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品質保証書及び、自転車点検チェックリスト付ですので、大切に保管してください。

　この度は、弊社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
お求め頂きました自転車の性能を十分に引きだし、いつまでも安全にお乗り
頂くために、自転車の正しいご理解とご使用が必要です。ご使用を誤りますと
大きな事故につながりかねません。お乗りになる前にこの取扱説明書をよく
お読みいただき正しいご理解とご使用をお願いいたします。
　取扱説明書（保証書）のお買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめの
上、大切に保管してください。販売店名の記入、捺印されたもののみ有効と
なりますのでご注意ください。
　この自転車及びバッテリーパックには鍵が標準装備されていません。盗難
防止のため市販のワイヤー錠などで施錠することをお勧め致します。

　お子様や高齢者の方のご使用につきましては、保護者の方が必ずお読み
いただきご使用上の注意事項などをご指導ください。
在日外国人の方はこの取扱説明書を翻訳できる方から説明を受けて下さい。

自転車を安全で快適にご使用いただくために必ずお読みください。

取 扱 説 明 書
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この製品は、電動駆動ユニットを前ハブに内蔵し、走行時に電動駆動力が
踏力を助けてくれる電動アシスト自転車です。一般の自転車と同じように扱
える構造になっていますが、電動アシスト自転車の使用方法、特徴をご使用
前によくお読みの上、正しくお使いください。

電動アシスト力により楽に走行できます。
　上り坂や荷物を積んだ時など、アシスト駆動力の力で楽に走行できます。
　乗る人の踏力、道路の状況、乗員と積載荷物を含む総質量の条件により楽になる
　度合いに差が生じます。

バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。
　お出かけ先でバッテリーが切れてしまった場合でも、普通の自転車と同じように走行できます。

次のようなときはアシストしません。
　時速が２４ｋｍ/ｈ以上のとき。
　ペダルを踏む力が弱いとき、またはペダルの回転を止めているとき。
　バッテリーの残量がなくなったとき。
　電源オフ機能が働いたとき。（電源が入った状態で1５分以上ペダルを踏まなかったとき自動で
　電源が切れます。再度走行するときは電源を入れてください。）
　走行することができなくなる故障や異常が発生したとき。

運転免許証は不要です。
　この電動アシスト自転車は運転免許証なしで乗ることができます。

　 自転車の全長 13１0mm 　　　電 　駆動方式  直流ブラシレス
　　　動

自転車の全幅  560mm 　　　機 　定格出力 250Ｗ

ハンドル高さ  935mm 　　　電 　種類  リチウムイオン
　寸 　　　池

サドル地上高さ 740～935mm 　容量    36Ｖ－5.8Ａｈ

　法 タイヤ(前後）　　　  16×1.75 　　　充 　充電時間     約 3 時間
　　　電　

車両総重量 15.8 ｋｇ 　　　器 　バッテリー寿命 充電回数 約600回

折り畳み　　　　　　　長さ 1000mm 　　　性 　充電1回の エコモードで
寸法 　　　高さ  625mm 　　　能 　走行距離 約 45ｋｍ　※１

　　　　幅  500mm

バッテリーは充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し、走行できる距離が短くなります。
目安として約600回（又は約２年）の充放電で購入時の約半分になり、使い方によっては交換が
必要になります。

　　　 ※１ 充電1回の走行距離は、積載量の重量、(乗員含む）路面状況、気温、バッテリーの消耗状況などの
条件の変化により大きく差が出ます。
｛走行条件：積載重量(乗員含む)65ｋｇ、路面は乾燥した平坦な路面、気温20℃、無風状態、前後の
ライトは消灯状態、バッテリーは新品満充電｝

１、電動アシスト自転車について

仕様内容
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アシスト力の働きで楽に乗れます。

ペダルを一定以上の力で踏むとアシスト力が働き、自転車よりも軽い踏力で走行できます。
下記のグラフは「人の踏力」と「電動アシスト力」との関係をイメージで表しています。

アシスト力とアシストが働く速度範囲は、アシストモード、変速位置により変化します。
乗る人の踏力、道路の状況、乗員と積載荷物を含む総質量の条件により楽になる
度合いに差が生じます。
アシスト率（人の踏力と電動のアシスト力との比率）は速度約10km/ｈから徐々に
下がっていき、24ｋｍ/ｈを過ぎるとアシストは”0”になります。

速度24ｋｍ/ｈ以上の

　力 時はアシストしません

　の
　比
　率

　　　　　　　　　　　　　

0 ｋｍ/ｈ 　　　　　10 ｋｍ/ｈ 　　　 24 ｋｍ/ｈ

速度（ｋｍ/ｈ）

　　　発進から速度10ｋｍ/hに達するまでは、ペダルを踏む力　”1”に対して最大で”2”の力で
　　　アシストすることができます。速度10ｋｍ/hを超えるとしだいにアシスト力を弱めていき、
　　　速度24ｋｍ/ｈでアシスト力は　ゼロ　になります。

　　次のようなときはアシスト力は働きません 　　　必ずお守りください
警告

　　速度が24ｋｍ/ｈ以上のとき。 　　電源を入れた後に駆動のチェーンに
　　ペダルを踏む力が弱いとき。 　　触ったり、上から強く押したりしない
　　ペダルの回転を止めているとき。 　　でください。
　　バッテリーの残量がなくなったとき。 　　システムに異常が発生する恐れ
　　電源が切れているとき。 　　があり故障の原因になります。

２、電動アシスト自転車の特徴

人の踏む力

電動アシスト力

②
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自転車取扱説明書（全車種共通）

　　これより先の項目は全車種共通の取扱説明書となっております。
　　お買い上げの自転車には当てはまらない説明内容も含まれています。

　　　　乗車前の「日常点検」と「2カ月以内～1年ごとの定期点検」(有料）を
　　　　必ず行ってください。
　　　　取扱いがわからないときは販売店にご相談ください。

＊この製品の取扱説明書の指示項目を守り、安全な走行に心がけて
　　ください。
　　使用方法を間違えると大きな事故につながります。
＊安全なご使用のため、危険の程度に応じて　「危険」　「警告」　「注意」
　　「禁止」　「強制」　の表示をしています。

　　取扱いを誤ったときに使用者が、死亡又は重傷などを
　　負う可能性が大きく想定されるもの。

　　　　　危険

　　取扱いを誤ったときに使用者が、死亡もしくは骨折などの
　　重傷を負う可能性が想定されるもの。

　　　　　 警告

　　取扱いを誤ったときに使用者が、傷害を負う危険が
　　想定されるとき及び、物的損害のみの発生が想定

　　　　  注意 　　されるもの。

　　危険の程度とは関係なく、道路交通法で禁止されている
　　行為（自転車に二人乗りなどをしない等）又は、当自転車

　　　　 　禁止 　　のしてはいけない行為。

　　強制 　　使用者に必ず実行していただきたいこと。

＊お使いになる人や他人への危害、財産への損害と自転車の損害を未然に防ぐために、
　　必ずお守りください。
　　又、自転車に貼られた警告シールははがさないでください。
＊この製品の取扱説明書は自転車のご使用前に必ず読んで正しくご使用ください。

