか、不具合の修正や機
能の変更のためにソフトウェアが更新される場合
があります。
ボッシュの電動アシスト自転車用充電器は、ボッ
シュの電動アシスト自転車用バッテリーを充電す
るためにのみ使用することができ、他の用途には
使用できません。

各部の名称
記載のコンポーネントの番号は、本書冒頭のペー
ジにある構成図の番号に対応しています。
本取扱説明書に記載されている内容は、電動アシ
スト自転車の仕様に応じて実際の装備と若干異な
る場合があります。
(1) 充電器
(2) ACプラグ差込口
(3) ACプラグ
(4) 充電器に関する安全上の注意事項
(5) 充電プラグ
(6) 充電プラグ差込口
(7) 充電プラグ差込口のカバー
(8) リアラックバッテリー
(9) 充電レベルインジケーター
(10) バッテリーのON/OFFスイッチ
(11) 標準バッテリー
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バッテリーは必ず清潔な場所に置いてくださ
い。充電プラグ差込口と端子が砂や土などで汚
れないようにしてください。
充電器の充電プラグ(5)をバッテリーの差込口(6)
に差し込みます。

テクニカルデータ

u

充電器

標準タイプ
(36–4/
100-230)

製品コード
定格電圧

BCS212
V~

90 … 264

周波数

Hz

47 ... 63

バッテリー充電電圧

V=

36

A

4

– PowerPack 300、約

時

2.5

– PowerPack 400、約

時

3.5

– PowerPack 500、約

時

4.5

使用温度範囲

°C

0 ... +40

保管温度

°C

+10 ... +40

重量約

kg

充電電流（最大）

バッテリーを電動アシスト自転車に搭載した状態
で充電する（図CおよびDを参照）
バッテリーをオフにします。充電プラグ差込口の
カバー(7)を清掃します。充電プラグ差込口と端子
が砂や土などで汚れないようにしてください。充
電プラグ差込口のカバー(7)を外し、充電プラグ
(5)を充電プラグ差込口(6)に差し込みます。
u 充電中に充電器が発熱し、火災が発生するおそ
れがあります。自転車用バッテリーの充電は、
周囲に燃えるもののない、乾燥した場所で行っ
てください。内容を順守できない場合には、ホ
ルダーからバッテリーを取り外し、より適した
場所で充電を行ってください。その際、バッテ
リーの取扱説明書をよく読み、その指示を守っ
てください。

充電時間

保護クラス

0.8
IP 40

2個積みバッテリーパックの充電プロセス
バッテリーを2個装備している電動アシスト自転車
の場合、ロックされていない接続部でバッテリー
を充電することができます。2つのバッテリーは約
80～90%まで順番に充電されてから、並行して満
充電に至ります（2つのバッテリーのLEDが点
滅）。
動作中、2つのバッテリーは交互に放電します。
バッテリーをホルダーから取り外せば、各バッテ
リーを個別に充電することができます。

本記載内容は、定格電圧 [U] が230Vの場合です。電圧や国
別の仕様が異なると、数値も多少変動することがありま
す。

電源ケーブル

日本

部品番号

1 270 020 332

定格電圧 – 電源コード

V~

300

定格電圧 – 電源プラグ／コネ
クター

V~

125

定格電流 – 電源プラグ／コネ
クター

A

7

材料 – 電源コード

PVC

安全規格 – 電源コード

JIS C3304

安全規格 – 電源プラグ／コネ
クター

JIS C8303

長さ 約

充電プロセス
充電プロセスは、充電器がバッテリー、自転車の
充電プラグ差込口および電源に接続されるとすぐ
に始まります。
注意事項：充電プロセスは、電動アシスト自転車
用バッテリーの温度が充電可能温度範囲内にある
場合にのみ開始できます。
注意事項：充電中、ドライブユニットは作動しな
い状態になります。
バッテリーは、オンボードコンピューターの有無
に関わらず充電することができます。オンボード
コンピューターが接続されていない場合、充電プ
ロセスは充電レベルインジケーターで確認するこ
とができます。
オンボードコンピューターが接続されている場合
には、対応するメッセージがディスプレイに表示
されます。
充電レベルは、バッテリーの充電レベルインジケ
ーター(9)とオンボードコンピューターのバー表示
で分かります。
充電中、残量表示(9)を示すバッテリーのLEDが点
灯します。点灯したLEDはそれぞれ約20%の容量
が充電されたことを表しています。点滅している
LEDは、続く20%の容量が充電中であることを示
しています。

