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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。
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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。
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。
あなたがこの自転車に乗り、
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
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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. 自転車を長年に渡りお乗りになられている方でも、RIDE+ バイクにお乗りになる前に、総合版「
バイシクルオーナーズマニュアル」
とこの自転車に特化した「RIDE+ 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。
• RIDE+ 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。
• 他の道路利用者は、電動自転車が通常の自転車より速く走れることを知りません。
また、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、RIDE+ 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、RIDE+
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、RIDE+ 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。
• 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。
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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. 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、RIDE+ 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。

RIDE+ バイクで楽しむには
4
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 自転車を走行後に、何も保護していない手や脚で
ドライブユニットのアルミハウジングに触れない
ようにしてください。低速走行時、または上り坂
や重い荷物を乗せた状態で走行時に高トルクを保
つといった極端な条件下では、アルミハウジング
が非常に高温になるおそれがあります。.
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。
– 周囲の温度
– 走行した地形（距離／傾斜）
– 走行時間
– サポートモード
– ユーザーの行動
– 総重量（ドライバー＋電動アシスト自転車＋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性
– ドライブユニットの種類とシフトの種類

安全上のご注意
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、火災および
／または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｢バッテリー｣は、
ボッシュの純正電動アシスト自転車専用バッテリー
すべてに該当します。
 ドライブユニットを分解しないでください。ドラ
イブユニットの修理は必ずお買い求めの販売店、
または電動工具サービスセンターにお申しつけく
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
ライブユニットを無断で分解した場合、保証が適
用されなくなりますのでご注意ください。

 電動アシスト自転車を決して改造しないでくださ
い。また、電動アシスト自転車の出力性能を高め
るような他の製品を取り付けないでください。そ
うしたことを行うと、システムの寿命が短くなる
ことが多く、ドライブユニットとホイールが損傷
する危険も高まります。また、購入されたホイー
ルが保証対象に含まれなくなるおそれもありま
す。自転車を不適切に取り扱った場合、ユーザー
や他の道路利用者を危険に晒すだけでなく、改造
が原因となる事故が発生するリスクや個人賠償責
任にかかる費用が高くなり、刑法が適用されるこ
とになるおそれもあります。

 ドライブユニットに取り付けられているすべての
コンポーネントと電動アシスト自転車のドライブ
ユニットの他のコンポーネント（チェーンリン
グ、チェーンリングキャリア、ペダルなど）は、
同じ設計のもの、もしくは自転車メーカーがその
電動アシスト自転車向けに特別に認めているコン
ポーネントと必ず交換してください。これにより
過負荷や損傷からドライブユニットを守ることが
できます。
 電動アシスト自転車で作業（点検、修理、組立
て、メンテナンス、チェーン周りの作業など）を
行う場合、自動車や航空機で輸送する場合、また
は保管する場合には、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
スト自転車が誤って作動してしまうと、怪我につ
ながるおそれがあります。

 電動アシスト自転車の許可と使用に関する地域の
すべての規制を順守してください。
 電動アシスト自転車システム、および電動アシス
ト自転車本体の取扱説明書に記載されている安全
上の注意事項をよくお読みください。

 電動アシスト自転車を後方に引いて歩いたり、ペ
ダルを後ろに漕ぐと、電動アシスト自転車がオン
になる場合があります。

製品および性能について

 メーカーが電動アシスト自転車に認めているボッ
シュの純正バッテリーのみを使用してください。
他のバッテリーを使用すると、怪我や火災につな
がるおそれがあります。他のバッテリーを使用し
た場合には、ボッシュが保証を認めたり、責任を
負うことはありませんのでご注意ください。

ドライブユニットはあくまでも電動アシスト自転車
を駆動するためのものなので、他の用途に決して使
用しないでください。

0 275 007 AD5 | (21.7.17)

用途

ここに記載された機能のほかに、不具合を修正した
り、機能を拡充するためにいつでもソフトウェアが
変更される可能性があります。

7

Bosch eBike Systems

OBJ_BUCH-3239-001.book Page 2 Friday, July 21, 2017 4:12 PM

日本語–2

構成図の内容

速度センサーの点検（図 A 参照）

図のコンポーネントの番号は、本取扱説明書の冒頭
にある図のページの内容に関連しています。
本取扱説明書の各説明は、ご利用の電動アシスト自
転車の仕様により、状況に合わせて若干異なる場合
があります。

ホイールが回転する時に、速度センサー 2 とセン
サー用マグネット 3 の間が 5 ～ 17 mm 空くように
取り付けてください。
備考： 速度センサー 2 とマグネット 3 の間の距離が
大きすぎる、または小さすぎると、速度センサー 2
が正しく接続されないため、タコメーターが機能せ
ず、電動アシスト自転車が緊急モードで作動するこ
とになります。
こうした場合には、マグネット 3 のネジを緩め、速
度センサーのマークと適度な距離を保った状態でマ
グネットを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には、正規
販売店にご相談ください。

1 ドライブユニット Active Line Plus
2 速度センサー
3 速度センサー用マグネット

仕様

W

Active Line Plus
0 275 007 047
250

Nm
V

50
36

使用温度範囲

°C

–5 ～ +40

保管温度範囲

°C

–10 ～ +50

kg

IP 54 ( 防滴型 )
3.3

ドライブユニット
製品番号
連続定格出力
ドライブユニットの最大
トルク
定格電圧

保護クラス
重量 ( 概算 )

操作
使用方法説明
前提条件
電動アシスト自転車は、以下の前提条件を満たした
場合にのみ作動することができます。
– 十分に充電したバッテリーを装着している（バッ
テリーの取扱説明書を参照）
– 車載コンピューターがホルダーに正しくセットさ
れている（車載コンピューターの取扱説明書を参
照）
– 速度センサーが正しく接続されている（｢速度セ
ンサーの点検｣を参照、ドイツ語ページ日本語–2）

ボッシュの電動アシスト自転車には FreeRTOS が使用されていま
す（www.freertos.org を参照）
。

自転車用ライト 1)
電圧 約 2)
最大出力
– ヘッドライト
– テールライト

V
W
W

12
17.4
0.6

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ようにオンにすること
ができます。
– ホルダーにセットされた車載コンピューターがす
でにオンになっていれば、電動アシスト自転車は
自動的にオンになります。
– 車載コンピューターをセットし、電動アシスト自
転車専用バッテリーを装着してから、車載コン
ピューターの ON/OFF スイッチ を短く 1 回押しま
す（車載コンピューターの取扱説明書を参照）
。
– 車載コンピューターを装着した状態で電動アシス
ト自転車のバッテリーの ON/OFF スイッチを押し
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）。

1) 適用される法規制によって、国別仕様の電動アシスト自転車
専用バッテリーが対応していない場合があります。
2) バルブを交換する場合は、ボッシュの電動アシスト自転車の
バルブと互換性があるか（詳細については正規販売店にお問い
合わせください）、また規定されている電圧に対応しているかを
確認してください。交換できるのは、同じ電圧のバルブのみで
す。
 不適切なバルブを取り付けると、破損するおそれがあり
ます！

取り付け
バッテリーの装着／取り外し
電動アシスト自転車のバッテリーを装着／取り外す
場合には、バッテリーの取扱説明書にしっかり目を
通してください。

Bosch eBike Systems

ペダルを踏むとモーターが作動します。サポートレ
ベルは、車載コンピューターの設定に合わせて調整
されます。
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自転車用ライトのオン／オフ

通常モード時にペダルを漕ぐのをやめるか、または
24 km/h に達すると、すぐに電動アシスト自転車の
モーターサポートがオフになります。ペダルを再度
漕ぎ出したり、24 km/h を下回ると、すぐにモー
ターは自動的に作動します。

走行用ライトが電動アシスト自転車から電力を供給
される仕様の場合、車載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。

電動アシスト自転車は以下のようにオフにすること
ができます。
– 車載コンピューターの 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オン／オフスイッ
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）。
– 車載コンピューターをホルダーから外します。

電動アシスト自転車での走行に関する注意
事項
電動アシスト自転車のモーターはいつ作動しま
すか？
ペダルを漕いでいる間は、電動アシスト自転車の
モーターでサポートされます。ペダルを漕いでいな
ければ、サポートはされません。サポートされる
モーター出力は、ペダルを漕ぐ力に左右されます。

電動アシスト自転車を約 10 分間動かさず、同時に
車載コンピューターのスイッチを何も押していない
場合には、電動アシスト自転車は節電するために自
動的にオフになります。