警告表示について

３、安全上のご注意 ・ 警告表示について
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　　警告
安全にお乗りいただくための注意事項

　禁止 　禁止 　　　禁止

二人乗りは法律で禁止され 　　アクロバット的な乗り方 　　体調が良くない場合やお酒を
ています。 　　は大変危険です。 　　飲んだ後は絶対乗らないで
ハブステップ等歩行者に危 　　ください。
害を及ぼすおそれがある突
起物を装着しないこと。

　禁止 　禁止 　　　禁止

手やハンドルに荷物を引 　　山道や凸凹のはげしい 　　走行以外のことに使用しない。
っ掛けたりペットをつなが 　　ところ、河川などでは絶 　　「踏み台」替わりに使用する
ないでください。 　　対乗らないでください。 　　のは大変危険です。

　禁止 　禁止 　　　禁止

並進の禁止。 　　滑りやすい靴や、かかと 　　片側ブレーキはかけない。
二台以上で走行するとき 　　の高い靴などをはいて 　　片手だけ（特に前ブレーキ）の
は、一列に並んで走行し 　　乗らない。 　　ブレーキをかけるとバランスを
てください。 　　崩して転倒の恐れがあります。

　禁止 　禁止 　　　禁止

滑りやすいところででは 　　走行中は携帯電話や 　　走行するときはスタンドを
乗らない。雪道や凍結し 　　音楽プレーヤーを使用 　　完全に跳ね上げてください。
た道、鉄板の上など 　　しない。 　　カーブではスピードを落と
スリップしやすい所では 　　して急ブレーキをかけない
乗らない。 　　で走行してください。

４、警告・注意・禁止事項

④



　禁止 　　禁止 　　　禁止

シートポスト、ハンドルステム 　　　積載条件を超える 　　走りながら足で発電ライトの
は、はめ合せ限界標識が見 　　　荷物は積まない。 　　操作をしない。
える状態では乗らない。 　　　バランスをくずして転倒

　　　する恐れがあります。

　禁止 　禁止 　　　禁止

無灯火で乗らない。 　　　スポークの間にボール 　　　ブレーキの制動面に注油
夜間及びトンネル内を走行 　　　等の固形物を入れて 　　　しない。ブレーキやリムに
する際は必ずヘッドライトを 　　　走行しない。 　　　注油するとブレーキが効か
点灯してください。 　　　なくなり危険です。

　

　禁止    禁止 　　　禁止

ニギリのゆるんでいるもの 　　乗るときは安全な服装で。 　　　子供を乗せたままで駐輪した
には乗らない。 　　マフラーやスソの長いス 　　　とき、その場を離れないでくだ
ニギリの弾性が低下し、回 　　カートなど巻き込みやす 　　　さい。
るものは交換が必要です。 　　い服装では乗らない。

　禁止 　禁止 　　　禁止

ギヤチェンジ（シフト操作）は 　　回転部には触れない。 　　　自転車の改造をしない。
一度に二段以上しない。 　　前後車輪、ギヤ、チェーン 　　　修理や部品の組み付けは

　　部が動いているときは 　　　販売店にご相談ください。
　　手や足で触れないこと。

⑤

限界標識



　禁止 　　禁止 　　　禁止

視界の悪いときは乗らない。 　　ハンドルの形を変えない。 　　　異常（変形やひび割れ、
見通しの悪い時は衝突や 　　乗車姿勢が不自然になり 　　　ねじのゆるみ等）のある
転倒の恐れがあり危険です。 　　安定走行ができなくなる 　　　ときは乗らない。

　　恐れがあり危険です。

　禁止 　禁止

自動車の横を走り過ぎるとき 　　長い下り坂などでのブレー
はスピードを出さない。 　　キのかけっぱなしはしない。
自動車のドアが急に開き 　　ブレーキの制動部が発熱 　　　自動車の左折車に注意。
衝突の危険があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して効かなくなり危険です。

夜間の走行時の注意 　　　　　駐輪時の注意
　夜間、ご乗車の際は必ずヘッドライトを 　　駅前や商店街などへ行った先
　点灯してください。（前方１０ｍ位を照ら 　　で自転車を放置しないこと。
　すように角度を調整してください。） 　　駐輪禁止の場所や歩行者等の
　ライトが点灯しないときは押して歩いてください。 　　通行の妨げになる場所には

　　駐輪や放置しないで駐輪場を
雨・強風・雪のとき 　　利用しましょう。
　＊雨のとき 　　平坦な場所に必ずスタンドを
　　　ブレーキの制動距離が長くなりますので 　　ロックし施錠しましょう。
　　　早めのブレーキ操作をしてください。
　　　傘をさしての片手運転は絶対しないこと。
　＊強風のとき
　　　風にあおられて危険です。降りて押して 　　　リフレクタは汚れて
　　　歩きましょう。 　　　いたり破損したまま       禁止
　＊雪のとき 　　　では乗らない。また
　　　日陰の路面は凍結していますので乗らないのが 　　　取り外して乗らない。
　　　いちばんです。

前輪ロックに注意（十分注意して走行しましょう。）
　　前輪ロックとは走行中の前車輪が瞬間的に急停止することです。
　　衝突と同じくらいの衝撃があり、前のめりに頭から転倒し大事故につながる可能性があります。
＊前輪ロックの原因として
　　①荷物のはさみこみ。
　　②前ブレーキだけの急制動
　　③ブレーキゴムの位置ずれ　 　　　禁止
　　④外部からの異物のはさみ込み

⑥



必ずお守りください。
　危険

　　　　　　　　禁止  禁止 　　禁止

　　　　　クギで刺したり、衝撃を与え 　　専用充電器を使用して 　　火への投入、加熱をしない。
　　　　　たり分解、改造をしないこと。 　　充電してください。 　　火のそばなど高温の場所で

　　充電、使用、放置しない。
    直射日光下で充電はしない。

禁止 　　　禁止

　禁止
　　(＋)と(－）を金属などで接触さ

　　傷のついたまま使用しない。 　　せないこと。
　　　　　電動アシスト自転車の専用の 　　ケースなど、破損したまま 　　発熱、発火、破裂の原因にな
　　　　　回生充電対応バッテリーです。 　　使用すると液漏れの恐れ 　　ります。ネックレス、ヘアピンな
　　　　　この自転車以外に使用しない 　　があり、目に入った場合 　　どと一緒に持ち運んだり保管し
　　　　　でください。 　　失明する恐れがあります。 　　ないでください。

　　　　お手入れするとき
　　　　などは、本体各部

　　　　　水をかけたり、水中に 　　　禁止 　　　　に直接水をかけな　　禁止
　　　　　投下したりしないこと。 　　　　いでください。
　　　　　端子部から水が入るとショート
　　　　　し、発熱、発火破裂の原因にな
　　　　　ります。 　　　　再生バッテリーは 　　　　　バッテリー本体は両手で
　　　　　バッテリー内部に明らかに水が 　　　　使用しないこと。 　　　　　扱ってください。
　　　　　侵入した場合は、使用を停止し、 　　　　発火、発煙の恐れ 　　　　　落下して破損、けがを
　　　　　販売店で点検を受けて下さい。 　　　　があります。 　　　禁止 　　　　　する恐れがあります。

