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ボッシュが提供する電動アシスト自転車（eBike）用のバッテリーです。 本ガイドブックではボ

ッシュのバッテリーの基本的な取り扱い方法から、より効果的な使い方までわかりやすく解説

していますので、必ずお読みいただき、ご理解の上ご使用ください。
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ボッシュのバッテリー

ボッシュのバッテリーは効率的で長寿命のエネルギー源であり、市場で最も新しいeBike用
バッテリーです。人間工学に基づいたデザインと簡単な操作性で、優れた走行性能、長寿
命、軽量（約2.5-2.8kg) を兼ね備えています。また、バッテリーマネージメントシステム
により、重大な潜在的不具合要因を検出し、過負荷からバッテリーを保護します。

目次
エネルギーキャリア
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バッテリーラインアップ

フレーム取付用バッテリー フレーム組込み用バッテリー

航続距離

PowerTubeはフレーム内に完全に組込まれており、幅広いフレームタイプに簡単に取付け
ることができます。PowerPackはeBikeの中心部に取付けることで、操作が安定し楽にな
ります。 

バッテリー 1 回の充電で走行できる距離は？ 航続距離を長くするには？
 
これらは、多くの eBike ユーザーから受ける質問ですが、シンプルな回答は難しいです。 なぜなら1
充電当たりの走行距離は、様々な要因により50km 以下の場合もあれば、100km 以上の場合もあ
るからです。 航続距離が変動する主な要因は、走行モード、乗り方、空気抵抗、ユーザーの体重、タイ
ヤの圧力、地形などです。 また、舗装道路とトレイルでは走行距離は変動しますし、上り坂や平坦路に
ついても同様です。

変動する要因について
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航続距離 航続距離

電動アシスト自転車は乗り方次第で航続距離を延長することが可能になります。 航続距離は走行モード、運転動作、外部要因に影響されます。以下では、さまざまな条件に応じて航
続距離が変化することを表しています。

標準パターン *1

ケイデンス
ケイデンスが毎分 50 回転以上のときに、ドライブユ

ニットの効率は最大となります。逆に、ペダルを漕ぐ
速度が非常に遅い場合はエネルギー消費が大きくな

ります。

重量
電動アシスト自転車と荷物の重量をできるだけ軽くし

てください。

発進と停止
自動車と同様に発進と停止を頻繁に繰り返すと、長
距離を一定速度で走行するよりバッテリー消費は早

くなります。

ギアチェンジ動作
適切なギアチェンジを行えば、電動アシスト自転車は

より効率的に走行することができます。発進時はギ
アをローにし、地形や走行速度に応じてギアをハイに

切り替えてください。

タイヤの空気圧
空気圧が適切であれば走行時の抵抗を抑えることが

できます。航続距離を最大にするには、取り付けら
れているタイヤが許容する最高値まで空気を入れて

みてください。

モーターパフォーマンスインジケーター
Intuvia のディスプレイを確認しながら走り方を調整

してください。モーターパフォーマンスインジケータ
ーの長いバー表示はパワー消費が大きいことを意味

します。

充電式バッテリーと気温
気温が下がると電気抵抗が大きくなるため、バッテリ

ー効率は低下します。そのため、冬場は通常、航続
距離が減少します。

※航続距離は走り方や地形などによって異なりますので、上

記を目安としてご利用ください。

*1（社）自転車協会が定める電動アシスト自転車の「一充電あたりの走行距離」の表示及び測定に関する規定、並びに

適用規則に基づいた「標準パターン」

*2 いずれかの条件が変化すれば航続距離も短くなります。

車両の条件 *2

※上記の a/b/c/d の条件を順番に繰り返し走行する。各

条件の間には、一旦停止を行う。

PowerPack 300 PowerTube 500

走行条件

1. 新品のバッテリー
2. 常温 15 ～ 25℃
3. 車載重量（乗員および荷物を合計した重量）65kg
4. 総重量（自転車、乗員および荷物を合計した重量）85kg
5. 平滑乾燥路面、無風、無灯火状態
6. タイヤ仕様： ETRTO 700*42C
7. ギア比：フロント：38T/リア最大：11T/リア中間：21T