ペダルを漕ぐ力が小さいと、漕ぐ力が大きい場合よ
りもサポートされる出力は小さくなります。その出
力はサポートレベルによって異なります。

24 km/h を超えると、電動アシスト自転車のモー
ターは自動的にオフになります。24 km/h 以下にな
ると、モーターは自動的に再びオンになります。

サポートレベルの調整
電動アシスト自転車のペダルを踏み込んだ時にどれ
だけ出力をサポートするかを車載コンピューターで
設定することができます。そのサポートレベルは走
行中を含め、いつでも変更することができます。

電動アシスト自転車をオフにしたり、サポートレベ
ルを｢ OFF ｣にすれば、電動アシスト自転車を出力サ
ポートなしにいつでも通常の自転車と同じように走
行することができます。これはバッテリーが空に
なった場合も同じです。

備考： 仕様によっては、サポートレベルが事前に設
定され、それを変更できない場合があります。ま
た、ここに記載されているよりもサポートレベルの
選択肢が少ない場合もあります。

電動アシスト自転車とシフトの連動
電動アシスト自転車の出力がサポートされている状
態でも、通常の自転車と同じようにシフトの切換え
を行うことができます（電動アシスト自転車の取扱
説明書を参照）。

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 ｣：モーター出力サポートはオフの状態で、
電動アシスト自転車は通常の自転車と同じように
ペダルを漕いで進むことになります。
– ｢ ECO ｣：効率が非常に良く、航続距離も最大にな
るように効果的にサポートされます。
– ｢ TOUR ｣：出力サポートが安定して供給されるた
め、距離が長いトリップに適しています。
– ｢ SPORT ｣：パワフルな出力サポートが供給される
ため、起伏の大きいルートをスポーティに走行す
る場合や市街地を走行する場合に適しています。
– ｢ TURBO ｣：高ケイデンスまで最大の出力サポート
を供給できるため、スポーティに走行する場合に
適しています。

シフトの段数にかかわらず、シフト変更中はペダル
をその間だけ踏み込まないでいるほうが効率的で
す。シフトを切り換えやすくなり、モーター出力も
無駄に使わなくて済むためです。
適切なギアを選択すると、ペダルを漕ぐ力が同じで
も速度が上がり、航続距離も長くなります。
経験を重ねることが大切
走り慣れたルートを離れ、電動アシスト自転車で初
めての場所を何度も走ってみることをお勧めしま
す。

設定したモーター出力は車載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左右されます。

0 275 007 AD5 | (21.7.17)

その時にぜひ異なるサポートレベルを試してみてく
ださい。その場合、一番低いサポートレベルから始
めてください。そこで確かな感触が得られたら、普
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通の自転車と同じように電動アシスト自転車でお出
かけください。

保守とサービス

難度の高い長めのルートを計画する前に、さまざま
な条件下で電動アシスト自転車の航続距離をテスト
してください。

保守と清掃
バルブを交換する場合は、ボッシュの電動アシスト
自転車のバルブと互換性があるか（詳細については
正規販売店にお問い合わせください）、また規定さ
れている電圧に対応しているかを確認してくださ
い。交換できるのは、同じ電圧のバルブのみです。

航続距離に与える影響
航続距離は、以下をはじめとした数多くの要因の影
響を受けます。
– サポートレベル、
– 速度、
– シフトの挙動、
– タイヤの種類とタイヤ空気圧、
– バッテリーの寿命と状態、
– ルートの形状（傾斜）と状態（路面の凹凸）、
– 向かい風と周囲の温度、
– 電動アシスト自転車、ドライバーと荷物の重量

ドライブユニットを含め、いずれのコンポーネント
も水に沈めたり、ウォータージェットで清掃したり
しないでください。
電動アシスト自転車について年 1 回以上技術的な点
検を受けてください（メカニズム、システムソフト
ウェアの更新など）。
電動アシスト自転車のサービス／修理については正
規販売店にお問い合わせください。

そのため、走行を開始する前と走行中に航続距離を
正確に予測することはできません。ただ、一般的に
以下のことが言えます。
– 電動アシスト自転車の出力がサポートされるレベ
ルが同じの場合：（シフトを最適に活用するなど
して）一定の速度に達するためにペダルを踏み込
む力が小さくなるほど、電動アシスト自転車を駆
動するエネルギーの消費量が小さくなり、充電し
たバッテリーで走行できる距離が長くなります。
– 同じ条件でも、選択したサポートレベルが上がる
ほど、航続距離は短くなります。

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システムやコンポーネントに関
するご質問は正規販売店にお問い合わせください。
正規販売店の一覧は www.bosch-ebike.com でご覧い
ただけます。

処分
ドライブユニット、オペレーティングユニッ
トを含む車載コンピューター、バッテリー
パック、速度センサー、付属品および梱包材
は、必ず環境に配慮した方法で廃棄してくだ
さい。

電動アシスト自転車の取り扱いについて
電動アシスト自転車のコンポーネントの使用温度と
保管温度に注意してください。ドライブユニット、
車載コンピューターとバッテリーを（換気せずに直
射日光を長く当てるなど）極端な温度にさらさない
でください。コンポーネント（特にバッテリー）は
極端な温度の影響で損傷するおそれがあります。

電動アシスト自転車やそのコンポーネントを家庭ご
みと一緒に廃棄しないでください。
電動アシスト自転車や自転車のコンポーネントの廃
棄に関する規定は、地域によって異なる場合があり
ます。そのため、廃棄する前にお住まいの地域の廃
棄物担当部署に注意事項をご確認ください。
表記の内容を予告なく変更することがあります。

Bosch eBike Systems
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安全上のご注意

5 車載コンピューターの ON/OFF スイッチ
6 リセットボタン ｢ RESET ｣

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、火災および
／または重傷を招くことがありますの
でご注意ください。

7 USB ソケット
8 USB ポートの保護キャップ
9 コントロールユニット
10 コントロールユニットの表示機能ボタン｢ i ｣

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。

11 サポートレベルダウン／スクロールダウン用ボ
タン ｢–｣

本取扱説明書で使用されている｢バッテリー｣は、
ボッシュの純正電動アシスト自転車専用バッテリー
すべてに該当します。

12 サポートレベルアップ／スクロールアップ用ボ
タン ｢ + ｣

 車載コンピューターをつかまないでください。車
載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、車載コンピューターが破損して
修理不可能な状態になる可能性があります。

14 車載コンピューターのラッチ

13 押し歩きアシストボタン｢ WALK ｣
15 車載コンピューターの止めねじ
USB 充電ケーブル（マイクロ A – マイクロ B）*
* 図示されていません。アクセサリーとして入手可能です。

 車載コンピューターの表示に気を取られて運転が
疎かにならないようにしてください。運転に集中
していないと、事故に巻き込まれる危険がありま
す。車載コンピューターにサポートレベルの切り
替え以外の入力を行いたい場合は、停車してから
適切なデータを入力してください。

車載コンピューターの画面表示
a モーターユニットのサポート
b サポートレベル
c ライト
d テキスト

 電動アシスト自転車システム、および電動アシス
ト自転車本体の取扱説明書に記載されている安全
上の注意事項をよくお読みください。

e 数値
f タコメーター
g 推奨シフト：高ギア
h 推奨シフト：低ギア

製品および性能について

i 充電レベル

用途

仕様

車載コンピューター 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。
ここに記載された機能のほかに、不具合を修正した
り、機能を拡充するためにいつでもソフトウェアが
変更される可能性があります。

構成図の内容
図のコンポーネントの番号は、本取扱説明書の冒頭
にある図のページの内容に関連しています。
本取扱説明書の各説明は、ご利用の電動アシスト自
転車の仕様により、状況に合わせて若干異なる場合
があります。

車載コンピューター
製品番号
充電電流 USB 接続 最大
充電電圧 USB 接続

mA
V

Intuvia
1 270 020 906/909
500
5

USB 充電ケーブル 1)
使用温度範囲
保管温度範囲
充電温度
内蔵リチウムイオンバッ
テリー

°C
°C
°C
V
mAh

1 270 016 360
–5 ～ +40
–10 ～ +50
0 ～ +40
3.7
230

kg

IP 54 ( 防滴型 )
0.15

保護等級 2)
重量 ( 概算 )

1 表示機能ボタン ｢ i ｣

1) 標準セット内容には含まれていません

2 ライト用ボタン

2) USB ポートの保護キャップが装着されている場合

3 車載コンピューター

ボッシュの電動アシスト自転車には FreeRTOS が使用されていま
す（www.freertos.org を参照）。

4 車載コンピューター用ホルダー

1 270 020 XBI | (28.6.17)
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取り付け