大雨などで自転車本体(バッテリー部）が水につ
かった場合、使用しないこと。
不意にアシストが停止する場合があり、バランスを 　禁止 　　　　禁止
崩し転倒によるけがの恐れがあります。
自転車は生活防水性能を備えていますが、大雨などに
よりバッテリー内部に水が入った場合は使用を停止し、 　　幼児の手の届くところには置か
販売店で点検を受けてください。 　　ないこと。

　　落下して、けがをする恐れが
　　あります。

　　　　 ※ バッテリーパックには鍵が標準装備されていません。盗難防止
のため市販のワイヤー錠などで施錠することをお勧め致します。

５、安全上のご注意 （バッテリー）

⑦
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必ずお守りください。
　警告

　　　　　禁止 　　　禁止

　　　　　以下のようなことはしない。
　　　　　　＊衝撃を与えること。 電源プラグは根元まで確実 　　　充電端子を金属でショート
　　　　　　＊落下、水濡れ。 に差し込むこと。 　　　させないこと。
　　　　　　＊高湿度な場所での使用。 差し込みが不完全ですと、感 　　　発熱、発火、感電の恐れが
　　　　　発熱、発火、感電の恐れが 電や発熱による火災の原因 　　　あります。
　　　　　あります。 になります。

禁止
　　　　　電源コードを充電器本体に 　　　　　　　ぬれ手 　　　禁止
　　　　　巻き付けて保管しない。  禁止
　　　　　　電源コードやプラグが脱線 　　　充電端子部にボタン、コイ
　　　　　　し、傷んだまま使用すると、 ぬれた手で電源プラグの抜き 　　　ン電池を接触させないこと。
　　　　　　感電、故障、火災の原因に 差しはしないこと。 　　　ボタン、コイン電池が破裂し
　　　　　　なります。 感電の恐れがあります。 　　　発火の恐れがあります。

　　　充電中はカバーを
　　　　　　　　禁止 　　　したり、上に物を

　　　　　禁止 　　　置いたりしない。　　　　禁止
　　　　コンセントや配線器具の定格 　　　内部が発熱、火災の恐れが
　　　　を超える使い方や、交流１００ 　幼児やペットが触れる所に 　　　あります。
　　　　Ｖ以外での使用はしない。 　放置しないこと。
　　　　　たこ足配線など、定格を超え 　幼児やペットがコードを傷め
　　　　　ると、発熱による火災の原因 　感電、故障、火災の原因に
　　　　　になります。 　なります。

　　　　禁止

　　　電源コード電源プラグ、ケース
　　　を破損するようなことはしない
　　　（傷つける、加工する、熱器具

　　　　　禁止 　　禁止 　　　に近付ける、無理に曲げる、ね
　　　じる、引っ張る、重いものをの
　　　せる、束ねる、など）こと。
　　　傷んだまま使用すると、感電、

　　　　　充電端子や電源プラグのほこ  この電動アシスト自転車用 　　　故障、火災の原因になります。
　　　　　りなどは定期的に取ること。  バッテリーの充電以外の使用、　　　電源コードなど単体での修理
　　　　　ほこりがたまると、湿気などで  分解、改造は絶対しないこと。 　　　交換はできません。充電器の
　　　　　絶縁不良となり、火災の原因 　バッテリーの液漏れ、発熱に 　　　電線コードなどが傷んだ場合
　　　　　になります。乾いた布で拭い 　よる火災の恐れがあります。 　　　販売店にご相談の上、充電器
　　　　　てください。 　　　本体をご注文ください。

充電中は長時間、皮膚の同じ場所で触れないこと。
　　禁止 充電中は、４０～６０℃になる場合があり、低温やけどの恐れがあります。

６、安全上のご注意 （充電器）

⑧



　　　必ずお守りください。
警告

　　禁止

けんけん乗り（けり乗り）はしないこと。
転倒や接触事故によるけがの恐れがあります。

電動アシスト自転車に慣れるまでは、車が 必ずサドルにまたがって、発進してください。
通らない平坦な場所（公園や広場など）で けんけん乗り（けり乗り）とは、片足でペダルを
十分練習してください。 こぎながら助走し、反動をつけてサドルにまた
転倒や衝突事故によるけがの恐れがあり がる乗り方です。
ます。

　　禁止 　　禁止

発進時は、ペダルを強く踏み込まないこと。
思わぬ急発進により転倒や衝突事故による 停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、
けがの恐れがあります。 ペダルに足を乗せないこと。
強く踏み込まなくても、楽に発進することが 不用意なアシスト力が働き、転倒や接触
できます。 事故によるけがの恐れがあります。

　　禁止
　　禁止

バッテリー

バッテリーが確実に装着されているか確認
してください。（接触不良の回避のため）

バッテリー残量が少ない状態（残量表示が
赤色表示）のときは、上り坂で乗車しない。

電源を入れた後に駆動のチェーンに触ったり、 アシストが切れたとき、バランスを崩し、転倒
　　　　　　警告 上から強く押したりしないでください。 によるけがの恐れがあります。

システムに異常が発生する恐れがあります。

走行中、手元スイッチの電源を入・切りしない。 夜間走行の前は必ずバッテリー残量を確認。
走行中、アシストモードの切り替えをしない。 　　走行中バッテリー残量がなくなった場合は
　　　上り坂や発進時、誤操作などでアシストが 　　ライトは消灯します。消灯での乗車は衝突
　　　切れたとき、バランスを崩し、転倒による 　　や転倒によるけがの恐れがあります。

　　　　　禁止　　けがの恐れがあります。 夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態に
必ず停止して、電源・アシストモードの操作を なった場合、押して歩いてください。
して下さい。 無灯火での夜間乗車は法令違反になります。

７、電動アシスト自転車を安全に乗るために

⑨



13 　  11（左） 1 24 22 17

4

18

14 3

20
19

21
9

23 16
2

7 5

10 6
26

　25（後） 8 25（前）
12 　11（右） 15 26

番号　　名称  番号　　 名称
　１、フレーム 　１４、シートポスト
　２、前ホーク 　１５、ペダル
　３、ハンドルステム 　１６、ブレーキゴム
　４、ハンドル 　１７、変速レバー
　５、タイヤ 　１８、ブレーキレバー
　６、前ハブモーター 　１９、フロントライト
　７、後内装ハブ 　２０、バッテリー
　８、一本スタンド 　２１、リヤテールライト
　９、前キャリパーブレーキ 　２２、ディスプレイ
１０、後ローラーブレーキ 　２３、フェンダー
１１、クランク（左右） 　２４、ニギリ
１２、チェーン 　２５、車輪（前後）
１３、サドル 　２６、スポーク

