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お買い上げいただきありがとうございます。

Philodo電動自転車

取引を頂きまして誠にありがとうございますｍ(＿ ＿)ｍ。

お届けした商品がご活用頂けますこと、

心より願っております！ (*＾＿＾*)

この取扱説明書は、Philodo電動アシスト自転車の組み立

てと操作に役立ちます。走行前に必ずこの取扱説明書の内

容をすべてお読みください。

アフターサービス連絡先

電子メール：rakurakushoppingshop@ee.alles.or.jp

メールを送信する時に、必ずご注文番号、質問と詳しい状

況となど書いてお願いします、できるだけ問題点の写真や映像

を添付して頂くと助かります。

ハンドルの根元やペダルの根元に刻印されているアルファベットと番号

は車体番号です。

販売証明書にお客様自分で車体番号などの状況をご記入してお願いし

ます。
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製品安全に関するお知らせ

これを読まないと乗ってはいけない

電動アシスト自転車に乗るときは、必ずヘルメットを着用

してください。

鍵はきちんと保管してください。各車のキーは唯一ですの

で、キーを紛失すると再度提供がありません。鍵はそれぞ

れ２枚があります、１枚は使ってもう１枚家に残った方が

いいです。振動や落下を防ぐため、走行中はバッテリーロ

ックキーをバッテリーに挿入しないでください。必要であ

れば、お客様自分でスペアキーを多めに用意しておくとよ

いでしょう。

乗る前に、電動アシスト自転車のバッテリーが満タンであ

ることを確認してください。

乗車の時、必ず日本の現行の道路交通法制度を守ってください。

薬物やアルコール影響下で電動アシスト自転車に乗らない

でください。

いつでも歩行者を譲れてください。

大雨で乗らないでください。電動アシスト自転車が足元か

ら滑り落ち、ケガをする恐れがあります。液晶パネルは防水

で小雨に濡れても大丈夫ですが、水に浸すことができません。

下記ご注意してください：

高圧水鉄砲で車両にスプレーしないでください。

道路に溜まった水の高さがモーターの高さを超えており、通行で

きません。自転車を水に浸して洗いしないでください。濡れた状

態では、電子機器が損傷し、無効になることがあります。

18歳未満のライダーへの注意事項

とても大切なのは、電動アシスト自転車に乗る前に、親御

さんが 許可を得てください。
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警告メッセージ

電動アシスト自転車を組み立てる前、または使用する前に、この取扱説

明書全体をお読みください。電動アシスト自転車の電装品を改造したり、

分解したり、取り替えたりしないでください。保証が無効になり、危険

な状態になることがあります。

どのようなタイプの自転車であっても、運転には予測や回避のできない

リスクが伴います、自転車の部品を適切に手入れすることで部品の突然

の故障のリスクを下げることはできますが、それを防ぐことはできませ

ん。これらの突然の故障は、ライダーに重大な危害、怪我、死亡をもた

らす可能性があります。自転車の部品に異常を感じた場合は、直ちに正

規の整備士に依頼し、修理または交換を受けてください。売り手と

Philodo Bike LTDは、ライダーの危害、傷害、死亡について一切の責任

を負いません。

このマニュアルはメンテナスのマニュアルとして使用することを目的と

したものではありません。

初めて乗る前に、地元の自転車店で真剣に安全チェックを行うことをお

勧めします。

ご地元の整備士が経験豊富で評判が良いことを確保してください。

Philodo P7とH7は大雨でも耐えますが、該当の電動アシスト自転車の

防水IP54ですが、その機械的と電気的コンポーネントが防水であること

を意味するものではありません。やっぱり電子製品なので、過度に濡れ

た状態で電動アシスト自転車を保管するまたは使用することはお勧めし

ません。

ご注意：水に浸しと水濡れは保証対象外です。
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到着後、注意点:
ブレーキ・ギア、ハンドル、アクセサリーなどは配送時に狂いが生じま