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ようにオンにすること
ができます。
– ホルダーにセットされた車載コンピューターがす
でにオンになっていれば、電動アシスト自転車は
自動的にオンになります。
– 車載コンピューターと電動アシスト自転車のバッ
テリーを装着した状態で電動アシスト自転車の
ON/OFF スイッチ 5 を短く押します。
– 車載コンピューターを装着した状態で電動アシス
ト自転車のバッテリーの ON/OFF スイッチを押し
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）。

バッテリーの装着／取り外し
電動アシスト自転車のバッテリーを装着／取り外す
場合には、バッテリーの取扱説明書にしっかり目を
通してください。

車載コンピューターの装着／取り外し
（図 A 参照）
車載コンピューター 3 を装着する場合は、ホル
ダー 4 の前方からスライドさせてはめ込んでくださ
い。
車載コンピューター 3 を取り外す場合は、ラッチ
14 を押しながらホルダーの前方に抜き取ってくださ
い 4。

ペダルを踏むとモーターが起動します（押し歩き機
能とサポートレベル｢ OFF ｣の場合を除く）
。モーター
出力は、車載コンピューターで設定されているサ
ポートレベルに合わせて調整されます。システムが
起動すると、｢ Active Line/Performance Line ｣が
ディスプレイに短時間表示されます。

 電動アシスト自転車を駐車する時は車載コン
ピューターを取り外してください。
車載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。ホルダー 4 をハンドルから取り外し、
車載コンピューターをホルダーに取り付けます。止
めねじ（M3 ねじ、長さ 8 mm）15 をホルダーの下か
らねじ込んでから、ホルダーを再びハンドルに取り
付けてください。

通常モード時にペダルを漕ぐのをやめるか、または
25/45 km/h に達すると、すぐに電動アシスト自転車
のモーターサポートがオフになります。ペダルを再
度漕ぎ出したり、25/45 km/h を下回ると、すぐに
モーターは自動的に作動します。

備考： 止めねじは盗難を防止するためのものではあ
りません。

電動アシスト自転車は以下のようにオフにすること
ができます。
– 車載コンピューターの ON/OFF スイッチ 5 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オン／オフスイッ
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）。
– 車載コンピューターをホルダーから外します。

操作
使用方法説明
前提条件
電動アシスト自転車は、以下の前提条件を満たした
場合にのみ作動することができます。
– 十分に充電したバッテリーを装着している（バッ
テリーの取扱説明書を参照）。
– 車載コンピューターが正しくホルダーに装着され
ている（｢車載コンピューターの装着／取り外し｣
日本の語版–2 ページ のを参照）。
– 速度センサーが正しく接続されている（ドライブ
ユニットの操作説明を参照）。

電動アシスト自転車を約 10 分間動かさず、同時に
車載コンピューターのスイッチを何も押していない
場合には、電動アシスト自転車は節電するために自
動的にオフになります。

eShift（オプション）
eShift は、電動アシスト自転車の電子式ギア切換え
システムです。eShift のコンポーネントは、ドライ
ブユニットのメーカーによって電気的に接続されて
います。電子式ギア切換えシステムの操作方法は、
システムの取扱説明書に記載されています。

Bosch eBike Systems
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充電レベルインジケーター

車載コンピューターの表示と設定

充電レベルインジケーター i には、車載コンピュー
ターの内蔵バッテリーの充電レベルではなく、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のバッテリーの充電レ
ベルは、バッテリー本体の LED ランプでも確認する
ことができます。
インジケーター i では、バッテリー残量が 20％刻みで
表示されます。
電動アシスト自転車のバッテリーは満充電さ
れています。
電動アシスト自転車の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 ランプが消えています。モーターサポー
トに必要な容量が消費され、サポート機能は
徐々にオフになります。残りの容量はライト
や車載コンピューターに使用され、インジ
ケーターが点滅します。
電動アシスト自転車のバッテリーは、約 2 時
間のライト点灯に必要な容量しかありませ
ん。これ以外の電力消費（自動変速機、USB
ポートでの外部機器の充電など）はここでは
考慮されていません。

車載コンピューターの電源
車載コンピューターがホルダー 4 に装着され、電動
アシスト自転車に十分に充電されたバッテリーが装
着され、電動アシスト自転車システムがオンになっ
ていれば、車載コンピューターには電源が供給され
ます。
車載コンピューターがホルダー 4 が取り外される
と、電源は内蔵バッテリーから供給されるようにな
ります。車載コンピューターをオンにした時に内蔵
バッテリーのパワーが不足している場合は、
｢ Attach to bike ｣ ( 自転車と接続 ) とテキスト表示
部 d に 3 秒間表示されます。その後、車載コン
ピューターは再びオフになります。
内蔵バッテリーを充電する場合は、車載コンピュー
ターを再びホルダー 4 に取り付けてください（バッ
テリーが電動アシスト自転車に装着されている場
合）。電動アシスト自転車のバッテリーを ON/OFF ス
イッチでオンにしてください（バッテリーの取扱説
明書を参照）。
USB 接続でも車載コンピューターを充電することが
できます。保護キャップ 8 を開き、車載コンピュー
ターの USB ポート 7 を適合する市販の USB ケーブル
を使って USB 充電器またはコンピューターの USB コ
ネクターに接続します（充電電圧：5 V、最大充電
電流：500 mA）
。すると、車載コンピューターのテ
キスト表示部 d に｢ USB connected ｣ (USB 接続中 ) と
いう表示が現れます。

車載コンピューターをホルダー 4 から取り外すと、
最後に表示された充電レベルが保存されます。
電動アシスト自転車を 2 個のバッテリーで駆動して
いる場合、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。
OF

車載コンピューターのオン／オフ

MPH
KM/

車載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。車載コンピューターは、
ホルダーに装着していなくてもオンにすることがで
きます（内蔵バッテリーが十分に充電されている場
合）。
車載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。
車載コンピューターがホルダーに装着されていない
場合、節電のために、スイッチを押さなくても 1 分
後に自動的にオフになります。

サポートレベルの調整
コントロールユニット 9 で電動アシスト自転車のサ
ポートレベルを調整できます。そのサポートレベル
は走行中を含め、いつでも変更することができま
す。

 電動アシスト自転車を長期間使用しない場合に
は、車載コンピューターをホルダーから取り外し
てください。車載コンピューターは乾燥した場所
で室温で保管してください。車載コンピューター
のバッテリーは定期的に充電してください（少な
くとも 3 カ月毎）。

1 270 020 XBI | (28.6.17)

2 個のバッテリーを搭載した電動
アシスト自転車で両方のバッテ
リーが充電される場合、ディスプ
レイには両方のバッテリーの充電
の進捗状況が表示されます（図で
は左側のバッテリーが充電中）
。
どちらのバッテリーが充電中かは
バッテリーの点滅表示で確認でき
ます。

備考： 仕様によっては、サポートレベルが事前に設
定され、それを変更できない場合があります。ま
た、ここに記載されているよりもサポートレベルの
選択肢が少ない場合もあります。
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適切なギアを選択すると、ペダルを漕ぐ力が同じで
も速度が上がり、航続距離も長くなります。

メーカーが電動アシスト自転車に｢eMTB Mode｣を設定
している場合、サポートレベル｢ SPORT ｣を選択する
と、Intuvia のディスプレイには｢ eMTB Mode ｣と短
く表示されます。｢ eMTB Mode ｣ では、ケイデンスに
応じてサポート率とトルクがダイナミックに変化し
ます。｢ eMTB Mode ｣ は、Performance Line CX での
み使用することができます。

こうした理由のため、ディスプレイ上の g と h に表
示される推奨ギアに従うようにしてください。g が
表示されている場合は、ケイデンスを下げ、ギアを
上げてください。h が表示される場合は、ケイデン
スを上げ、ギアを下げてください。

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 ｣：モーター出力サポートはオフの状態で、
電動アシスト自転車は通常の自転車と同じように
ペダルを漕いで進むことになります。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 ｣：効率が非常に良く、航続距離も最大にな
るように効果的にサポートされます。
– ｢ TOUR ｣：出力サポートが安定して供給されるた
め、距離が長いトリップに適しています。
– ｢ SPORT ｣ / ｢ eMTB ｣：
｢ SPORT ｣：パワフルな出力サポートが供給される
ため、起伏の大きいルートをスポーティに走行す
る場合や市街地を走行する場合に適しています。
｢ eMTB ｣ : どんな地形でも最適にサポートし、ス
ポーティに発進したり、ダイナミクスを向上した
り、最大限のパフォーマンスを発揮したい場合に
適しています。
– ｢ TURBO ｣：高ケイデンスまで最大の出力サポート
を供給できるため、スポーティに走行する場合に
適しています。