　　禁止

８、自転車各部の名称

⑩

自転車を改造しない
○ 修理やパーツの取り付けは、販売店にご相談下さい。

○ ハブステップの取り付けは禁止されています。

○ 取扱説明書に記載されている調整箇所以外の調整は危険です。

絶対しないでください。

万一、不当な改造が起因と判断される故障の場合は、

品質保証の対象外となります。

※ この自転車及びバッテリーパックには鍵が標準装備されていません。盗難

防止のため市販のワイヤー錠などで施錠することをお勧め致します。



必ずお守りください。
　　注意

　　正しい乗車姿勢はとれますか 安全な服装で

　　　サドルとハンドルの高さを販売店で調整 車輪に巻き込まれやすい服装では
　　　してもらってください。 乗らない。
　　　（実際に自転車に乗って確認してください）

　　　　　＊ ズボンのすその汚れやチェーンへ
　　＊円滑なぺダリングができますか。 の巻き込みを防止するためズボン
　　＊ベル、ブレーキ及びギヤチェンジが確実に バンドでとめてください。
　　　 操作できますか。 　　　　　＊ 靴はかかとの低い滑らないものを
　　＊ハンドル操作が容易にできますか。 　　　　　　 はいてください。

　　必ず点検をしてください。 乗る練習は

　　＊ 乗る前には必ず点検をしてください。 　　　　　＊ 小径車は十分練習してからお乗り
　　　　点検についてはこの取扱説明書をよく ください。
　　　　読んで点検してしてください。 車輪径18型以下の小径車は20型
　　　　わからない点は販売店にご相談ください。 以上の自転車より安定性が劣りま

す。十分練習の上、ご使用ください。

　　　　　＊ 練習するときは、空き地や公園な
どの安全な場所でしましょう。
迷惑をかけないよう練習してから
一般道路でお乗りください。

　　初期点検及び定期点検は
　強制

　 購入後２カ月以内はネジのなじみなどの影響で
　 ゆるみなどが生じやすいので、２カ月以内に初期 　　　　　定期点検、調整を受けて
 　点検を、又その後は一年ごと及び点検時期外でも 　　　　　いないと保証の対象外に
　 異常を感じた場合には、自転車安全整備士、自転 　　　　　なることがあります。
　 車技師（自転車組立整備士）もしくはそれと同等の
　 技術を有する者により点検を受けてください。
　（有料）

９、乗る前の注意

⑪



＊点検ができないお子様のために必ず保護者がおこなってください。 注意

日常点検と調整のポイント

＊安全に乗っていただくために、乗車前に下記の各項目の点検を行ってください。
＊点検、調整後は試乗を行ってください。
＊異常があったときや不明な点があるときは、乗車せずに販売店にご相談ください。

　　ニギリ 　　変速レバー
　　ゆるみはないか 　　正しく変速するか

　　サドルの固定
　　よく固定されているか 　　ハンドル
　　シートポストは限界標識 　　しっかり固定され 　　ブレーキレバー
　　以上あがっていないか 　　ているか 　　しっかり固定されて

　　いるか
　　しっかり効くか

車輪
ガタはな ブレーキ本体
いか ガタはないか
ゆるみは スムーズに
ないか 動くか

タイヤ
空気圧は
大丈夫か
パンクは
していな
いか

　　チェーン ブレーキゴム
　　たるみすぎていないか 摩耗していないか

　　スポーク 　　錆びていないか
　　折れている
　　ものはないか 　　クランク

　　ガタはないか 　　ペダル
　　ヒビや曲がりは 　　ガタはないか
　　ないか

＊ブレーキワイヤは異常がなくても2年に一回は交換してください。
＊タイヤは接地面のトレッド溝が一部でもなくなる前に交換してください。

強制 ＊ブレーキゴムは制動面の溝が残り1ｍｍになる前に交換してください・

１０、乗る前の点検

⑫



注意
＊点検ができないお子様のために必ず保護者がおこなってください。

タイヤはパンクしていませんか 　　　　　ブレーキは良く効きますか
タイヤの空気圧は十分ですか 左右のブレーキレバーを握って自転車を押し

進めたとき、ブレーキレバーとニギリとの間が
乗ったとき地面との接地面の長さが 1/2～1/3になるまでにブレーキは効きますか。
９～１０ｃｍくらいになるのが標準です ブレーキレバーの取り付けに緩みやガタがな
空気圧が低すぎるとタイヤの摩耗が いか、ワイヤに折れ曲がりなどがないか確認
早くパンクの原因にもなります。 してください。

　　　フレームや前ホークの ディレラー（変速機）は
車輪はしっかり固定され 　　　変形、ひび割れ、ペダ 正常に作動しますか
ていますか 　　　ル軸やクランクに曲が
車輪を持ち上げて、タイヤを 　　　りやひび割れ等はない 変速レバーを操作した
上から強くたたいたとき、車 　　　か とき、変速がスムーズ
輪が動いたりしていないか、 　　　  変形している部品は、お ですか。異音はしてい
固定を確認してください。 　　　　買求めの販売店で即時 ませんか。

　　　　交換、修理をしてください。

ハンドルはしっかり固定されていますか 　サドルはしっかり固定されていますか

動き、ガタはないですか。 　上下左右及び前後にガタや動きががないか。
前輪に対して直角に取りついているか。 　フレームにまっすぐに取り付いているか。
固定の確認は大人の人が左右のハンドル 　固定の確認は大人の人がサドルの前後を
ニギリ部をもって前輪を両足にはさみ上下 　もって上下左右に力を加えて動かないこと。
左右に回そうとして動かないこと。

各部のねじはゆるんでいませんか 　　ライトは点灯しますか
自転車を持ち上げ軽く落として異音がないか。 　　ライトが点灯するか確認してください。

乗る前の点検

⑬

まわす

1/2~1/3



　　注意
積載条件を超える荷物は積まないこと。

１１、正しい使用条件

⑭

１５ｃｍ以内



　　注意
１２、主な各部の取扱いと調整

⑮



⑯



⑰



　　　　鍵が装備されていない自転車を駐輪すると
　　　　きは、盗難防止のため市販のワイヤー錠な
　　　　どで施錠することをお勧め致します。

ベルト車の取扱い

タイヤの取扱い

工具の取扱いについて

標準予備部品について

タイヤの空気圧について

⑱

盗難防止のため駐輪時には施錠を！



　　　 ブレーキレバー

    チェーン

お手入れと保管(安全と品質保持の為に） こんなときどうするか

⑲

ご注意

リムやブレーキゴムなど制動面に油をささないで

ください。ブレーキが

効かなくなります。

タイヤのゴム部分に油を

付けないでください。

（ひび割れ等劣化の原因

になります）

クランクを回しながら

チェーンに注油してくだ

さい。

ブレーキレバーのワイヤ

１３、注油・お手入れ・保管・その他について

注油について



平成６年６月２０日より、自転車基本法（省略）が改正され、防犯登録が
自転車利用者の義務となりました。

防犯登録をご希望の方は、お近くの「防犯登録所（自転車販売店）」にて
手続きができます。

お求め頂いた自転車本体
　　　　この自転車及びバッテリーパックには

品質保証書（取扱説明書付属の品質保証書に 　　　　鍵が標準装備されていません。盗難
必要事項を記入してください） 　　　　防止のため市販のワイヤー錠などで
お客様の身分証明になるもの（運転免許証、 　　　　施錠してください。（施錠のしかた一例）
健康保険証、学生証など）

　バッテリー

防犯登録を受ける際は別途手数料が必要と 　盗難防止

なります。（お客様の負担になります）
　　　　　　　鉄柵などに

　　　　　　　ワイヤー錠

その他、防犯登録についてご不明な点が 　　　　　　　で施錠

ございましたら最寄りの自転車販売店
または、警察署におたずねください。

電動アシスト自転車として道路交通法等に
規定されている基準に適合した自転車で
国家公安委員会から認定を受けたものに
貼付できるマークです。
型式認定済ＴＳマークは自転車に貼付され
ます。