すので、再調整する必要です。

ブレーキワイヤーは個人習慣より左右を前後車輪に取り付けられます。

こちらの電動アシスト自転車の品質に対してご安心ください、一般的に

特に問題がありません。

万一何か問題があったら、届いた一週間以内に、できるだけ問題点の写

真を送って頂くと助かります。

こちらは確実な問題点を判断してから、対応策出てきます。

１、もしお客様の調整や操作の問題なら、こちらは操作や調整方法を伝

え致します、操作や調整方法の写真と映像も送り致します。

２、もし部品の問題なら、こちらから無料で該当の部品を再送致します、

届いたら、お客様交換して一般的に解決できます。

実店舗と違って、ネット店舗を選択して購入する場合、お客様自分で交

換や調節する必要です。

もしお客様自分で調整自信がない方、近所の自転車屋へ任せたほうがい

いと思います。

日常時でも乗車前には必ず点検、調整して下さい。

こちらの店舗から１年間の保証提供があります(この1年間で無料で部品

再送致します、自然な磨損に限り、人工的な損害除く)。
良い評価を頂いたお客様に対して保証が2年間延長致します。

特に映像や写真をUPLOADして良い評価したお客様に対して何かがあっ

たら精一杯頑張って対応したいです。

悪い評価を頂いたお客様に対して保証がありません、

どうぜいくら心をかけて時間と精力を払って対応しても悪い評価ですよ

ね、

アフターサービスもう提供したくないです。

何かあったら、突然に気まぐれな悪い評価しないでお願いします。

突然の気まぐれな１星評価より気軽に店舗側へ質問して問題点も早く解

決できます。

調整の問題だったら、調整の方法を伝え致します。

部品壊れ問題だったら、一年間の保証があるので、該当の部品を再送致

します。

とりあえず、店舗側は迅速的にお客様満足まで対応して頑張ります。

お互いに理解して頂いて本当に助かります。

ネット店舗で電動アシスト自転車を買ったお客様は一般的に手動力が強

い人だと思います。

少し説明して差し上げて理解できた。

お届けした商品がご活用頂けますこと、心より願っております！

これからもさらに努力して参りますので、是非よろしくお願い致します。
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パッケージ内容

1x 電動自転車本体 2x 前後ホイール

1x フロントホイール

クイックリリーススケ

アー

1x サドル 2x 左右ペダル 1x 充電器

1x ツール 2x バッテリーキー 1xマニュアル
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製品概要

組立

フロントホイール

1. クイックレリーズには、2つのスプリング、レバー、ナットが付いて

います。ナットとバネを1つずつ外します。前輪のハブのナットは外さ

ないようにしましょう。

2. 前輪を用意し、ディスク側から串を差し込みます。反対側からは、ス
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プリング、ナットの順に取り付けます。

3. バネの大きい側が串の外側の端にある。

4. 自転車を持ち上げ、ディスクブレーキをキャリパーに差し込む。車軸

がフロントフォークにうまく収まることを確認します。

5. レバーがしっかり閉まるようになるまで、串のナットを締め付けます。

レバーが手のひらに残るくらいが目安です。

ヘッドライト

1. フロントフォークブレースがバイクの後ろではなく、前にあることを

確認してください。

2. ヘッドライトとフェンダーを正しい位置にセットし、ネジを締めます。

ヘッドライトは上下に調整し、照射角度を変えることができます。
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ハンドルバー

1. ステムを手前に向ける。

2. ステムの面板を外す。

3. ケーブルがハンドルバーからきれいに出ていることに注意してくださ

い。ねじれてはいけません。ケーブルの取り外しや取り外しはしないで

ください。

4. ハンドルバーを挿入し、ステムの面板を再び取り付けます。

5. ネジを締めます。フェースプレートがステムから一定の間隔になるよ

うに、すべてのエッジでネジを交換し、しっかりと締め付ける必要があ
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ります。ハンドルバーは、前輪を取り付けた後、ブレーキレバーが地面

に対して45度になるように合わせます。

6. フォーク上部の黒いゴムカバーの下にあるネジを締めます。

7. ステムを前輪に合わせます。ステムのネジ2本を締めます。

ペダル

1. 注意すべきは、ペダルに側面は"L "と "R "のマークがあります、左側/
右側ペダルの位置を確認してください。

2. 左側ペダルのネジは逆になっています。そのため、反時計回りに締め

付けます。左ペダルを左クランクアームに手で静かに取り付けます。そ

の後、15mmのスパナでペダルを締めます。

3. 右側のペダルは通常のネジになっています。そのため、時計回りに締

め付けます。右ペダルを右クランクアームに手で静かに取り付けます。

その後、15mmのスパナでペダルを締め付けます。

ご注意：左右のペダルまず確認してお願いします。間違いないよう該当

の側へ取り付けてお願いします。

一般的なネジは時計回りにねじ込まれていますが、しかし、左側ペダル

は反時計回りにねじ込む必要があります。車の左側に立って、反時計回

りです。とても深いネジ山で車の左側に立って反時計回りにねじ込んで

全然引っこ抜けません。

シートポスト

より良いペダリング、安全性、そして全体的な乗り心地のためには、シ

ートを適切な高さに配置することが重要です。シートの位置は、ライダ
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ーの脚の長さによって決まります。ペダルを踏むとき、腰は水平に保ち、

脚はペダルストロークのブームでほぼ完全に伸ばしますが、伸ばし過ぎ

ないようにします。

正しいシート高を決定するには、片方のペダルが最も低くなるように

eBikeに座り、足の甲をペダルに乗せます。足はほぼ完全に伸ばし、膝

が少し曲がる程度にしてください。

11



1. クイックレリーズを開きます。シートポストをシートチューブ

に挿入します。

2. シートの高さを調整します。シートポスト上の最小挿入量マー

キングを超えてシートポストを上げないでください。

3. クイックリリースのナットは、レバーがしっかり閉まるように

なるまで締め付けます。手のひらや指の腹でクイックレリーズを

閉じます。

シートの位置と角度を調整する

シートの角度や水平位置を変更する場合。

1. シートの下、後輪の上にあるクランプのシート調 整ボルトを 6
mm六角レンチで緩めます。ボルトは完全に外さないでください。

2. シートを前後に動かして角度を調整します。ほとんどのライダ

ーは、平らな地面に対して水平なシート位置が望ましいとされて

います。

3. シートを任意の位置に保持したまま、6mmアレンレン チを使

ってシート角度調整ボルトを推奨トルク値で 確実に締め付けます。
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推奨トルク値
ファスナーの締め付けは、下記の製造元の仕様に従うことを推奨します。