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からライトに電源が供
給される仕様の場合は、車載コンピューターのボタ
ン 2 で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。
ライトを点けると｢ Lights on ｣ ( 点灯 ) 、消すと
｢ Lights off ｣ ( 消灯 ) とテキスト表示部 d に約 1 秒
間表示されます。ライトが点灯している時はライト
のシンボル c が表示されます。
ライトを点灯／消灯しても、ディスプレイのテール
ライトには影響はありません。
押し歩きアシストのオン／オフ
押し歩きアシストは、電動アシスト自転車の押し歩
きを支援する機能です。支援する速度は設定されて
いるギアによって異なります（最大 6 km/h）。選択
したギアが小さくなるほど、押し歩きアシストの支
援速度が低下します（最大積載時）。
 押し歩きアシストは、電動アシスト自転車を押し
て歩く場合にのみ使用することができる機能で
す。押し歩きアシストを使用している時に電動ア
シスト自転車のホイールが地面と接触していない
と、怪我につながるおそれがあります。

サポートレベルを上げる には、コントロールユニッ
トのボタン｢ + ｣ 12 を希望するサポートレベルがディ
スプレイ b に表示されるまで押します。サポートレ
ベルを下げるには、ボタン｢–｣ 11 を押します。

押し歩きアシストをオンにするには、車載コン
ピューターのボタン｢ WALK｣を短く押します。オンに
してから 3 秒以内に、ボタン ｢ + ｣を押し続けます。す
ると、電動アシスト自転車のモーターが作動します。

呼び出されたモーター出力はインジケーター a に表
示されます。最大モーター出力は、選択したサポー
トレベルによって左右されます。

備考： 押し歩きアシストは、サポートレベルが
｢ OFF ｣の場合にはオンにすることはできません。

車載コンピューターをホルダー 4 から取り外すと、
最後に表示されたサポートレベルが保存され、モー
ター出力表示 a には何も表示されなくなります。

以下の場合には、すぐに押し歩きアシストがオフに
なります。
– ボタン ｢ + ｣ 12 から指を放した場合
– 電動アシスト自転車のホイールの動きが止まった
場合（ブレーキをかけた時や脚にぶつかった時な
ど）
– 速度が 6 km/h を超えた場合

電動アシスト自転車とシフトの連動
電動アシスト自転車の出力がサポートされている状
態でも、通常の自転車と同じようにシフトの切換え
を行うことができます（電動アシスト自転車の取扱
説明書を参照）。

備考： いくつかのシステムでは、ボタン｢ WALK ｣を押
すことで押し歩きアシストを直接スタートさせるこ
とができます。

シフトの段数にかかわらず、シフト変更中はペダル
をその間だけ踏み込まないでいるほうが効率的で
す。シフトを切り換えやすくなり、モーター出力も
無駄に使わなくて済むためです。

Bosch eBike Systems

押し歩きアシスト機能は各国ごとの規制の対象とな
るため、上記の説明とは異なる場合があります。
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基本設定メニューはボタン｢ RESET｣ 6とボタン｢i｣ 1
d を、｢ Configuration ｣ ( 設定 ) というテキストが現
れるまで同時に押します。

車載コンピューターの表示と設定
速度表示と距離表示
タコメーター f には、常に現在の速度が表示されま
す。

基本設定を切り替えるには、希望する基本設定が表
示されるまで車載コンピューターのボタン｢ i ｣ 1 を
数回押します。車載コンピューターをホルダー 4 に
装着している場合は、コントロールユニットのボタ
ン｢ i ｣ 10 を押すこともできます。

機能表示（テキスト表示 d と数値表示 e の組み合わ
せ）では、以下の機能を選択できます。
– ｢ Clock ｣ ( 時刻 )： 現在の時刻
– ｢ Max. speed ｣ ( 最高速度 )： 前回のリセット以降に
到達した最高速度
– ｢ Avg. speed ｣ ( 平均速度 )： 前回のリセット以降に
到達した平均速度
– ｢Trip time｣(走行時間):前回のリセット以降の走
行時間
– ｢ Range ｣ ( 航続距離 )： バッテリー残量から予測し
た航続距離（サポートレベル、ルートの形状など
の条件が同じである場合）
– ｢Odometer｣(総走行距離): 電動アシスト自転車の
現在までの累計走行距離（リセット不可）
– ｢Trip distance｣(走行距離): 前回のリセット以降
の走行距離

基本設定を変更するために値を減らす、もしくスク
ロールダウンする場合は、ON/OFF ボタン 5（｢–｣表
示の横）を押し、値を増やす、もしくはスクロール
アップする場合はライトボタン 2（｢ + ｣表示の横）を
押します。
車載コンピューターをホルダー 4 に装着している場
合は、コントロールユニットのボタン｢–｣ 11 もしく
はボタン｢ + ｣ 12 で変更することができます。
機能を終了して設定の変更を保存する場合は、ボタ
ン｢ RESET ｣ 6 を 3 秒間押します。
以下の基本設定を選択することができます。
– ｢– Clock +｣(時刻)： 現在の時刻を設定できます。
設定ボタンを長押しすると、時刻表示が速く進み
ます。
– ｢ – Wheel circum. + ｣ ( ホイールサイズ )： メー
カーが設定した値を ±5 % の幅で変更できます。
このメニューは、車載コンピューターがホルダー
に装着されている場合にのみ表示されます。
– ｢ – English + ｣ ( 英語 ): 表示するテキストの言語
を切り替えます。ドイツ語、英語、フランス語、
スペイン語、イタリア語、オランダ語、デンマー
ク語から選択できます。
– ｢ – Unit km/mi + ｣ ( 単位 km/mi)： 速度と距離はキ
ロメートルまたはマイルで表示できます。
– ｢ – Time format + ｣ ( 時刻表示形式 )： 時刻は 12 時
間形式あるいは 24 時間形式で表示させることが
できます。
– ｢ – Shift recom. on/off + ｣ ( ギア推奨 ON/OFF)：
ギア推奨表示のオン／オフを切り替えることがで
きます。
– ｢ Power-on hours ｣ ( 総走行時間 )： 電動アシスト自
転車で走行した時間の合計（変更不可）
– ｢ Displ. vx.x.x.x ｣： ディスプレイのソフトウェ
アバージョンです。
– ｢ DU vx.x.x.x ｣：モーターユニットのソフトウェ
アバージョンです。このメニューは、車載コン
ピューターがホルダーに装着されている場合にの
み表示されます。

表示機能を切り替える場合は、車載コンピューター
のボタン｢ i ｣ 1、
またはコントロールユニットのボタ
ン｢ i ｣ 10 を希望する機能が表示されるまで押しま
す。
｢ Trip distance ｣ ( 走行距離 )、｢ Trip time ｣ ( 走行時
間 )、｢ Avg. speed ｣ ( 平均速度 ) をリセットするに
は、これら 3 つの機能のうちのいずれかに切り替え
てから、ボタン｢ RESET ｣ 6 を表示がゼロになるまで
押し続けます。すると、残り 2 つの機能の数値もリ
セットされます。
｢ Max. speed ｣ ( 最高速度 ) をリセットするには、こ
の機能に切り替え、ボタン｢ RESET ｣ 6 をゼロが表示
されるまで押し続けます。
｢ Range ｣ ( 航続距離 ) をリセットするには、この機能
に切り替え、ボタン｢ RESET ｣ 6 を出荷時に設定され
た数値が表示されるまで押し続けます。
車載コンピューターをホルダー 4 から取り外すと、
機能のすべての数値は保存され、以降も表示させる
ことができます。
基本設定の表示／変更
基本設定は、車載コンピューターがホルダー 4 に装
着されていてもいなくても表示／変更することがで
きます。ただし、一部の設定はホルダーに装着され
た状態でないと表示／変更できません。また、電動
アシスト自転車の装備によっては一部のメニューを
利用できないことがあります。

1 270 020 XBI | (28.6.17)
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– ｢ DU xxxxxxxxx ｣：モーターユニットのシリアル
ナンバーです。このメニューは、車載コンピュー
ターがホルダーに装着されている場合にのみ表示
されます。
– ｢
Service MM/YYYY ｣ ( サービス月／年 )： この
メニュー項目は、自転車メーカーがサービス期日
を設定している場合に表示されます。
– ｢
Serv. xx km/mi ｣：このメニュー項目は、一
定の走行距離到達後のサービス期日を自転車メー
カーが設定している場合に表示されます。
– ｢ Bat. vx.x.x.x ｣：バッテリーのソフトウェア
バージョンです。このメニューは、車載コン
ピューターがホルダーに装着されている場合にの
み表示されます。