　貼付された型式認定済ＴＳマークは
　はがさないでください。

　この型式認定済TSマークには交通
　傷害保険は付帯されていません。

１４、防犯登録・型式認定済（ＴＳマーク）について

防犯登録を受ける際に必要なもの

型式認定済（基準適合）ＴＳマークについて

⑳

型式認定済ＴＳマーク

普通自転車

型式認定番号

駆動補助機付自転車

型式認定番号

車種記号 ００－００００

交Ａ００－００

交Ｎ００－００

ＧＳジャパン株式会社

車体番号

型式認定済TSマーク



道路交通法改正で危険項目に指定されたのは下記の14項目です。
明らかな危険行為もありますが、ついしてしまいがちなミスも危険項目に指定されています。
改正で取締りの対象となるのは、14歳以上のすべての自転車利用者です。
今までは注意されるだけで済んだ場合もありますが、改正施行後は取締りの対象となり
ペナルティが与えられます。

　　　　
　　　　　１、信号無視　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　信号の指示を無視すること。
　　　　　２、通行禁止違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 道路標識などで通行禁止されている場所を通ること。
　　　　　３、歩行者専用道での徐行違反等 ・・・・・・・ 歩道を徐行せずに通ること。
　　　　　４、通行区分違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自転車専用レーンの枠外を通ること。
　　　　　５、路側帯の歩行者妨害 ・・・・・・・・・・・・・・ 歩道がない道で歩行者の通行を妨げること。
　　　　　６、遮断機が下りた踏切への進入・・・・・・・・ 閉じようとしている又は閉じている踏切内への立ち入り。
　　　　　７、交差点での優先道路通行車妨害等 ・・・ 交差点で優先されている車両の通行を妨げることなど。
　　　　　８、交差点での右折車妨害等 ・・・・・・・・・・・ 交差点で車両の通行を妨げるように右折することなど。
　　　　　９、環状交差点での安全進行義務違反等 ・・ 右回り通行が指定されている交差点で流れに逆らうなど。
　　　　１０、一時停止違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一時停止の指定がある場所で止まらないこと。
　　　　１１、歩道での歩行者妨害 ・・・・・・・・・・・・・・ 歩道で歩行者の通行を妨げること。
　　　　１２、ブレーキのない自転車運転 ・・・・・・・・・・ ブレーキがなかったり、効かない又壊れた自転車の運転。
　　　　１３、酒酔い運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ お酒を飲んでの自転車の運転。
　　　　１４、安全運転義務違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 傘をさしたり、携帯電話、音楽プレーヤーを使用しながら

の運転行為。

違反行為を3年間のうち2回以上摘発された自転車利用者は、公安委員会の命令を受けてから
3カ月以内の指定された期間に「安全講習」を受講する義務があります。
公安委員会の受講命令を無視して受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。

①3年間で1回以下の摘発 取締りの対象のみ なし

②3年間で2回以上の摘発 安全講習への参加命令 安全講習への参加手数料

③　②の罰則未対応の場合 裁判所への呼び出し 5万円以下

　　　　 ① 自転車の通行は車道が 　②車道は左側を通行です。 　　③歩道は歩行者優先です。
原則。歩道は例外です。 　　　 車道寄りを徐行。
自転車は軽車両です。歩道 　　　自転車は車道の左側に 　　　　歩道ではすぐに停車できる
と車道の区別のあるところは 　　　寄って通行しなければ 　　　　速度で歩行者の通行を妨げ
車道通行が原則です。 　　　なりません。 　　　　る場合は一時停止する。

　　　 　④ 交通安全ルールを守る。 　　⑤子供はヘルメットを着用
　　　　　＊ 　飲酒運転は禁止(自転車も飲酒運転は禁止）
　　　　  ＊ 　二人乗りは禁止(6歳未満の子供を1人乗せる場合を除き禁止） 　　　　児童、幼児の保護責任者は
　　　　　＊ 　並進は禁止（「並進可」標識のある場所以外での並進禁止） 　　　　児童、幼児にヘルメットをか
　　　　  ＊ 　夜間はライトを点灯（夜間走行は必ず前照灯の点灯を） 　　　　ぶらせるようにしましょう。
　　　　　＊ 　信号を守る（信号を必ず守る）
　　　　　＊ 　交差点での一時停止と安全確認（安全確認を忘れずに、一時

　　停止は守る）

１５、大きく変わった自転車ルール（道路交通法改正）

１４項目の運転違反行為

罰則、罰金について

自転車の 安全利用五則 を守りましょう

罰 則 罰 金

㉑



㉒

１交
通

ル
ー

ル
を

守
り

ま
し

ょ
う



1 安全フックを回転させはさみ込みを解除します

2 ロックレバーを下方向に引き下げます

3 ハンドルを前車輪の左側に折り畳みます

　　　　 ※ 組立てる場合は逆の手順で行ってください。

１６、折り畳み手順

ハンドルを折り畳みます①

②

③

③

②

①

乗車時のはめ合せ限界標識

「折り畳みする時の

ＭＡＸライン」 （刻印）

この位置までシートポストの

先端を挿入してください

シートポストを 「折り畳みする時のＭＡＸライン」まで上げて固定します

後車輪を前方の前車輪の

右側まで移動させます

移動させます

フレーム本体を

持ち上げながら

後車輪を前方へ

移動させます

④ シートポストを下げてスタンドにします

シートポストを下げて

カムレバーで固定し、

キープスタンドにします

カムレバー

ｼｰﾄﾎﾟｽﾄ

㉓

ロックレバー

安全フック

ハンドル



ハンドルを起こす。

 　 安全フック

　　　　　ロックレバー

ジョイント部のロックレバー　　　　を、上方向に引き上げ固定します。

樹脂製の安全フック　　　　　を回転させ、ロックレバー　　　　がひらかないように
はさみ込みます。

ジョイント部分を持ってハンドルを起こさない

　　　　　　　　指や手を挟んでけがをする恐れがあります。
　禁止

ハンドルの固定を確認せずに乗らない

ハンドルを固定してもガタやゆるみのある時は乗らない

　　　　　　　　走行中、ハンドルが折れ曲がり、転倒によるけがの恐れが
　禁止 　あります。（販売店で点検してもらいましょう。）

ハンドルの高さは調整できません

１７、乗る前の準備

ハンドルを組み立てる

①

②

①

②

③

③

警告

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ Ａ

㉔

ジョイント部分

ハンドル

ここを密着させ

ロックレバーを

引き上げます



　　