部品 必要トルク(N*m)
フロントホイールアクスルナット 40

リアホイールアクスルナット 40

ディスクローター取り付けボルト 7

ブレーキレバークランプボルト 7

ブレーキキャリパーマウンティングボ

ルト

7

シフタークランプボルト 5

シートポストクランプ 9

サドルレールバインダー 22

ペダル 35

ボトムブラケット 65

ヘッドセット部品 34

ステムバインダーボルト 21

ハンドルバーステムクランプボルト 10

ハンドルバーステムクイックリリース 7

リアディレイラーケーブルクランプボ

ルト

4

リアディレイラー取付ボルト 8

クランクボルト 45

トルクアームボルト 7

フェンダーマウントボルト 6

リアラック取付用ボルト 7

キックスタンド取付ボルト 10

ヘッドライト取り付けネジ 7

スポーク 160-180 （KGF）
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シリアルナンバー

あなたの電動アシスト自転車には、世界で一つだけの車体番号が

付けられています。ハンドルの根元やペダルの根元に刻印されて

いるアルファベットと番号は車体番号です。

万一盗難に遭われた場合、警察などがこの車体番号の提示を求め

られることがあります。

バッテリー

お客様の利便性を考慮し、P H I L O D Oの電池は取り外すことが

できます。

ロック オープン バッテリーを取り外す

1. バッテリーキーは、ハンドルバー前方のケーブルに吊り下げら

れています。

2. キーをキーポートに差し込み、バッテリーロックを開きます。

バッテリーを注意深く上にスライドさせ、フレームから持ち上げ

ます。
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注

1. バッテリーを取り外すときは、落としたり、傷つけたりしない

ように注意してください。また、露出したコネクター端子を傷つけ

ないようにし、ゴミが入らないようにします。

2. バッテリーを取り付けるときは、バッテリーをフレームマウン

ト受けにスライドさせます。バッテリーを無理に押し込まないでく

ださい。バッテリーの位置を合わせ、ゆっくりと押し込んでくださ

い。

3. 毎回使用する前に、バッテリーが自転車に正しく固定されてい

ることを確認してください。 両手でバッテリーを上方に注意深く

引っ張り、マウントへのバッテリーの取り付けが確実に行われてい

ることを確認します。

4. 毎回使用する前に、バッテリーロックを閉めてキーを取り外し

てください。ロックが閉まらなかったり、キーが外せなかったりす

る場合は、バッテリーが正しく取り付けられていない可能性があり

ます。

5. 鍵はきちんと保管してください。固有キーを紛失すると、自転

車の電源を入れたり、電池を交換したりすることができなくなりま

す。必要であれば、お客様自分でスペアキーを多めに用意しておく

とよいでしょう。

E-Bikeの充電

1. バッテリーは、自転車に取り付けた状態でも、取り外した状態で

も充電することができます。バッテリーを取り外すには、前のバッ

テリーの取り外しの項を参照してください。バッテリーを初めてお

使いになる前に、バッテリーが完全に充電されていることを確認す

るため、バッテリーを受け取ったときに接続する必要があります。
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2. バッテリー右側面の充電口についているゴムカバーを外す。充電

器の出力プラグをバッテリーの充電口に差し込みます。

3. 充電器を電源コンセントに差し込みます。充電が開始され、充電

器のLED充電状態ランプが赤く点灯することで示されます。

4. 完全に充電されると、充電表示ランプが緑色に点灯します。まず

充電器をコンセントから抜き、次に充電器の出力プラグをバッテリ

ー充電ポートから外してください。バッテリーが完全に充電されて

いるときは、充電器を接続したままにしないでください。

よくご注意：

1. 充電中はバッテリーを放置しないでください。

2. 安全のため、Philodo Bikesが提供の以外充電器で充電しないで

ください。

3. 充電は、屋内の乾燥した場所、過度な高温や低温にならない場所

で行ってください。

4. 充電器を使用するときは、近くにゴミや汚物、燃えやすいものが

ないことを確認してください。

5. バッテリーが満充電になると、充電器は自動的に充電を停止しま

す。

6. バッテリーは、熱や炎の発生源から遠ざけ、直射日光の当たらな

い、乾燥した屋内で保管してください。

7. 充電中は、充電器が熱くなることがあります。充電器の本体に触

れないように注意してください。
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バッテリーを安全に、健康に保つために