– ｢ 1. Bat. vx.x.x.x ｣： 2 個のバッテリーを使用し
ている場合の 1 つ目のバッテリーのソフトウェア
バージョンです。このメニューは、車載コン
ピューターがホルダーに装着されている場合にの
み表示されます。
– ｢ 2. Bat. vx.x.x.x ｣： 2 個のバッテリーを使用し
ている場合の 2 つ目のバッテリーのソフトウェア
バージョンです。このメニューは、車載コン
ピューターがホルダーに装着されている場合にの
み表示されます。

エラーコード表示
不具合の種類によってはモーターユニットが自動的
にオフになります。モーターユニットからサポート
を受けなくてもいつでも走行することはできます
が、走行を続ける前に、電動アシスト自転車の点検
を受けてください。

電動アシスト自転車システムのコンポーネントは常
に自動的にチェックされます。不具合が確認された
場合には、対応するエラーコードがテキスト表示 d
に現れます。
車載コンピューター 3 またはコントロールユニット
9 の任意のボタンを押すと標準表示に戻ります。
コード
410

414
418

419

422
423
424
426

430
431

原因
車載コンピューターの 1 つあるい
は複数のボタンがアクティブにな
らない
コントロールユニットの接続不良
コントロールユニットの 1 つある
いは複数のボタンがアクティブに
ならない
設定エラー

 修理は必ず正規販売店に依頼してください。

処置
ボタンに汚れなどが入り込んで効かなくなっていないかチェック
してください。必要に応じてボタンを清掃してください。
接続の点検を依頼してください。
ボタンに汚れなどが入り込んで効かなくなっていないかチェック
してください。必要に応じてボタンを清掃してください。

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。
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。
電動アシスト自転車のバッテリー 接続の点検を依頼してください。
の接続不良
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。
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。
車載コンピューターの内蔵バッテ 車載コンピューターを充電してください（ホルダー内、または
リーの残量がゼロ
USB 接続）
。
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。

Bosch eBike Systems
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コード
440

450

460

490
500

502

503

510

511

530

531

540

550

580

591

原因
モーターユニットの内部エラー

処置
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。
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。
USB 接続の不具合
車載コンピューターの 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。
車載コンピューターの内部エラー 車載コンピューターの点検を依頼してください。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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コード
592

593

595、596

602

602

603

605

605

606

610

620
640

655

656
7xx
表示なし

原因
処置
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。
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。
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。
充電中のバッテリーの内部エラー 充電器をバッテリーから取り外し、システムを再起動してくださ
い。充電器をバッテリーに取り付けください。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。
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。
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。
バッテリーの温度エラー
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。
充電中のバッテリーの温度エラー 充電器をバッテリーから取り外してください。バッテリーの温度
を下げてください。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。
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。
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。
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。
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。
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。
ソフトウェアバージョンのエラー ボッシュ電動アシスト自転車の販売店に問い合わせ、ソフトウェ
アを更新してください。
変速機の不具合
変速機メーカーの取扱説明書を参照してください。
車載コンピューターの内部エラー 電動アシスト自転車をいったんオフにしてから、再び電源を入れ
てください。
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USB 経由の外部機器への給電

移動

USB 接続を通じて、USB 経由で給電できる機種（各
種の携帯電話など）を操作・充電することができま
す。

 電動アシスト自転車を自動車のルーフラックなど
車外に積んで輸送する場合は、車載コンピュー
ターと電動アシスト自転車のバッテリーが破損し
ないように取り外してください。( ホルダーに装
着することができない車載コンピューターの場合
は、自転車から取り外すことができません。この
場合、車載コンピューターは自転車に装備された
ままとなります。)

充電するためには、電動アシスト自転車に車載コン
ピューターと十分に充電されたバッテリーが装着さ
れている必要があります。
車載コンピューターの USB ポートの保護キャップ 8
を開けます。マイクロ A–マイクロ B の USB 充電ケー
ブル（ボッシュの電動アシスト自転車を取り扱って
いる販売店で入手可能）を使って、外部機器の USB
コネクターを車載コンピューターの USB ポート 7 に
接続します。

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。
商用の用途や第三者（空輸や運送業者）が輸送する
場合は、梱包や標識に関する要件に注意してくださ
い（欧州危険物輸送規則（ADR）規則など）
。輸送準
備にあたり、必要な場合には危険物輸送の専門家の
アドバイスを受けてください。

充電が終了したら、再び USB ポートの保護キャップ
8 をしっかり閉じます。
 USB コネクターは防水仕様ではありません。雨天
時に走行する場合は、外部機器を接続せず、USB
ポートを保護キャップ 8 で完全に覆ってくださ
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。

保守とサービス

処分
保守と清掃

ドライブユニット、オペレーティングユニッ
トを含む車載コンピューター、バッテリー
パック、速度センサー、付属品および梱包材は、必
ず環境に配慮した方法で廃棄してください。

ドライブユニットを含め、いずれのコンポーネント
も水に沈めたり、ウォータージェットで清掃したり
しないでください。
車載コンピューターを清掃する場合は、水で湿らせ
た柔らかい布をお使いください。洗剤は決して使用
しないでください。

電動アシスト自転車やそのコンポーネントを家庭ご
みと一緒に廃棄しないでください。
EU 諸国のみ：

電動アシスト自転車について年 1 回以上技術的な点
検を受けてください（メカニズム、システムソフト
ウェアの更新など）。

使用できなくなった電子機器 ( 欧州指針
2012/19/EU 準拠 )、および故障または使
用済みの蓄電池 / バッテリー ( 欧州指針
2006/66/EC 準拠 ) は分別回収し、環境に
適合した方法でリサイクルしてください。

自転車メーカーや自転車販売店は、サービス期日を
一定の走行距離および／または期間をもとに設定す
ることができます。設定すると、車載コンピュー
ターにはオンにするたびにサービス期日がテキスト
表示部 d に｢
Service ｣という表示とともに 4 秒
間現れます。

車載コンピューターの内蔵バッテリーは廃棄する時
以外は取り外さないでくださいハウジングを開ける
と車載コンピューターが破損する恐れがあります。
使用済みのバッテリーと車載コンピューターは正規
販売店にお持ち寄りください。

電動アシスト自転車のサービス／修理については正
規販売店にお問い合わせください。

リチウムイオン：
日本の語版–9 の｢移動｣に関する
注意事項を順守してください。

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システムやコンポーネントに関
するご質問は正規販売店にお問い合わせください。
正規販売店の一覧は www.bosch- ebike.com でご覧い
ただけます。
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 充電器やバッテリーパックを可燃物のそばに置か
ないでください。バッテリーパックの充電は、乾
燥している時に防火対策が施された場所で行って
ください。充電中に発生する熱により火災が起き
る危険があります。

安全上のご注意
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、火災および／または
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成分は、特定の条件
下で引火する可能性があります。そのため、本取扱
説明書に記載されている事項を必ず守ってくださ
い。

 電動アシスト自転車専用バッテリーを充電したま
ま放置しないでください。
 不適切に使用すると、バッテリーから液体が漏れ
出ることがあります。これらの液体に触れないで
ください。液体に触れてしまった場合には、水で
洗い落としてください。液体が目に入った場合に
は、すぐに水で洗ってから、医師の診察を受けて
ください。バッテリーから漏れ出た液体は肌に刺
激を与えたり、やけどの原因になるおそれがあり
ます。

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「｢バッテリー｣」
は、ボッシュの純正電動アシスト自転車専用バッテ
リーすべてに該当します。

 バッテリーに衝撃を与えないでください。衝撃に
よってバッテリーが損傷するおそれがあります。

 電動アシスト自転車で作業（点検、修理、組立
て、メンテナンス、チェーン周りの作業など）を
行う場合、自動車や航空機で輸送する場合、また
は保管する場合には、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
スト自転車が誤って作動してしまうと、怪我につ
ながるおそれがあります。

 バッテリーに損傷があったり、正しく使用してい
ないと、煙が発生することがあります。痛みや不
快感を覚えた場合には換気を行い、医師の診察を
受けてください。バッテリーから発生する煙は気
道を刺激することがあります。
 ボッシュの純正充電器でバッテリーを必ず充電し
てください。ボッシュの純正充電器を使用しない
と、火災が発生するおそれがあります。