ディスプレイの電源が切れている 専用充電器を用意します。
ことを確認します。（全ライト消灯）

ディスプレイ 電源ボタン　入/切

長押しします

専用充電器の充電コネクター部を、バッテリーパックの充電コンセント部に
しっかり接続してください。

キャップを開ける

バッテリーパック 充電コネクター部

　　　　　専用充電器へ

　　バッテリーパックの充電コンセント部

専用充電器の電源コンセント部を、家庭用電源（１００Ｖ）の
コンセントに差し込んでください。これで充電が始まります。

１８、充電のしかた （充電を開始しましょう）

充電を開始しましょう

①

③

④

自転車にバッテリーパックを装着したままで充電します

電源コンセント部

専用充電器

充電コネクター部
充電コンセント部

㉖ ページ の
⑤⑥に進みます

㉕

雨のかかる場所や

直射日光の当たる

場所でのバッテリー

の充電はしないで

ください。

②

専用充電器

接続します

電源コンセント部充電コネクター部

⑦ページ（バッテリー）

⑧ページ（充電器）を

ご参照ください。



充電を開始すると専用充電器の充電表示ランプが
赤く点灯します。

充電表示ランプが赤から緑に
変われば充電は完了です。

専用充電器

充電表示ランプ

バッテリー残量確認ボタンを押して
バッテリー残量表示ランプがすべて
点灯していれば充電は完了です
（バッテリー残量表示ランプの詳細は
下の表をご参照ください）

バッテリー残量表示について

バッテリー残量確認ボタン

　　　バッテリー残量 　　　電量
　　　　ランプ表示 　（バッテリー残量）

　　　白色ランプ   100％～76％
　　　　４つ点灯

　　　白色ランプ 　  75％～51％
　　　　３つ点灯

　　　白色ランプ     50％～26％
　　　　バッテリー 　　　　２つ点灯
　　　　残量確認

　　　　ボタン 　　　白色ランプ 　  25％以下 即、充電をし

　　　　1つ点灯 てください

　　　バッテリー残量
　　　　表示ランプ

　　※㉞ページのディスプレイのバッテリー残量メモリー表示の
　　　 数値とは異なる場合がありますのでご注意ください。

充電のしかた （充電を開始しましょう）

充電を開始しましょう

⑤

⑥

バッテリー残量表示ランプ

拡大図

バッテリーパック

㉖

バッテリー残量表示ランプの詳細



ディスプレイの電源が切れていることを確認します。（全ライト消灯）

ディスプレイ

　長押しします

電源ボタン　入/切　

自転車のシートポストを固定している　上部カムレバー　　　　を左にひらいて
固定を解除します。
次に　下部カムレバー　　　　を左にひらいて固定を解除します。

　　シートポスト

上部カムレバー　
フレーム本体

バッテリーパック

下部カムレバー　　

シートポストを上の方向に、フレーム本体から引き抜きます。

シートポスト

１９、充電のしかた （バッテリーパックのはずしかた）

自転車からバッテリーパックをはずします

②

③

①

㉗

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

引き抜きます



　　バッテリーパックの取り外し及び

　　フレームへの挿入の際は指など

バッテリーパックのリリースボタンを押しながら、 　　はさまないようご注意ください。

バッテリーパックをフレーム本体から抜き取ります 　

バッテリーパックを抜く作業は両手で行ってください。 　　　リリースボタンは
　　　バッテリーパック
　　　の真下にあります

バッテリーパック

フレーム本体
　　　

　リリース

　　　ボタン

　　 バッテリーパック
　　　　　　　　バッテリーパックを 　　　　　リリースボタン
　　　　　　　　引き抜きます

フレーム本体を片手で１０ｃｍほど上に持ち上げながら
バッテリーパックのリリースボタンを押し、後方に引き抜きます。

　　　バッテリーパックを抜くとき

　　　フェンダーと接触します。

　　　フレーム本体を１０ｃｍほど

　　　持ち上げながら抜きます。
　　１０ｃｍ

  バッテリーパックは充電完了後にはフレーム本体の元の位置に挿入します。

充電のしかた （バッテリーパックのはずしかた）

自転車からバッテリーパックをはずします

④

フェンダー付自転車の場合のバッテリーパックのはずしかた

⑤

１０ｃｍほど持ち上げながら
フレーム本体

㉘

フェンダー

注意

バッテリーパック取扱い時のご注意



自転車からバッテリーパックをはずした後、専用充電器を用意します。

専用充電器の充電コネクター部を、バッテリーパックの充電コンセント部に
しっかり接続してください。

キャップ

バッテリーパック 充電コネクター部

　　　専用充電器へ

　　バッテリーパックの充電コンセント部

雨のかかる場所や直射日光の当たる
場所でのバッテリーの充電はしないで

ください。（⑦⑧ページをご参照ください）

バッテリーパックの充電コンセント部の
キャップをあけるときは、手前に引き
上にあげてください。

充電コレクターの先端形状に合わせて
正しく挿入してください。

専用充電器の電源コンセント部を、家庭用電源（100V）のコンセントに
差し込んでください。これで充電が始まります。

家庭用100ボルト
コンセント

充電のしかた （充電を開始しましょう）

充電を開始しましょう

①

②

③

充電コネクター部

電源コンセント部

専用充電器

充電コンセント部

専用充電器
接続します

充電コネクター部

電源コンセント

㉙

バッテリーパックをはずして充電します

㉖ページ の

⑤⑥に進みます



　　　　　ライトの点灯表示

　　　　　　（35ページ）

　　　バッテリー残量
　　　メモリー表示

　　　　　インターフェイス 　　　（34ページ）
(選択モード）

　　　走行スピード表示

　　　 　　　（31ページ）

　　　（36ページ）

　　　　アシストモード表示

　　　　　（31ページ）

切り替えボタン 長押しします

　　　　　　　　　　　　　
電源ボタン　/　実行

　　　① 電源を入れる場合は電源ボタンを「長押し」します。

電源が入ると画面に
ロゴマークが表示さ

ロゴマーク れます。

電源ボタン　入/切　

　※スイッチを切らなくても約１５分で電源は切れます。 　　長押しします

電源ボタン　入　/　切　

２０、ディスプレイの操作方法 （電源を入れましょう）

電源を入れましょう

㉚

ディスプレイ各部の名称

状況

総計

設定

中

モード

70％

バッテリー残

０５
ＳＰＥＥＤ

Ｃａｌ

ディスプレイ

ご乗車される前、ディスプレイに

電源を入れたあと、約10秒間は

プログラム、システムを安定させ

るため、ペダルを強く踏み込まな

いでください。

お 願 い



　　　② 切り替えボタンで　状況　を選択します。

メニュー画面の表示のモードでもアシスト走行ができます。

（パワーモード）
常にパワフルにアシストするモードです。

（ノーマルモード）
通常の走行時に選んで走行するモードです。

（エコモード）
アシスト力を制御し、さらにアシスト力を抑え
１充電での長距離走行が可能なモードです。

　　メニュー画面 アシストを切るモードです。
切り替えボタン

　　　③ 切り替えボタンで　状況　を選択したあと、自転車を前方に少し動かすと
アシストモードの選択画面になります。

※ペダルを踏むとアシストモード画面がスピード表示の走行画面に切り替わります。

　　　④ 切り替えボタンで、アシストモード
（強、中、弱、切）を選択します。

　　　　　　切り替えボタン

　　　　　アシストモード選択画面

状況

総計

設定

弱
モード

バッテリー残量

７０％

強

中

弱

切

強

中

弱

切

アシストモードの選択

ＳＰＥＥＤ

０５
ＷＡＴＴ ＤＩＳＴ

０ ００

切り替えボタンを押して走行に適したいず

れかのアシストモード（強、中、弱）を選択

してから、安全に注意してアシスト走行を

してください。

２１、走行するときの アシストモード を選択しましょう

※アシストモードの選択の際は上記の内容をご参照ください。

モードの選択後はアシスト走行ができます。

㉛

中



平地を走るとき

　シフトグリップを回してインジケー

　ターを　②　又は　③　に合わ
　せます

　発進するときは　①　に合わせ
　ると楽です

上り坂のとき

　上り坂の手前で
　　シフトグリップを回してインジケー

　　ターを　②　（又は　①　）に合
　　わせます

　　きつい上り坂のときは　①　に
　　合わせると楽です

下り坂のとき

　下り坂の手前で
　　シフトグリップを回してインジケー

　　ターを　③　に合わせます

楽な走行をするには
　　タイヤの空気圧はいつも適正にしてください。
　　軽めの変速位置を選んでください。（特に発進と上り坂）
　　変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調などによって、最適の