航続距離延長のヒント ボッシュのバッテリー
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特長 手軽に高速充電

メモリー効果の心配はありません
ボッシュのリチウムイオンバッテリーは、充電状態に
かかわらず短時間で充電が完了します。 充電を中断
してもバッテリーにダメージが加わることはなく、完

全放電状態にする必要もありません。

自己放電の心配はありません
ボッシュのバッテリーは未使用で長期間保管した後
でも、再充電することなく使用することができます。 長
期間未使用の場合は、30 -60％の充電状態にして保
管してください。

長寿命
ボッシュのバッテリーは度重なるツーリングや長距離
走行、長期間の使用にも耐えられるように設計されて
います。 ボッシュのバッテリーマネージメントシステム

（BMS: battery management system）は、過 度
な気温、過充電、過放電からバッテリーを保護し、内
蔵電池内を検査してバッテリー寿命を延ばします。 そ
のため、ボッシュのバッテリーの使用開始時から交換
までの期間が非常に長いのが特長です。

ボッシュの充電器はコンパクトで軽量かつ頑丈、さらに高速充電が可能です。片手で持てる手軽なサ
イズに、重さは 800g 未満と非常に軽量です。

標準型充電器
4A の標準型充電器は短時間で充電が完了するため、
いつでも電動アシスト自転車を利用することができます。

充電時間
短時間でフル充電
PowerPack 300は50% 充電まで約 1 時間、
フル充電までわずか 2.5 時間です。
PowerTube 500は50% 充電まで約 2 時間、
フル充電までわずか 4.5 時間です。

重量
驚きの軽さ
効率的で信頼性の高いボッシュのバッテリー
は約 2 ～ 2.8kgと非常に軽く、エネルギー密
度（Wh/kg）は電動アシスト自転車用バッテリ
ーの中でトップクラスに属しています。
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耐用期間 取り扱い

ボッシュのバッテリーの寿命は、主に使い方と使用期間に影響されます。あらゆるリチウムイオン電
池と同様に、ボッシュのバッテリーは使用していなくても経年劣化していきます。

ボッシュのバッテリーは扱いやすいのもポイントです。起伏のある場所を走行してもバッテリーが外
れないようしっかりと固定されていますが、保管や充電の際は、盗難防止用ロックを解除して簡単に
取り外すことができます。

バッテリー寿命を長くする要因 :
 f 低負荷状態での使用
 f 0～20°Cの温度で保管
 f 30～60%の充電状態で保管

バッテリーの寿命を短くする要因 :
 f 高負荷状態での使用
 f 気温が30°Cを超えで保管
 f 完全充電状態あるいは完全放電状態で長期保管
 f 日差しの強い場所に電動アシスト自転車を駐輪

経過年数 / 充電回数

この図は使用期間と使用頻度に対する
エネルギー曲線を示しています。
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 f PowerPackには人間工学に基づいた持
ち運び用ハンドルが装備されており、持
ち運びや操作が非常に簡単になっていま
す。PowerPackは挿入、取り外し、持ち
運び、充電することができます。

 f 非常に簡単に電動アシスト自転車を直接
充電する事ができます。充電器のプラグ
をマウント上の充電ソケットと壁のコン
セントに差し込むだけです。これだけで、
eBikeに搭載されたボッシュバッテリー
が直接充電されます。