 バッテリーを分解しないでください。無理に開け
ると、ショートするおそれがあります。バッテ
リーを開けた場合には、保証の請求対象外となり
ます。

 バッテリーは必ず電動アシスト自転車と専用の
ボッシュ純正モーターとセットでご利用くださ
い。それにより、バッテリーは危険な過負荷から
保護されます。

（日光を長く当てないようにするなどして）
熱や火からバッテリーを保護し、水が浸入
しないようにしてください。高温になるも
のや燃えやすいものの近くでバッテリーを
使用／保管しないでください。爆発につな
がるおそれがあります。

 メーカーが電動アシスト自転車に認めているボッ
シュの純正バッテリーのみを使用してください。
他のバッテリーを使用すると、怪我や火災につな
がるおそれがあります。他のバッテリーを使用し
た場合には、ボッシュが保証を認めたり、責任を
負うことはありませんのでご注意ください。

 コンタクトをブリッジ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。バッテリーのコンタクト間の
ショートは、火災につながるおそれがあります。
このようなかたちで発生したショートによる損傷
は、ボッシュによる保証の適用外となります。

 リアラックバッテリーをつかまないでください。
バッテリーをつかんで電動アシスト自転車を持ち
上げようとすると、バッテリーが損傷するおそれ
があります。
 電動アシスト自転車システム、および電動アシス
ト自転車本体の取扱説明書に記載されている安全
上の注意事項をよくお読みください。

 機械的負荷や熱が過度にかからないようにしてく
ださい。過度にかかるとバッテリーセルが損傷
し、そこから可燃性の成分が漏れ出るおそれがあ
ります。

0 275 007 XPX | (12.6.17)

 バッテリーにお子様が手を触れないようにしてく
ださい。

30

Bosch eBike Systems

OBJ_BUCH-3216-002.book Page 2 Monday, June 12, 2017 11:11 AM

日本語–2

 製品とお客様の安全が第一です。PowerPack は最
先端の技術で開発・製造されたリチウムイオン
バッテリーで、関連する安全基準を順守、もしく
は基準を超過した水準に達しています。しかし、
充電された状態ではリチウムイオンバッテリーの
エネルギー密度が高くなり、不具合（場合によっ
ては外から見えないものも含む）がある場合に
は、劣悪な状況下で使用していると稀に発火する
危険があります。

取り付け

製品および性能について

点検する場合、バッテリーをオンにするために電源
スイッチ 2 を押します。残量表示 1 の LED が 1 つも
点灯しない場合は、バッテリーが損傷している可能
性があります。

 バッテリーは常に平らな場所に置いてください。
特に充電ソケットと接点部が砂や土などで汚れな
いよう注意してください。

初回ご使用前のバッテリーの点検
電動アシスト自転車に初めて乗る前、もしくは初め
てバッテリーを充電する前に、バッテリーを点検し
てください。

構成図の内容
図のコンポーネントの番号は、図が掲載されたペー
ジの内容に関連しています。
バッテリーと付属のホルダーを除く自転車用部品は
略図で記載されているため、ご利用の電動アシスト
自転車とは異なる場合があります。

残量表示 1 の LED が 1 つ以上点灯している場合に
（全点灯している場合を除く）
、初めて使用する前に
バッテリーを満充電してください。
 損傷しているバッテリーを充電しないでくださ
い。また、そのバッテリーを使用しないでくださ
い。その場合にはぜひ正規販売店にお問い合わせ
ください。

ここに記載された機能のほかに、不具合を修正した
り、機能を拡充するためにいつでもソフトウェアが
変更される可能性があります。
1 動作／充電レベルインジケーター

バッテリーの充電

2 電源スイッチ

 電動アシスト自転車のセット内容に含まれている
ボッシュの専用充電器、もしくは同じ設計の充電
器のみを使用してください。この充電器は、電動
アシスト自転車に使用されているリチウムイオン
バッテリーにのみ対応しています。

3 バッテリー用ロックのカギ
4 バッテリー用ロック
5 標準バッテリーの上部ホルダー
6 標準バッテリー

備考： バッテリーは十分に充電されていない状態で
納入されます。バッテリーの出力をフルで引き出せ
るよう、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。

7 標準バッテリーの下部ホルダー
8 充電器
9 充電プラグ用差込口
10 充電プラグ用差込口カバー

バッテリーの充電時には充電器の取扱説明書にしっ
かり目を通し、記載内容を必ず守ってください。

仕様
リチウムイオンバッテリー
製品番号
定格電圧
容量（名目）
電力量
使用温度範囲
保管温度範囲
許容充電温度範囲
重量 ( 概算 )
保護クラス

V=
Ah
Wh
°C
°C
°C
kg

バッテリーは、どの充電レベルでも充電することが
できます。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。

PowerPack 300
0 275 007 549
36
8.2
300
–10...+40
–10...+60
0...+40
2.5
IP 54 ( 防滴型 )

バッテリーには温度モニター機能が組み込まれてお
り、0 °C ～ 40 °C でのみ充電できるようになっ
ています。
バッテリーの温度がこの範
囲を外れると、残量表示 1
の LED が 3 つ点滅します。
その場合にはバッテリーを
充電器から取り外し、温度
を調節してください。
許容された充電温度に達するまで、バッテリーを充
電器に再接続しないでください。
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残量表示

操作

残量表示 1 の 5 つの緑色 LED は、バッテリーをオン
にした時のバッテリーの充電レベルを示していま
す。

使用方法説明
 メーカーが電動アシスト自転車に認めているボッ
シュの純正バッテリーのみを使用してください。
他のバッテリーを使用すると、怪我や火災につな
がるおそれがあります。他のバッテリーを使用し
た場合には、ボッシュが保証を認めたり、責任を
負うことはありませんのでご注意ください。

各 LED は容量の約 20％に相当し、満充電時には LED
が 5 つすべて点灯します。
オンにした時のバッテリーの充電レベルは、車載コ
ンピューターのディスプレイにも表示されます。
モーターユニットと車載コンピューターの取扱説明
書も合わせて確認してください。

スイッチ on/off

バッテリーの容量が 5％を下回ると、バッテリーの
残量表示 1 の LED がすべて消灯しますが、車載コン
ピューターの表示機能は生きています。

バッテリーをオンにすると、電動アシスト自転車を
オンにすることにもなります。モーターユニットと
車載コンピューターの取扱説明書も合わせて確認し
てください。

バッテリーを充電し終えたらバッテリーを充電器か
ら取り外し、充電器の電源プラグをコンセントから
抜いてください。

バッテリーの装着／取り外し

バッテリーまたは電動アシスト自転車をオンにする
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。

 バッテリーをホルダーに装着したり、ホルダーか
ら取り外すと、バッテリーと電動アシスト自転車
がオフになります。

バッテリーをオンにするには、電源スイッチ 2 を押
します。すると表示 1 の LED が点灯し、充電レベル
も表示されます。
備考： バッテリーの容量が 5％を下回ると、バッテ
リーの残量表示 1 の LED が 1 つも点灯しなくなりま
す。電動アシスト自転車がオンになっているかどう
かは、車載コンピューターでのみ確認することがで
きます。

標準バッテリーの装着／取り外し（図 A 参照）
バッテリーを装着できるようにするには、カギ 3 を
ロック 4 に差し込み、ロックを解除する必要があり
ます。
標準バッテリーを装着するには 6、電動アシスト自
転車の下部ホルダー 7 にバッテリーをセットします
（バッテリーは最大 7° フレーム側に傾けることが
できます）。上部ホルダー 5 を最大位置まで動かし
てからバッテリーを傾けます。

バッテリーをオフにするには、電源スイッチ 2 を再
度押します。すると、表示 1 の LED が消えます。ま
た、電動アシスト自転車もオフになります。
電動アシスト自転車のドライブユニットが 10 分ほ
ど出力を発生せず（停車している場合など）、電動
アシスト自転車の操作ユニットや車載コンピュー
ター のスイッチが何も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とバッテリーがオ
フになります。

バッテリーが正しくセットされているか確認してく
ださい。バッテリーをロック 4 で固定してくださ
い。固定していないとロックが開き、バッテリーが
ホルダーから外れて落ちてしまうおそれがありま
す。

バッテリーは、｢電子セルプロテクション（ECP）｣
により過放電、過充電、過熱とショートから保護さ
れています。危険がある場合には、バッテリーは保
護回路によって自動的にオフにされます。