　　位置を選んで走行してください。

　　　警告

スピードを出しすぎないでください。

ペダルを踏み込みながら変速しない。
スムーズに変速ができず、ギヤの切り替えが遅れ、バランスをくずして
転倒によるけがの恐れがあります。

一度に2段変速しない。
一気に変速すると、ショックが大きく転倒によるけがの恐れがあります。

２２、変速のしかた

変速機の上手な使いかた

①

②

③

２

１

シフトグリップ

インジケーター

インジケーター

インジケーター

㉜

３



　　　① 電源を切る場合は　電源ボタン　入/切　を長押しします

メニュー画面の
状況
総計
設定
の、いずれかを選択して
電源ボタンを長押しする
と電源オフ選択画面に
なります。

　　　長押しします

電源ボタン　入/切　 メニュー画面

　　　② 画面に　「電源をオフにしますか？」　が表示されます。

　　　　　　　　　　　　　

切り替えボタン

　　　は （ＹＥＳ）で「はい」を表しています。
　　　　　電源オフ選択画面

　　　は （ＮＯ）で「いいえ」を表しています。

　　　③ 電源をオフにする場合は を切り替えボタンで選択します。

電源を切らない場合は を切り替えボタンで選択します。

　　　※ 電源を「オフ」にしなくても、停車時間約１５分経過すると電源は切れます。

状況

総計

設定

中

モード

バッテリー残量

７０％

電源をオフにしま

すか？

Ｙ

Ｎ

Ｙ

Ｎ

２３、電源を切る場合

㉝

Ｙ

Ｎ



　　　　　電源ボタン入/切　を長押し
　　　　　して電源を入れます。

　　　　　切り替えボタンで　状況　を
１１；１２ 　　　　　選択します。

　　　　　バッテリー残量表示画面に
　　　　　なります。

　　　　　切り替えボタン
バッテリー残量表示
　　（文字表示）

　　　　電源ボタン　入/切　
　　　　　　　　　　　　　 長押しします

画面のバッテリー残量メモリー表示（バー表示）
　赤色で点灯

100～76％　　　75～51％　　　　 50～26％ 　　　　25～21％　　　　 20～１１％　　　　１０％以下　　　　　　　　　　　

１、ディスプレイの表示は走行状態の電圧 　　バッテリー残量表示が バッテリー残量表示
　　（残量）を表示しています。 　　20％以下になったとき が５％以下になった
２、通常、走行時の電圧は停止時の電圧 　　「バッテリー切れ」　の ときはアシストはしま
　　より低めに表示されます。 　　文字が赤色で数秒間 せん。「バッテリー切
３、坂を上る時に、電圧が一時的に大きく 　　表示されます。 れ」「アシスト不可」が
　　低下するため表示が急に消えたりする 赤文字表示されます。
　　する場合があります。 　　（アシストはします。） （アシストモードは
　　これはバッテリーの残量が少なくなった 自動的に 「切」 に
　　わけではなく、平地走行時には電圧 なります。）
　　表示が通常に戻ります。

状況

総計

設定

２４、ディスプレイの 充電 レベルの表示について

７０％

バッテリー残量

弱

モード

㉞

ディスプレイの画面でバッテリーの残量が確認できます

①

②

③



　　　　　　長押しします
　　　　① 切り替えボタン 　を長押しします。

　　　　② フロントライト及びリヤテールライトが
同時に点灯します。

　　画面に前後ライト点灯の表示が出ます

　　　　③ フロントライト及びリヤテールライトを
消灯するときは切り替えボタン
を長押しします。 長押しします

切り替えボタン

　　　　① 切り替えボタン　 　　を長押しします。

　　　　② リヤテールライトが点灯します。

　　　　③ リヤテールライトを消灯するときは
切り替えボタン　　　　を長押しします。

リヤテールライト点灯の表示
　　長押しします

　　　　フロントライトだけを点灯させる場合は、切り替えボタン フロントライト点灯の表示
　　　　　　　を長押しして前後のライトを点灯させ、　　　　　を
　　　　長押ししてリヤテールライトのみを消灯させます。

強制

状況

総計

設定

中

モード

バッテリー残量

７０％

２５、ディスプレイの操作 （ライトの点灯）

フロントライト及びリヤテールライトの点灯

状況

総計

設定

中

モード

バッテリー残量

７０％

リヤテールライトを点灯する

状況

総計

設定

中

モード

バッテリー残量

７０％

夜間及び暗い所を走行するときは必ず

ライトを点灯することが法律で定められ

ています。（必ずお守りください。）

無灯火では絶対乗らないでください。

夜間及び暗い所を走行するときは

必ずヘッドライトを点灯してください。

ライトが点灯しないときは押して歩い

てください。 ㉟



　　　　切り替えボタン

長押しします

　　　　メニュー画面
電源ボタン　入/切　

電源ボタン　/ 実行

　　　 切り替えボタンで　総計　を選択します。

電源ボタンを押して実行します。

総走行距離（ｋｍ/ｈ）を
表示しています。

総消費カロリー（ｋＣａｌ）を
表示しています。

　　　総計の画面 　　その日の走行距離（ｋｍ/ｈ）を
　　表示しています。
　※ ディスプレイには時計が表示されていませんが、
　　　システム内に時計機能が備わっています。
　※日付けが変わると走行距離表示は　０　に戻ります
　　 （その日の24時を過ぎると　０　にリセットされます）

状況

総計

設定

弱
モード

バッテリー残量
７０％

２６、ディスプレイの操作 （走行履歴、カロリー）

走行履歴を見るには 総計 を選択してください。

状況

総計

設定

４２０
総距離

１３

走行

３８

cal

走行履歴を見ます

今までの総走行距離や

その日の走行距離、総

消費カロリーを見ること

ができます。

走行履歴を見ます
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　　切り替えボタンで　設定　を選択します。
　　電源ボタンを押して実行します。