1. バッテリーをいかなる種類の液体にも沈めないでください。

2. 電池の背面にある端子には触れないようにしてください。

3. 長時間使用しない場合は、バッテリーを自転車から取り外してく

ださい。

4. バッテリーは、バッテリーマウントへの取り付けや取り外しが過

度に困難であってはなりません。バッテリーを無理に取り外すと、

破損やけがの原因となることがあります。

5. バッテリーの充電時間は、バッテリーの年数や使用状況によって

長くなることがあります。

6. 充電器を壁から抜き差しするときは、ケーブルではなく、プラグ

だけをつかんでください。

7. 数日以上使用しないことが分かっている場合は、75％程度の容

量で充電しておいてください。75％であれば、充電レベルが高い場

合よりもバッテリーの劣化が抑えられます。

8. 月に1回程度、定期的に充電量を確認し、必要に応じて75%まで

充電してください。

9. バッテリーの持続回数を増やしたい場合は、乗る予定の数時間前

にバッテリーを100％に充電してください。例えば、自転車に乗り、

充電レベルが50％に落ちたが、数日後に再び自転車を使う予定があ

る場合、再び使う予定の前夜まで待って100％まで充電してくださ

い。

10. 電池が消耗して使えなくなったときは、国や地域の規則に従っ

て電池を廃棄してください。電池の廃棄に関する国の規制はさまざ

まですので、お住まいの国や地域の規制を確認することが重要です。

リチウムイオン電池は、通常のゴミと一緒に出すことはできません。

リチウムイオンバッテリーは危険な場合があります。バッテリー

を使用するときや充電するときは、注意してください。上記のガイ

ドラインに従わない場合、物的損害や重大な人身事故を引き起こす

可能性があります。バッテリーの安全性について疑問がある場合は、

すぐにPhilodo Bikesに連絡してください。
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ライディングの準備

走行前にすべての部品が適切に固定されていることを確認してく

ださい。そうしないと、重大な障害や死亡の原因になることがあ

ります。すべての構成部品は、本取扱説明書の「推奨トルク値」

の項で指定されたトルクで締め付けてください。このセクション

のページ番号は、本書の冒頭にある目次を参照してください。こ

れには、ペダル、ハンドルバー、ハンドルバークランプ、クラン

ク、シート、シートポストクランプが含まれますが、これらに限

定されるものではありません。

シートやステムを手でねじって位置がずれないか確認してくださ

い。

サドルが適切な高さに設置されているか確認してください。サド

ルに前向きに座り、足の甲をペダルの一番低いところに乗せます。

この時、足はほとんどまっすぐで、膝が少し曲がる程度であるこ

とが必要です。ペダルが最も低い位置にあるとき、足を伸ばしす

ぎることなく自転車を漕ぐことができるはずです。腰が左右に動

くようであれば、足を伸ばしすぎている可能性がありますので、

シートを低くする必要があります。

サスペンションフォークは、地形や体重に合わせて適切に調整さ

れていることを確認してください。サスペンションフォークは、

主に段差を越えるときや停止するときなど、自転車のハンドリン

グに影響します。状況によっては、サスペンションをロックアウ

トして完全にリジッドにした方が有利な場合があります。

サスペンションフォークはロックアウトできるので剛性が高く、

テンションの調整も可能です。サスペンションフォークの調整は、

ノブを使用して行います。サスペンションを完全にロックするに

は、ノ ブを時計回りに、それ以上回せなくなるまで 「ロック」の

方向へ回します。

硬さを増すには、ノブを時計回りに表示されている「ロック」の

方向に回してください。サスペンションを柔らかくするには、ノ

ブを 表示されている「オープン」方向に向かって反時計回りに回

します。
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OPEN CLOSE
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E-bikeを操作する