固定したら、カギ 3 をロック 4 から必ず抜いてくだ
さい。それにより、カギが落ちたり、停車中にバッ
テリーが第三者によって不当に外されてしまうのを
防ぐことができます。

バッテリーの不具合が検知
されると、残量表示 1 の
LED が 2 つ点滅します。こ
の場合にはぜひ正規販売店
にお問い合わせください。

標準バッテリーを取り外すには 6、バッテリーをオ
フにしてから、カギ 3 でロックを解除します。上部
ホルダー 5 からバッテリーを外してから、下部ホル
ダー 7 からバッテリーを引き出します。

0 275 007 XPX | (12.6.17)
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バッテリーの最適な取り扱い方法について

保守とサービス

バッテリーを正しく取り扱い、特に適切な温度で保
管すれば、バッテリーを長持ちさせることができま
す。

保守と清掃
 バッテリーを水に沈めたり、ウォータージェット
で清掃したりしないでください。

ただ、バッテリーを正しく取り扱っていても、バッ
テリーの容量は使い続けているうちに減少していき
ます。

バッテリーを清潔に保ってください。湿った柔らか
い布で丁寧に清掃してください。

充電しても使える時間が著しく短くなった場合は、
バッテリーの寿命が尽きたということになります。
その場合にはバッテリーを交換してください。

時々コネクターの端子を清掃し、その部分にグリー
スを軽く塗布してください。
バッテリーが動作しなくなった場合は正規販売店に
ご連絡ください。

保管前および保管中のバッテリーの継ぎ足し充電
バッテリーを長期間使用しない場合は、保管する前
にバッテリーを 60％程度まで（残量表示 1 の LED が
3 ～ 4 つ点灯するまで）充電してください。

カスタマーサービス＆使い方のご相談
バッテリーについてご不明な点等ございましたら正
規販売店にお問い合わせください。

6 カ月後に充電レベルを確認し、まだ残量表示 1 の
LED が 1 つ点灯していたら、60％程度までバッテ
リーを再び充電してください。

 カギ 3 のメーカーと番号をメモしておいてくださ
い。カギを紛失した場合は、自転車の正規販売店
にご相談の上、カギのメーカーと番号をお知らせ
ください。

備考： バッテリーを空の状態で長期間放置すると、
自己放電量が少なくてもバッテリーが損傷し、バッ
テリーの容量が著しく減少する可能性があります。

正規販売店の一覧は www.bosch- ebike.com でご覧い
ただけます。

また、バッテリーを充電器に長時間接続したままに
することもお勧めできません。

移動

バッテリーの保管方法

 電動アシスト自転車を自動車のルーフラックなど
車外に積んで輸送する場合は、電動アシスト自転
車のバッテリーが破損しないように取り外してく
ださい。

換気の行き届いた、乾燥した場所でできるだけバッ
テリーを保管してください。また、バッテリーに水
をかけたり、湿度が高い場所に放置しないでくださ
い。天気があまり良くない場合には、バッテリーを
電動アシスト自転車から取り外し、次回使用するま
で屋内に保管しておくことをお勧めします。

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。
商用の用途や第三者（空輸や運送業者）が輸送する
場合は、梱包や標識に関する要件に注意してくださ
い（欧州危険物輸送規則（ADR）規則など）
。輸送準
備にあたり、必要な場合には危険物輸送の専門家の
アドバイスを受けてください。

その際、電動アシスト自転車のバッテリーは以下の
場所に保管してください。
– 煙探知器が設置されている場所
– 可燃性の物や引火しやすい物が近くにない場所
– 熱源が近くにない場所
0 °C ～ 20 °C の温度でバッテリーを保管してく
ださい。温度が –10 °C を下回ったり、60 °C を
超えないようにしてください。約 20 °C の室温で
保管すると、バッテリーはより長持ちします。

外装が損傷していない場合にのみ、バッテリーを発
送してください。開接点は必ず覆い、電池をしっか
り梱包し、包装の中で動かないようにしてくださ
い。宅配便で発送する場合には、内容物が危険物で
あることを明示してください。また、その他の地域
の規定にも注意してください。

最大保管温度を超えないように注意してください。
炎天下に駐車した車内などにバッテリーを放置した
りせず、直射日光に当たらない状態で保管してくだ
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。

バッテリーを自転車に装着したまま保管しないこと
をお勧めします。

Bosch eBike Systems
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処分
バッテリー、付属品と梱包材は、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、バッテリーの端子部分
の接触面をテープで絶縁してください。
電動アシスト自転車専用バッテリーがかなり損傷し
ている場合には、素手で触れないでください。漏れ
出た電解液でやけどをするおそれがあります。バッ
テリーを屋外の安全な場所で保管してください。必
要に応じてバッテリーの端子をテープで絶縁し、販
売店にご相談ください。適切に廃棄できるようサ
ポートいたします。
使用済みのバッテリーは正規販売店にお持ち寄りく
ださい。
リチウムイオン：
日本の語版–4 の｢移動｣に関する
注意事項を順守してください。

表記の内容を予告なく変更することがあります。
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Standard Charger
eBike Battery Charger 36-4/230
0 275 007 907

Standard Charger

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

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

㆙࿌

eBike Battery Charger 36-4/100-230
0 275 007 923
Input: 100V - 230V
50-60Hz 2.2A
Output: 36V 4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen
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• 使用前には、必ず取り扱い説明書をお読みください。
• 指定のボッシュリチウムイオンバッテリー以外の充電に使用しないでください。
• 屋内専用品です。雨に濡らしたり、湿気の多い場所で使用しないでください。
• 燃えやすい物の側で、使用しないでください。
• 分解や、改造をしないでください。
• 使用前にはコードの損傷を確認し、
コードが損傷した物は使用しないでください。
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Compact Charger
4

Bosch eBike Systems

eBike Battery Charger 36-2/100-240
0 275 007 915

Active/Performance Line

Input: 100-240V
50/60 Hz 1.6A
Output: 36V 2A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

Li-Ion
USE ONLY with BOSCH Li-Ion batteries
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 電動アシスト自転車専用バッテリーを充電したま
ま放置しないでください。

安全上のご注意
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、火災および／または
重傷を招くことがありま
すのでご注意ください。

 使用、清掃およびメンテナンスの際にはお子様に
注意を払ってください。お子様が充電器で遊ばな
いようにご注意ください。
 充電器を安全に操作できないお子様や身体障害、
知覚障害または精神障害をお持ちの方、または経
験および知識を充分にお持ちでない方には、責任
者による監視または指導なしにこの充電器をご使
用いただくことはできません。これに従わない場
合、誤った操作を行ってけがをする危険がありま
す。

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「｢バッテリー｣」
は、ボッシュの純正電動アシスト自転車専用バッテ
リーすべてに該当します。

 電動アシスト自転車システム、および電動アシス
ト自転車本体の取扱説明書に記載されている安全
上の注意事項をよくお読みください。

雨の当たる場所や湿度の高い場所に充電器を
置かないでください。充電器内部に水が浸入
すると感電のおそれがあります。

 充電器の下側に注意事項が英語で記載されたシー
ル（図のページの 4）があり、その内容は以下の
通りとなります。
ボッシュのリチウムイオンバッテリーのみを使用
してください！

 ボッシュの電動アシスト自転車専用リチウムイオ
ンバッテリー以外を使用しないでください。バッ
テリーの電圧は充電器の電圧と同じである必要が
あります。電圧が正しくないと、火災や爆発の危
険があります。

製品および性能について

 充電器をきれいに保ってください。充電器が汚れ
ていると感電を生じる恐れがあります。

ここに記載された機能のほかに、不具合を修正した
り、機能を拡充するためにいつでもソフトウェアが
変更される可能性があります。

 充電器を使用する際は毎回、事前に電源ケーブル
と電源プラグを点検してください。充電器に損傷
があることがわかった場合には、決して使用しな
いでください。また、充電器を分解しないでくだ
さい。充電器、電源コードや電源プラグが損傷す
ると、感電の危険が高まります。

構成図の内容
図のコンポーネントの番号は、本取扱説明書の冒頭
にある図のページの内容に関連しています。
本取扱説明書の各説明は、ご利用の電動アシスト自
転車の仕様により、状況に合わせて若干異なる場合
があります。