m

1.5

操作
使用方法
充電器を電源に接続する（図Aを参照）
電源電圧に注意してください！充電器のラベル
に表示されている電圧の電源を使用してくださ
い。230Vと記載されている充電器の場合は、
220Vでも使用することができます。
電源コードのACプラグ(3)を充電器のACプラグ差
込口(2)に差し込みます。
（国別仕様の）電源コードを電源に接続します。
u

取り外したバッテリーを充電する（図Bを参照）
バッテリーをオフにし、電動アシスト自転車のホ
ルダーからバッテリーを取り外します。その際、
バッテリーの取扱説明書をよく読み、その指示を
守ってください。
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電動アシスト自転車用バッテリーが完全に充電さ
れると、すぐにLEDが消灯し、オンボードコンピ
ューターがオフになり、充電が終わります。電動
アシスト自転車用バッテリーのON/OFFスイッチ
(10)を押すと、充電レベルが約3秒間表示されま
す。
充電器の電源を外し、充電器とバッテリーの接続
を解除します。
充電器とバッテリーの接続が解除されると、バッ
テリーは自動的にオフになります。

注意事項：バッテリーを自転車に装着した状態で
充電した場合には、充電を終えたら充電プラグ差
込口(6)にカバー(7)を丁寧に被せ、汚れや水が浸
入しないようにしてください。
充電し終えた後も充電器とバッテリーを接続した
ままでいると、数秒後に充電器が再びオンになっ
てバッテリーの充電レベルをチェックし、状況に
よっては再度充電が始まります。

故障かな？と思ったら – 原因と対処
原因

対処
バッテリーのLEDが2個点滅します。
自転車の販売店にお問い合わせください。

バッテリーが損傷している
バッテリーのLEDが3個点滅します。
充電可能温度範囲になるまで、バッテリーと充電器
の接続を外してください。
バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる

バッテリーが充電に適した温度になったことを確認
してから、バッテリーを再び充電器につないでくだ
さい。
LEDが1つも点灯しません（電動アシスト自転車用
バッテリーの充電レベルに応じて、通常は1つ以上
のLEDが点灯する）。

充電器で充電できない。

自転車の販売店にお問い合わせください。

充電プロセスが始まらない（バッテリーの表示もな
し）
電源プラグが正しく差し込まれていない

プラグを確認してください。

バッテリーの接続部が汚れている

バッテリーの接続部を丁寧に清掃してください。

コンセント、電源コード、または充電器が故障して 電源電圧を確認し、自転車の販売店に充電器の点検
いる
をご依頼ください。
バッテリーが損傷している

自転車の販売店にお問い合わせください。

お手入れと保管

廃棄

保守と清掃

充電器、アクセサリーと梱包材は、環境に適合し
た方法でリサイクルしてください。

充電器に不具合が生じたときは、自転車を購入し
た販売店に連絡してください。

予告なく変更する場合があります。

カスタマーサービス＆使用方法のご相談
充電器に関するご質問については自転車の販売店
にお問い合わせください。
自転車の販売店の連絡先は、WEBサイトの
www.bosch-ebike.comで確認することができま
す。

Bosch eBike Systems
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Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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問い合わせ先
問い合わせ先
住所と電話番号:

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

Electra Japan
Rainbow Products Japan
8096 Ohba Fujisawa-city Kanagawa
Japan 251-0861

ウェブサイト: www.trekbikes.com

ウェブサイト: www.electrabike.com

電話番号: 0798-74-9060

電話番号: 81 466 30 4755

サービスや保証に関しては、
お近くの販売店へご連絡ください。

本マニュアルの最新版は、
トレックのウェブサイト
（メニュー/サポート）でご覧ください。
最新版マニュアルに記載されている新機能は、
お乗りのeBike バイクに該当しない場合がございます。
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