eBike の電源を入れ、操作する前に、必ずこのマニュアルをすべて

お読みください。

eBikeが設置された後、そろそろ乗り始めましょう。P H I L O D O
のバイクは、ペダル、アシスト、ツイストスロットルを装備してい

ます。

以下の写真は、eBike の主要なコントロールと機能の場所を示して

います。

コックピット計器

ヘッドライ

ト、ホーン

用スイッチ

液晶デ

ィスプ

レイ

フォン

ホルダ

ー

ギアシ

フター
サムス

ロット

ル

LCDコント

ロールボタ

ン

アップボタン

電源ボタン

ダウンボタン
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液晶ディスプレイの機能

ウォークモード、クルーズコントロール、

ペダルアシスト（PAS）レベルインジケータ

オドメーター、トリップA、電圧、電流、ト

リップタイマー(TM)の読み出し

バッテリー残量表示バー

最高速度と平均速度

MPHまたはKM/Hのスピードメーター

ライトオン/オフインジケーター（P7とH7は
この機能なし）

マイルとキロメートル表示

5
6
7

1

1
2

3

4

5

6

7

2
3
4
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液晶ディスプレイを操作する

注意事項：トリップメーターは、自転車の電源を切るとリセッ

トされます。最高速度と平均速度は、トリップごとに計算され、

電源が切れるとリセットされます。ディスプレイが消えると、

ペダルアシストとスロットル機能は動作しなくなります。

ウォークモード

一般に、電動アシスト自転車は電動でないものに比べて重量が

あります。そのため、自転車での移動はより体力を消耗します。

そこで、Philodoの電動アシスト自転車には「ウォークモー

ド」が搭載されています。ディスプレイの操作パッドの下ボタ

ンを押し続けると、ゆっくり歩くような速度でモーターが作動

する。ウォークモードが作動すると、ディスプレイに

「Walk」インジケータが表示されます。ウォークモードを解

除するには、ブレーキレバーを引いてモーター抑制装置を作動

させるか、ダウンボタンを押し続けるだけです。

クルーズコントロール

Philodoバイクのクルーズコントロールは、自動車のクルーズコ

ントロールと同じような仕組みです。起動方法：ダウンボタン

を押しながら、スロットルを長押しします。バイクは、クルー

ズコントロールが作動したときのスロットルの位置に基づいて、

速度を維持しようとします。例えば、スロットルを休止位置

（通常20km/hを維持する位置）からずっと押したままダウン

自転車の電源を入れる／切る
ディスプレイが点灯するまで電

源ボタンを押し続ける

ペダルアシストレベルを上げる アップボタンを押す

ペダルアシストレベルを下げる ボタンを押す

オドメーター、トリップ、電

圧 、 ト リ ッ プ タ イ マ ー

（TM）、最高速度、平均速度

のトグル表示

電源ボタンを押す

ウォークモードに入る ダウンボタンを押し続ける

巡航速度の入力
ダウンボタンを押しながら、ス

ロットルを押す
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ボタンを押すと、クルーズコントロールが作動し、20km/hに
設定されます。現在、時速20kmより遅い速度で走っていても、

そのスロットル位置を基準に設定されているため、バイクは加

速してその速度を維持しようとします。低速でクルーズする場

合は、スロットルをわずかに踏み込み、ダウンボタンを押し続

けるだけです。クルーズコントロールは、ブレーキを引くか、

スロットルをもう一度踏むか、ダウンボタンを押し続けること

で、いつでも解除することができます。このとき、通常の運転

時と同様にモーターへの電力もカットされます。

ディスプレイの設定

ディスプレイの設定を変更するには、上ボタンと下ボタンを同

時に押しながら、詳細設定メニューに入ります。このメニュー

では、電源ボタンをクリックすると、各番号の設定項目が切り

替わります。各設定値を調整するには、上下のボタンをクリッ

クします。

設定 機能
デフォル

ト
説明

P01 輝度 2
バックライトの表示輝度。最も暗

いレベルが1、最も明るいレベル

が3です。

P02
距離

ユニット
0 距離の単位。0：km、1：mile。

P03 電圧 48
モーターの電圧です。変更しないで

ください。

P04 スリープ 10

液晶ディスプレイのスリープタイマ

ー。初期設定では、10分間使用しな

いとディスプレイの電源が切れま

す。

P05 PASギア 0 5 ペダルアシストレベルは0〜5まで。

23



P06
タイヤサイ

ズ

P7-26
で

26.0。

P7-29
で

29.0。

H7 で

26.0

タイヤサイズ。

速度と距離を計算します。

変更しないでください。

P08 制限速度 100

速度制限。範囲は0～100です。

100 は速度制限なしを示す。25

または 25 未満の値は、車両の最

高使用速度が25km/h を超えな

いことを示します。車両の最高速

度が45km/hの場合、25～45の

値を入力すると、この値が車両の

最高速度を表します。誤差：

±5km/h

P09

ス ロ ッ ト

ル・ゼロ・ス

タート

0

0: スロットルアクティブ（停止状態

から作動

1: 既に動いているときのみ

スロットル有効

P10
モード

トグル
2

0: PAS アクティブ、スロット

ルインアクティブ

1: PAS インアクティブ、スロ

ットルアクティブ

2：PASとスロットルの両方が有効

P11 P A S感性 15 PASの感度

P12
PAS
強さ

1

PASモードの強さ。数値を大きくす

ると、モーターが強く回ります。

数字が小さいと、より穏やかにな

ります。
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表に記載されていない設定は変更しないように注意してください。

他の設定を変更すると、自転車が正常に動作しなくなる場合があり

ます。

メーターの初期設定は下記リンクご参照してください

https://bit.ly/3K6gH7T

電動自転車の走行モードは三種類があります

（一）電動バイクモード：ハンドルにスロットルが付いてい

ますので、バイクと同じような走行可能です。電源をオンに

した後、加速ハンドルを回すだけで軽快に走り出します。こ

のモードでは、定速クルーズコントロール機能を使用するこ

とができます。フル電気モード（E-パワー）、モーターによ

って全動力を供給する。

（二）ペダル走行モード：モーターを回さず、ペダルだけの

走行が可能です、単純な自転車と同じのよう走行可能です。

人力走行モード、普通の自転車と同じ、足を踏んで速度を制

御します。

（三）ハイブリッド走行モード：”自分の足”と”パワーユニッ

ト”の両方を使います。”パワーユニット”が”自分の足”をサポ

ートする時、今まで味わったことのないスピード感を感じる

ことができます。坂道では”自分の足”と”パワーユニット”がお

互いに協力して上り坂も楽に移動することができます。アシ

スタントモード、ペダルを踏むとセンサーが認識し、モータ

ーが動力を与えてくれます。

2WAYモデルの走行モードは：二、三、

3WAYモデルの走行モードは：一、二、三

【ご注意：日本の現行の道路交通法制度上、フル電動機能が

ある3WAYモデル電動バイクは公道での使用は認められてい

ません。必ず公園や私有地で使用してください】

フル電動機能がある3WAYモデル電動バイクは公道に行った

ら、原付車として手続きしてお願いします。

P17
オドメータ

ー

リセット

N A

プラスボタンを5秒間長押しすると、

オドメーターがリセットされます。

一部の生産ロットでは、P16がこの機

能を表します。
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公道で使用することについて

2WAYモデルは公道で使用できます、3WAYモデルは公道で使

用できません。

3WAYモデルは公道で使用する場合だったら、

法律上は原動機付自転車となります、公路走行の際以下の点

をお守りください。

１、ナンバー登録が必須です

２、自賠責保険への加入が必須です

３、ヘルメットの着用が必須です

４、第一種原動機付自転車を運転することができる免許の携

帯が必須です

５、車道を走る必要があります

道路交通法と保安基準に適合する保安部品はお客様自分で装

備する必要です。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/
bicycle/pedaru.html
詳しいのは上記リンクご参照してください！