 可燃性の床上（紙、布など）や可燃性環境下で本
充電器を使用しないでください。 充電器は充電中
に熱を発生するため、火災を生ずる恐れがありま
す。

1 充電器
2 ソケット

 充電中に充電器に触れる場合には十分注意してく
ださい。防護手袋をご使用ください。充電器は気
温が高い時などに使用すると、非常に熱くなるこ
とがあります。

3 コネクター
4 充電器を安全にご使用いただくための注意事項
5 充電プラグ
6 充電プラグ用差込口

 バッテリーに損傷があったり、正しく使用してい
ないと、煙が発生することがあります。痛みや不
快感を覚えた場合には換気を行い、医師の診察を
受けてください。バッテリーから発生する煙は気
道を刺激することがあります。

7 充電プラグ用差込口カバー
8 リアラックバッテリー
9 動作／残量表示
10 バッテリー on/off ボタン

 充電器やバッテリーパックを可燃物のそばに置か
ないでください。バッテリーパックの充電は、乾
燥している時に防火対策が施された場所で行って
ください。充電中に発生する熱により火災が起き
る危険があります。
Bosch eBike Systems
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仕様
充電器
製品番号

Standard Charger
(36–4/230)
0 275 007 907

Standard Charger
(36–4/100-230)
0 275 007 923

Compact Charger
(36–2/100-240)
0 275 007 915

定格電圧

V~

207 ～ 264

90 ～ 264

90 ～ 264

周波数

Hz
V
A

47 ～ 63
36
4

47 ～ 63
36
4

47 ～ 63
36
2

時間
時間
時間

2.5
3.5
4.5

2.5
3.5
4.5

5
6.5
7.5

バッテリー充電電圧
充電電流（最大）
充電時間
– PowerPack 300 約
– PowerPack 400 約
– PowerPack 500 約
使用温度範囲

°C

–5 ～ +40

–5 ～ +40

–5 ～ +40

保管温度範囲

°C
kg

–10 ～ +50
0.8
IP 40

–10 ～ +50
0.8
IP 40

–10 ～ +50
0.6
IP 40

重量 ( 概算 )
保護クラス

記載内容は定格電圧 [U] 230 V をもとにしています。これと異なる電圧下で使用した場合、および各国仕様によってはこれらの記載内
容と異なることがあります。

電源ケーブル
製品番号
定格電圧–ケーブル
定格電圧–電源プラグ／コネクター
定格電流 – 電源プラグ／コネクター

V~
V~
A

原料 –ケーブル
安全基準–ケーブル
安全基準–電源プラグ／コネクター
長さ 約。

m

使用方法説明

JIS C8303

1.5

バッテリーを車体に装着したまま充電する
（図 C および D を参照）
バッテリーのスイッチを切ります。充電ソケットの
カバー 7 の汚れを取り除いてください。その際、特
に充電ソケットと接点部が砂や土などで汚れないよ
う注意してください。充電ソケットのカバー 7 を持
ち上げ、充電コネクター 5 を充電ソケット 6 に差し
込みます。

電源コードのプラグ（国によって形状が異なる）を
電源コンセントに差し込みます。
バッテリーを取り外して充電する （図 B 参照）
バッテリーのスイッチを切り、電動アシスト自転
車のホルダーから取り外します。取り外す場合は
バッテリーの取扱説明書をよくお読みください。

0 275 007 XCX | (28.6.17)

1 270 020 332
300
125
7
PVC
JIS C3304

充電器の充電コネクター 5 をバッテリーのソケット
6 に差し込みます。

充電器を電源に接続する（図 A 参照）

電源コードのコネクター 3 を充電器のソケット 2 に
差し込みます。

日本

1 270 020 344
300
250
10/2.5
PVC
AS/NZS 3191
AS/NZS 3112
AS/NZS 3109
1.5

 バッテリーは常に平らな場所に置いてください。
特に充電ソケットと接点部が砂や土などで汚れな
いよう注意してください。

操作

 電源電圧にご注意ください！ 充電装置の銘板に
表示されている電圧の電源を使用してください。

オーストラリア

 すべての安全上の注意事項を必ず守って充電して
ください。すべての注意事項を守れない場合に
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は、バッテリーをホルダーから取り外し、より適
切な場所で充電してください。取り外す場合は
バッテリーの取扱説明書をよくお読みください。

備考： 車体に装着したままバッテリーを充電した場
合は、充電完了後に充電ソケット 6 にほこりや水が
入らないよう注意してカバー 7 を取り付けてくださ
い。

2 個積みバッテリーパックを充電する

充電が終わった後にバッテリーを充電器に接続した
ままにしておくと、数時間後に充電器のスイッチが
自動的に入ってバッテリーの充電レベルをチェック
し、必要な場合には再び充電を開始します。

1 台の電動アシスト自転車にバッテリーパックが 2
個搭載されている場合、アンシールド接続で両方の
バッテリーパックを充電することができます。この
場合、自動的に切り替えながらそれぞれのバッテ
リーパックに交互に充電を行うため、充電時間は長
くなります。

エラー – の原因および処置
原因

バッテリーパックはそれぞれ動作中に交互に放電し
ます。

が 2 個点滅します。

バッテリーパックをホルダーから取り外せば、各
バッテリーパックを単独で充電できます。
バッテリーの故障

充電について
充電工程は、充電器がバッテリーに接続された時
点、または自転車の充電ソケットが電源に接続され
た時点から始まります。

正規販売店にお問い合わ
せください。
バッテリーの LED ランプ
が 3 個点滅します。

備考： 充電は、電動アシスト自転車のバッテリーの
温度が許容された充電温度の範囲にある場合にのみ
行うことができます。

バッテリーの温度が高す
ぎる、または低すぎる

備考： 充電中はドライブユニットが停止します。
バッテリーは、車載コンピューターの有無にかかわ
らず充電することができます。車載コンピューター
がない場合、充電レベルはバッテリーの充電制御イ
ンジケーターで確認可能です。

バッテリーを充電器から
取り外し、充電温度範囲
になるまで待ってくださ
い。
許容された充電温度に達
するまで、バッテリーを
充電器に再接続しないで
ください。
LED は点滅しない（電動ア

車載コンピューターが接続されている場合には、画
面上にメッセージが表示されます。

シスト自転車バッテリー

充電レベルは、バッテリーに装備されている充電制
御インジケーター 9 とサイクルコンピューターのス
テータスバーに表示されます。

の充電レベルに応じて、
1 個または複数の LED が点

充電中は、充電レベルインジケーターの LED ランプ
9 が点灯します。充電レベルが容量の 20％に達する
と、LED ランプが 1 個点灯します。次の 20％が充電
されている間は、2 個目の LED ランプが点滅します。
電動アシスト自転車のバッテリーが満充電に達する
と、LED ランプは直ちに消灯し、車載コンピュー
ターの電源は切れます。これで充電は完了です。充
電レベルは、バッテリーの on/off ボタン 10 を押す
と 3 秒間表示されます。
充電器をコンセントから抜き、バッテリーを充電器
から取り出します。

灯し続けます）
。
正規販売店にお問い合わ
せください。
バッテリーが充電されない（バッテリーのに何も表
充電器が充電していない

示されない）
コネクターが正しく接続
されていない
バッテリーの接点が汚れ
ている
ソケット、ケーブルまた
は充電器に不具合がある

バッテリーのスイッチは、充電器から取り出すと自
動的に切れます。

Bosch eBike Systems

処置
バッテリーの LED ランプ

バッテリーが故障してい
ます。
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すべてのプラグ接続を点
検してください。
バッテリーの接点が汚れ
ている場合には清掃して
ください。
電源の電圧を点検してく
ださい。販売店に充電器
の点検をご依頼ください。
正規販売店にお問い合わ
せください。

0 275 007 XCX | (28.6.17)
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保守とサービス
保守と清掃
充電器が故障した場合は、正規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
充電器についてご不明な点等ございましたら正規販
売店にお問い合わせください。
正規販売店の一覧は www.bosch-ebike.com でご覧い
ただけます。

処分
充電器、付属品と梱包は、環境に配慮してリサイク
ルできるようにする必要があります。
充電器を家庭ごみとして廃棄しないでください！
EU 諸国のみ：
使用できなくなった充電器は欧州指針
2012/19/EU および国内法に基づき分別回
収し、環境に適合した方法でリサイクル
してください。

表記の内容を予告なく変更することがあります。

0 275 007 XCX | (28.6.17)
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Active Line Plus

Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
72703 Reutlingen
GERMANY
www.bosch-ebike.com
0 275 007 XCX (2017.06) T / 15 ASIA
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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
大井出町7-28
兵庫県西宮市
〒662-0036
電話番号: 0798-74-9060

ウェブサイト: www.trekbikes.com

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RIDE+ バイクに該当しない場合がございます。
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© 2017 Trek Bicycle Corporation. All rights reserved.
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