画面

　　　　切り替えボタン
　　　　　　メニュー画面

電源ボタン　入/切　

　　　長押しします 電源ボタン /　実行

　　切り替えボタンで　バックライト　を

　　選択します。
　　電源ボタンを押して実行します。

　　メニュー画面に戻す場合は　戻る　を
　　選択して電源ボタンを押して実行します。

　 明るさ調整画面

　　切り替えボタンで　明るさ　を選択します。

　　電源ボタンを押して実行します。

ボタンを押すと指針が右に移動、
　　　 照明が明るくなります。

ボタンを押すと指針ｆが左に移動、
照明が暗くなります。

　　お好みの照明の明るさを選択します。
　　　暗く 3 明るく 　　電源ボタンを押して実行します。

　 点灯時間画面

　　切り替えボタンで　時間　を選択します。
　　電源ボタンを押して実行します。

　　お好みの点灯時間を選択します。
切り替えボタンでバックライトの
点灯時間を選択できます。

　　電源ボタンを押して実行します。

状況

総計

設定

弱
モード

バッテリー残量

７０％

２７、ディスプレイの操作 （画面の照明）

画面のバックライトの明るさ、点灯時間を調整するときは 設定 を選択します。

３

３０秒

１分

２分

戻る

戻る

言語

バックライト

明るさ

点灯時間

㊲
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バッテリーは電動アシスト自転車のぺダリングをアシストをするうえで重要な部品です。
バッテリー（リチウムイオン電池）の特性をよく理解して正しくご使用ください。
落としたり、ぶつけたりしないで丁寧にあつかってください。

リチウムイオン電池は高性能充電式電池の一種で充電と放電を繰り返し使用できる優れた
電池です。
バッテリーの寿命は気温、使用状態、充電の仕方などによって異なります。
充電回数の増加に伴い一回の充電容量が少なくなります。
長期間使用せずに保管すると自己放電によりバッテリー残量が次第に少なくなります。
バッテリー保護のため、満充電後の再充電はしないでください。
冬期（約5℃以下）や寒い環境では充電一回当たりの走行が短くなります。これはバッテリーの
特性です。気温が高くなると走行距離はもとに戻ります。
夏期の熱い環境では、

　　　　　＊ バッテリーの内部温度が高い時に充電しようとすると、充電できないときがあります。
　　　　　＊ バッテリーの温度が高いと、システム保護のためアシスト力が低下することがあります。
　　　　　＊ バッテリーの周辺温度が高いと、充電に時間がかかることがあります。適正な温度（０℃以上

４５℃以下）になれば回復します。
６時間以上連続しての充電はおやめください。

バッテリー交換は有料です
バッテリーの交換時期は、使用状況、充電の仕方などによって異なりますが満充電後の
走行距離が新品時より、著しく短く（約半分以下に）なったときが交換時期です。
バッテリーの交換時期の目安。
バッテリーの交換時期の目安は、約600回の充電/放電で、使用期間は約2年前後が目安です。
これは、ご使用や保管の状況等により、600回未満の場合でも寿命（新品時の約半分以下）に
なる場合があります。

　　　　　＊冬期はバッテリーの特性上、走行できる距離が短くなります。また、ペダルを強く踏み込む状態で
走行する機会が多かったり、炎天下の駐輪場で駐輪すると、通常より少ない充電回数や短い期間
でもバッテリーが消耗し、寿命となる場合があります。

　　　　　＊バッテリーは消耗品です。「バッテリー交換の目安」と保証期間は関係ありません。
　　　　　＊ご不明な点がありましたら、販売店にご相談ください。

バッテリーの交換時期の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

電動アシスト自転車からバッテリーを取り外し、満充電してから保管してください。
保管場所は気温-２０℃～６０℃の範囲の乾燥した場所で保管してください。
バッテリーの劣化を抑えるため、最低２ケ月に一回は満充電してください。
バッテリー残量確認ボタンを押したときにＬＥＤランプが点灯しない場合は充電をしてください。
再充電ができない場合はバッテリーが劣化し寿命がきている可能性があります。（㉖ページ参照）
長期間保管後に再使用する場合は、予めバッテリー残量を確認し、不足している場合は必ず
充電してご使用ください。
　　＊バッテリー残量がない状態での長期保管は、早期劣化の原因になります。

２８、バッテリーについて

バッテリーの注意事項

バッテリー（リチウムイオン電池）の特性について

バッテリー交換の目安（バッテリーには寿命があります）

長期間（1ケ月以上）保管するときのバッテリーの取り扱い方法

㊳



　　　　１、 満充電回数600回を超える使用でのバッテリーの劣化。（初期容量の50％以下になったもの）

　　　　２、 バッテリーの特性による使用環境、天候、積載条件などに起因する一満充電当たりの走行距離低下。
（一時的なものを含む）

　　　　　＊ 外気温が低い冬期に、一満充電での走行可能距離が夏期使用時より少なくなる現象。
　　　　　＊ 上り坂が多い、発進頻度が高い、積載量を含む総重量が重いことによる一満充電での走行距離が

短くなる現象。
　　　　３、 バッテリーの温度特性またはシステム保護のための一時的なアシスト力低下。
　　　　　＊ 外気温が10℃以下の冬期使用時に、一時的にアシスト力が低下する現象。
　　　　　＊ 外気温が高い夏期に、長い坂道を登ったり、重い荷物を積載して走行したりした場合、システムの

保護のためにアシスト力が低下する現象など。
　　　　４、 バッテリーの温度特性又はシステム保護のための充電の一時的な中断、待機の現象。
　　　　　＊ 気温0℃以下の低温、夏の直射日光が当たる場所や走行直後の高温時に充電した場合、充電の中断

または待機になる現象など。
　　　　５、 誤った使用及び不当な修理やバッテリーの分解、バッテリー内部部品の交換、バッテリーパック内部の

セルの直ハンダなどの改造、加工をしたバッテリーをこの電動アシスト自転車に使用されたことが原因
で発生する故障および損傷。

　　　　６、 落下や水の浸入などの取り扱いの誤りによる故障および損傷。
　　　　７、 業務用（荷物運搬、新聞配達など）営業用（レンタサイクルなど）不特定多数で使用された場合の故障

および損傷。
　　　　８、 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガスなど、異常電圧、指定外の使用電源

（電圧、周波数）などによる故障、及び損傷。
　　　　９、 保証書のご提示が無い場合。
　　　１０、 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた

場合。

この自転車はリチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池又はこの自転車を廃棄する場合は、リチウムイオン
電池を取り外して販売店または、リサイクル協力店へお持ちください。
環境保護と資源の有効活用を図るため、電池の回収にご協力ください。

この自転車に搭載している電池はリチウムイオン電池です。
この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
リサイクルにご協力ください。

電池は資源の有効利用の促進に関する法律「資源有効利用促進法」で
使用後の回収および再資源化が義務付けられています。
充電式電池の回収、リサイクル及びリサイクル協力店については、

一般社団法人ＪＢＲＣのホームページをご参照ください。

　　　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｊｂｒｃ.ｎｅｔ/ｈｐ/

「リチウムイオン電池」のリサイクルについて

環境保護と資源の有効活用について

電池のリサイクルについて

リサイクル協力店について

保証対象外となる症状などの事項

２９、バッテリー保証の対象外について

保証期間内でも下記の場合は原則として有料になります
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３０、品質保証書
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輸入元
　　　　〒５５９－００２３大阪市住之江区泉２丁目１番８８号
　　　　 ＴＥＬ（０６）６６８６－０９９５　ＦＡＸ（０６）６６８６－５２２０

http://www.gsglobal.co.jp/bike
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