この電動自転車は2WAYと3WAYの切り替え可能：

メーターの電源を入れたまま+キーと-キーを同時に押して5
秒後メーター画面の数字がP01にジャンプします(5秒以内に

操作がない場合、システムは自動的に終了します)。
Mキーを1回押すと、画面上のP01をP02に変わります；

もう一回押すと、P02がP03に変わります；

以下同様に画面がP10に変わります。

P10の下に3つの数字、0/1/2あり、デフォルトは2です。

2は、サムスロットルとフットアシストを同時に使用できるこ

とを意味します(３WAYモデル)。
1は、スロットルのみが使用可能であり、この時点でPASが無

効であることを意味します。

0は、PASのみを使用でき、サムスロットルが無効になってい

ることを意味します(２WAYモデル)。 PASはアシスト意味で

す。

+または-を押して、0/1/2を切り替えます。

+ボタンと-ボタンを同時に押し続け、5秒後に変更を確認し

て設定を完了します。
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ご注意：

お客様使用次第！

＊もしお客様が免許書はない場合、フル電動機能無効にした

後、自転車のような防犯登録します、これから該当の自転車

はアシスト自転車として使ってください、お客様必ず自覚で

日本の道路ルール守ってください！（数字０設置して２WAY
モデルにします）

＊もしお客様が免許書はある場合、フル電動機能有効にして

OKです。

原付車のようなナンバープレートを取る、保険、保安用品用

意などお客様が自分で手続きします。これから該当の自転車

は原付車として使って、お客様必ず自覚で日本の道路ルール

守ってください！（数字３設置して３WAYモデルにします）。

乗車の時、必ず日本の現行の道路交通法制度を守ってくださ

い。

最高速度の変更

最高速度を調整する前に、この自転車が公道で走行可能かどうか、

お住まいの地域の法令を確認する必要があります。トレイル、小道、

道路によって法律が異なるので、新しく走る場所で必ず確認してく

ださい。

自転車の最高速度を変更する場合：

1. 画面に「P01」と表示されるまで、ディスプレイの上下のボタン

を同時に長押しして、設定メニューにアクセスします。

2. ここから、ディスプレイの電源ボタンを押すことで設定を循環さ

せ、上下ボタンで設定を調整することができます。

3. 設定「P08」で、この設定を100から25に変更してください（仮

に最高速度を25km/h以下に調整したい場合）。

4. メイン画面がもう一度表示されるまで、コントロールパッドの上

下のボタンを押し続ける。

5. 変更した設定を保存するために、電源ボタンを押しながら電源を

切ります。

時速解除と時速制限設置は下記リンクご参照してください：

https://bit.ly/36Q8gz6
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電池容量表示

液晶ディスプレイの上部には、「energy bar」と表示されたバッテ

リーインジケーターバーがあります。このバッテリーインジケータ

ーは、自転車のバッテリーの残量目安を表示します。バッテリーの

残量が少なくなると、その残量に応じて目盛りが消えます。充電量

表示の状態を以下に示します。充電残量がゼロになると、バッテリ

ー表示が点滅します。

注意：エネルギーバーは常に正確とは限りません。エネルギーバーは、

バッテリーの現在の電圧に基づいて数分ごとに更新されます。

フルエンプティ

航続距離を伸ばすライディングのコツ

自転車を最大限に活用するために、いくつかの簡単な工夫がありま

す。

-ペダルアシストのレベルを下げた状態での走行

-坂道を登るときは、アシストレベルを下げてペダルを踏みます。

-停止状態から発進するときのペダル

-液晶ディスプレイの最高速度を25km/h以下に設定する

1回の充電で走行可能な距離は、ライダー、地形、風の状態、ユーザ

ーの意見、追加積載重量によって大きく異なります。

トラブルシューティング

バイクが正常に動作しない場合、状況を素早く改善するための簡単

な方法があります。問題によって、画面にエラーコードが表示され

る場合とされない場合があります。よくある問題の解決策とエラー

コードの意味は、以下のとおりです。基本的なトラブルシューティ

ングについてご不明な点がございましたら、Philodo Bikesカスタマ

ーサポートまでお問い合わせください。
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症状 可能な原因 一般的な解決策