寿命曲線 手首一つの動きで、すべてを操作する事ができます
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 f PowerTubeは、ロックを解除するとフレームから2cm程上がり取り出しやすくなっています。 
また、安全機能によりバッテリーの脱落を防止し、フレームに取付ることでバッテリー自体の保
護にもなります。 さらに上面の凹部にはボトルホルダーやお好みのアクセサリーを取り付ける
ことが可能です。 ボッシュのPowerTubeは軽量で手軽なサイズ、取付けも簡単、バッテリーロ
ック機能によりフレームにしっかり固定されます。

 f ボッシュのバッテリーのメンテナンス費は無料ですが、プラグは時々掃除し軽くグリ
スを塗ることをおすすめします。水を使った噴射洗浄や浸漬洗浄はお止めください。

1 2
43

安全のために
バッテリー使用に関するご注意

ボッシュのバッテリーは最高水準で設計・製造されたリチウムイオンバッテリーです。該
当する安全基準はもとより、基準以上のレベルでも安全性を確保しておりますが、充電し
た状態では高いエネルギー容量を保持しています。リチウムイオン電池は、ある条件下で
は可燃の可能性があるため注意事項をしっかりご理解いただくようお願いいたします。

二重保護
ボッシュのバッテリーの個々の内蔵電池は頑丈
なスチール製容器で保護され、さらにプラスチ
ック製ケースに収納されています。ケースは開
封しないようお願いいたします。また、衝撃や
過熱も避けてください。バッテリー内蔵電池に
ダメージを与え可燃性成分が漏れ出す恐れがあ
ります。

損傷したバッテリーの廃棄方法
損傷したバッテリーを素手で触れないでくださ
い。電解液漏れにより皮膚が炎症を起こすおそ
れがあります。損傷したバッテリーは戸外の安
全な場所に保管し、必要に応じて電極をテープ
で覆い販売店にお知らせください。販売店の担
当者が適切な廃棄のサポートをいたします。

保管に関する注意
ボッシュのバッテリーは、熱源の近くを避け、
湿気のない涼しい場所で保管してください。煙
検知器がある部屋に保管することをおすすめし
ます。充電後はボッシュのバッテリーと充電器
を電源から外してください。

充電器自体の保護機能
ボッシュのバッテリーマネージメントシステム
は、充電中にバッテリーと充電器が過負荷状態
になるのを防止し、極度の過負荷状態やショー
トによるダメージを防ぎます。安全な充放電プ
ロセスのために、ボッシュの充電器はボッシュ
の電動アシスト自転車にのみご使用ください。
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メンテナンス
適切な取り扱い方法

適切に取り扱うことでボッシュのバッテリーを長持ちさせることができます。

充電
バッテリーの充電は、湿気と極端な周囲温度を
避けて行ってください。

冬場の保管
バッテリーは周囲温度が0-20℃で湿気を避けて
保管してください。完全充電状態や完全放電状
態での保管は避けてください。長期保管に適し
た理想的な充電状態は約30～60%（バッテリー
インジケーターのLEDが2つまたは3つ点灯した

状態）です。

お手入れ
電子部品保護のためにも水洗いは厳禁です。乾
いた布で拭いてください。また、お手入れはバ
ッテリーを取り外して行い、時々プラグ端子部

にグリスを薄く塗ってください。

冬季の使用に際して
冬場または0℃未満の環境で使用する場合は、電
動アシスト自転車に乗る直前まで、バッテリー

を室内で充電・保管することをお勧めします。

保管
－10°C未満または60°C以上の環境でのご使用

は避けてください。

運搬
バッテリーを持ち運ぶ場合は電動アシスト自転
車から取り外し、落下や衝撃に注意してくださ

い。

点検
販売店では診断ユニットを用いて電動アシスト
自転車（特にバッテリーの状態）の検査を行

い、充電回数をお知らせします。

リサイクル
乗った後はリサイクル

使用済のバッテリーは廃棄せずに、販売店にお持ちください。販売店でバッテリーの廃棄
手続きを無料で行っております。廃棄バッテリーの貴重な原材料は再利用され、再生可能
資源を保護します。

電気代
電動アシスト自転車で節約を

電動アシスト自転車の消費電力は想像以上に経済的です。冷蔵庫が年間250kWhの電力を
消費するのに比べて、電動アシスト自転車を頻繁に活用している人の年間消費電力はわず
か40kWhです。しかも電動アシスト自転車は、環境にやさしいだけではなく低コスト。
ボッシュのバッテリーをフル充電しても約10円*です。
*電気代は各ご家庭の契約形態によって異なります。
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