自転車が動かな
い

1.電池残量不足

2.接続不良

3.バッテリーがフレームマウントリ

セプタクルに完全に装着されていない
4.電源投入の順序が悪い
5.ブレーキがかかる
6.放電ヒューズの溶断

1.バッテリーを充電する
2.コネクタの清掃と修理

3.バッテリーを正しく取り付け
る
4.正しい順序でバイクの電源を

入れる
5.ブレーキを解除する
6.放電ヒューズを交換する

不規則な

加速や最

高速度の

低下

1.電池残量不足

2.スロットルの緩み、損傷

1.バッテリーを充電または交換

する

2.スロットルの交換

電源ONにした
がモーターが反
応しません

1.配線のゆるみ

2.スロットルの緩み、損傷
3.モータープラグワイヤーの緩み、

損傷
4.モーターの破損

1.修理、または再接続
2.締め付けまたは交換
3.固定または交換
4.修理または交換

レンジの縮小

1.タイヤの空気圧が低い

2.電池残量が少ない、または異常が

ある

3.坂道が多い、向かい風、急ブレ

ーキ、過積載の運転

4.4. 長期間放電し、定期的に

充電していない電池、老朽化し

た電池、損傷した電池、アンバ

ランスな電池。

1.タイヤの空気圧を調整する

2.接続を確認する、またはバッ

テリーを充電する
3.ペダルのアシストやルート調

整

4.バッテリーのバランス

をとる。航続距離の減少

が続く場合は、カスタマ

ーサポートにご連絡くだ

さい

バッテリーが充
電されない

1.充電器がうまく接続されていない
2.充電器破損

3.電池の破損
4.配線の損傷
5.充電ヒューズの溶断

1.接続を調整する

2.交換

3.交換
4.修理または交換
5.充電ヒューズの交換

ホイールや

モーター

から異音

がする

1.車輪のスポークやリムの緩み、損
傷
2.モータ配線の緩み、損傷

1.締め付け、修理、交換
2.モータを再接続または交換す

る。
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エラーコード

エラーコード 意味 最も一般的な解決策

E006 バッテリー電圧不足 バッテリー満充電

E007 モータ故障 チェックモータークイックプラ

グ

E008 スロットル故障 スロットルクイックプラグのチ

ェック

E009 コントローラ故障 コントローラーの接続を確認す

る

E010 ディスプレイ通信

受信の不具合

チェックディスプレイクイック

プラグ

E011 ディスプレイ通信

の送信失敗

チェックディスプレイクイック

プラグ

安全性

ヘルメットと地域の法律

eBikeに乗るときは、必ずヘルメットを着用してください。ヘルメット

が頭にフィットし、しっかりと締め付けられていることを確認してく

ださい。 走行前に地域の法律を読み、自転車やeBikeに関するすべて

の規則を遵守してください。お子様用のシートを自転車に取り付ける

場合は、お子様にも常に正しくフィットするヘルメットを着用してい

ただく必要があります。

走行前の安全確認と点検

毎回、走行前にeBikeを点検し、固定具や付属品に緩みがないことを確

認してください。特に、フロントとリアの車軸がしっかりと固定され

ていることを確認してください。また、ハンドルバーとハンドルステ
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ムの両方が緩んでいないことを確認してください。走行前に両輪のタ

イヤ空気圧を点検し、タ イヤウォール側面に印刷されている推奨空 気

圧まで空気が入っていることを確認してく ださい。ブレーキレバーを

引いて、ブレーキが正しく作動することを確認し、必要であれば調整

してください。シートポストとハンドルバーステムの両方が、それら

に表示された最小挿入位置を超えて挿入されていることを確認してく

ださい。

ウェットコンディションでのライディング

この電動アシスト自転車は、小雨や小さな水しぶきに耐えることができ

ますが、悪天候や極端に激しい雨、水没に耐えることはできないように

設計されています。

濡れた路面での走行は、減速のためのブレーキ操作に時間がかかり、また

旋回時にはタイヤがスリップすることがあるので注意が必要です。この自

転車の電気部品は防水ではありません。自転車全体のIP等級は54です。

水濡れは保証対象外です。

夜間走行について

夜間の走行は、日中よりも視界が悪くなり危険ですので、より一層の注

意が必要です。夜間走行の前に、eBikeにリフレクターが装着されてい

ることを確認してください。また、前照灯と後照灯を点灯し、道路上の

他の人からよく見えるように調整してください。夜間は明るい色の衣服

を着用してください。

最大重量

総重量150kgの自転車を安全に積載することができます。リアキャリアを

装着した場合、最大積載重量は30kgです。したがって、積載重量が30kg

の場合、ライダーの最大体重は120kgとなります。これらの重量制限を守

らないと、保証が無効になったり、自転車やキャリアが損傷したり、ライ

ダーが重傷を負う可能性があります。注：航続距離と最高速度は、自転車

が積んでいる総重量に影響されます。体重が120kgを超える場合は、サス

ペンションフォークをロックアウトしてから乗車してください。
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保証と免責事項

Philodo Bikeは、Philodo Bikesに付属の取扱説明書に従って操作して

ください。Philodo Bikesは、Philodo Bikesの登録購入者に対し、取

扱説明書に従って意図された用途に使用された場合、出荷日から12ヶ

月間、材料および製造上のすべての欠陥がないことを保証します。そ

の他のすべての義務や条件、または責任（結果的損害に対する義務を

含む）は、ここに除外されます。本保証は譲渡不可であり、最初の所

有者にのみ適用されます。この保証は、お客様に特定の権利を与える

ものであり、購入者はその他の権利も有する場合があり、その権利は

地域によって異なる場合があります。Philodo Bikesが発行する指示

や警告を守らなかったことによる損傷は、保証の対象外となります。

保証対象部品：フレーム、フォーク、ステム、ハンドルバー、ヘッド

セット、シートポスト、サドル、ブレーキ（ブレーキパッドを除く）、

ライト、ボトムブラケット、クランクセット、ペダル、リム、ホイー

ルハブ、フリーホイール、カセット、ディレイラー、シフター、モー

ター、スロットル、コントローラー、ワイヤーハーネス、液晶ディス

プレイ（水による損傷を除く）、キックスタンド、反射板、金具類。

バッテリーの保証には、電力サージ、第三者による充電器の使用、不

適切なメンテナンスまたはその他の誤用、通常の摩耗、水による損傷

（錆を含む）による損傷は含まれません。盗難にあったバイクは保証

の対象外です。自転車およびバッテリーが厳しい気象条件にさらされ

ないように、必要な予防措置を講じる必要があります。非常に湿った

状態、暑い状態、寒い状態にさらされた場合、保証が無効になること

があります。

配送中に破損したと思われる部品は交換させていただきます。配送中

の破損は、到着後14日以内にPhilodo Bikesにご連絡ください。バイ

ク、アクセサリーを含むすべての製品が対象となります。破損した部

品の交換に要した時間や労力に対する補償として、返金はいたしませ

ん。交換部品は、証拠となる写真がPhilodo Bikesに提供されるまで

送付されません。Philodo Bikesは、問題の正確な診断と保証手続き

のために、ビデオなどの追加書類を要求することがあります。
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チェーン、タイヤ、ホイール、チューブ、バッテリーハンドル、ブレ

ーキパッド、ケーブルおよびハウジング、グリップ、スポークなどの

アイテムは消耗品とみなされます。これらのアイテムは通常の使用で

消耗するものであり、保証の対象ではありません。これらの消耗品の

交換やメンテナンスは、お客様の責任で行ってください。

このような改造や修理は保証の対象外となり、この保証は無効になる

ことがあります。

保証サービスについては、Philodo Bikesオンラインサポート（Eメー

ル：rakurakushoppingshop@ee.alles.or.jp）にお問い合わせくださ

い。適切な書類なしにバイクやパーツが返送された場合、サービスの

遅延や保証の適用を拒否されることがあります。保証のための返送料、

および関税や税金は、請求者の負担となります。不正な返品はすべて

拒否されます。

なお、Philodo Bikesの事故は、ご加入の保険で補償されない場合が

あります。補償の有無については、保険会社または代理店にお問い合

わせください。また、Philodo Bikesは、破損した自転車や部品の修

理や交換について、責任を負いかねます。

Philodo Bikesは、予告なく保証内容を変更する権利を有します。

バイクの性能に関する免責事項

記載されている航続距離と最高速度は、予想される性能の目安です

（保証するものではありません）。性能は、ライダーの体重、荷物の

重量、ライダーと荷物の形状（どちらも空気抵抗になる）、地形、タ

イヤ空気圧、ブレーキ調整、スロットル対PASの使用、ペダルパワー、

バッテリー充電レベル、周囲温度、風の状態によって変化します。特

定の条件下では、記載されている推定値とは異なる航続距離や最高速

度が得られる可能性があります。

実の状況で、負荷、車の調整情況、タイヤ空気圧、道路状況、乗り方

の習慣、大風、上り坂が多い、頻繁なブレーキングと突然の加速など

が航続距離と走行速度に影響を与えます。
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免責事項

どのような種類の自転車に乗るにも、予測や回避ができない固有のリス

クや危険性が伴います。これらの危険は、ライダーの重大な事故、負傷、

死亡につながる可能性があります。安全に走行するための適切な教育と

準備をすることは、ライダー自身の責任です。また、Philodo Bikesは、

自転車が安全であることを確認するために、すべてのお客様に、認定さ

れた信頼できる自転車整備士に自転車の各構成部品の完全な点検を依頼

することを強く推奨します。ブレーキ、バッテリー、フレーム、モータ

ー、モーターコントローラー、LCDディスプレイ、電気ケーブル、電気

ケーブルハウジング、ファスナー、グリップ、フォーク、ステム、シフ

ター、ヘッドセット、シートポスト、シートポストクランプ、ハンドル

バーステムクランプ、サドル、ホイールハブ、ハンドルバー、スポーク、

リム、タイヤ、チューブ、ディレイラー、フリーホイール、カセット、

スロットル、キックスタンド、ライト、リフレクター、ハードウェア、

ボトムブラケット、その他のパーツやアクセサリーについては到着後適

切に固定され調整されているかを保証するものではありません。毎回、

走行前に自転車を完全に点検し、すべてが正しく固定され、調整されて

いることを確認してください。

いかなる場合においても、部品の破損、欠陥、不適切な固定に起因する

損害について、Philodo Bikesは一切の責任を負いません。これには、個

人の所有物への損害、人身事故、死亡事故が含まれますが、これに限定

されるものではありません。
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