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重要なお知らせ
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危 険 この注意事項に従わない場合、死亡事故や重傷事故が発生します。

警 告 この注意事項に従わない場合、死亡事故や重傷事故が発生するおそれ
があります。

注 意 この注意事項に従わない場合、人員の負傷や機器設備と環境への物理
的損害が発生するおそれがあります。

重要なお知らせ
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安全のために
注　意

• 接続確認をスタートした後、作業終了およびアプリケーション終了までバッテリーやユニットの
接続または取外しは絶対におこなわないでください。SM-PCE1/SM-PCE02/SM-BCR2および各
ユニットが故障する可能性があります。

• ファームウェアファイルの中身やファイル名などの変更は絶対におこなわないでください。ファ
ームウェアアップデートをおこなうことができなくなったり、ファームウェアアップデートをお
こなった後にそのユニットが故障してしまう可能性があります。

安全のために
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使用上の注意
• SM-PCE1/SM-PCE02/SM-BCR2をPCと接続するときは、USBハブなどを経由させず、PC本体

のUSBポートに接続してください。

• ファームウェアアップデート中などにPCがスタンバイ状態にならないようにしてください。 PC
がスタンバイ状態になると、E-TUBE PROJECT for Windows V4の処理は中断され、自転車と
接続する前の画面に戻ります。

使用上の注意
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本書について
このユーザーマニュアルには、E-TUBE PROJECT for Windows V4の使用方法が記載されていま
す。
機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に本書を最後までお読みください。

対応OS
- Windows 7 (32/64 bit)

- Windows 8.1 (32/64 bit)

- Windows 10 (32/64 bit)

本書について
対応OS
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E-TUBE PROJECT for Windows V4
について
E-TUBE PROJECT for Windows V4は各ユニットのカスタマイズやメンテナンスをおこなうアプ
リケーションです。主な機能は以下のとおりです。SM-PCE1/SM-BCR2を使用して接続した場合は
使用できない機能があります。

機能 内容

アップデート 各ユニットのファームウェアをバージョンアップする機能です。

カスタマイズ システム全体の機能や動作をお客様の好みに応じて設定できる機能です。

メンテナンス 各ユニットの状態やエラーの確認や、変速機の調整をおこなう機能です。

設定 E-TUBE PROJECTに関する各種設定をおこなう機能です。

ヘルプ 機能に関するヘルプ表示を確認できる機能です。

プリセット プリセットファイルの保存・読み込み、外部へのエクスポートなどをおこなう
機能です。

使用上の注意
• 初回起動時は、利用規約が表示されます。内容を確認し、[同意する] をクリックしてくださ

い。

E-TUBE PROJECT for Windows V4について
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E-TUBE PROJECT for Windows V4
の起動と終了
起動
E-TUBE PROJECT for Windows V4をインストール後、デスクトップに生成されたE-TUBE
PROJECT for Windows V4のショートカットアイコンをダブルクリックしてください。

起動条件
E-TUBE PROJECT for Windows V4を使用するには、SM-PCE1/SM-PCE02/SM-BCR2がPCに接
続されている必要があります。 接続要求画面が表示された場合、SM-PCE1/SM-PCE02/SM-BCR2
とPCをUSBケーブルで接続してください。

E-TUBE PROJECT for Windows V4の起動と終了
起動
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自転車との接続
自転車とPCを接続してから [次へ (ENTER)] をクリックしてください。

使用上の注意
• [次へ (ENTER)] のように画面のボタン表示に「(ENTER)」が付いている場合は、キーボードの

ENTERキーを押しても、ボタンをクリックしたときと同じ動作をおこないます。

E-TUBE PROJECT for Windows V4の起動と終了
自転車との接続
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SM-PCE1/SM-PCE02の接続方法
SM-PCE1/SM-PCE02をPCと接続するときは、USBハブなどを経由させず、PC本体のUSBポート
に接続してください。

通常の接続の場合
SM-PCE1/SM-PCE02を任意の未使用のE-TUBEポートに接続してください。

E-TUBE PROJECT for Windows V4の起動と終了
自転車との接続
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E-TUBEポートに空きがない場合
ジャンクションBからケーブルを一本取外し、その部分にSM-PCE1/SM-PCE02を割り込ませるよう
にして接続してください。SM-PCE02の場合は、ジャンクションBが別途必要です。

E-TUBE PROJECT for Windows V4の起動と終了
自転車との接続
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ケーブルがフレームに内蔵されている場合
ジャンクションAからケーブルを取外し、その部分にジャンクションBを追加して、SM-PCE1/SM-
PCE02を割り込ませるようにして接続してください。追加するジャンクションBは別途必要です。

(1) ジャンクションB

E-TUBE PROJECT for Windows V4の起動と終了
自転車との接続
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SM-BCR2の接続方法
SM-BCR2をPCと接続するときは、USBハブなどを経由させず、PC本体のUSBポートに接続してく
ださい。

E-TUBEポートへの接続

単品接続
自転車とではなく、ユニット単体とE-TUBE PROJECT for Windows V4を接続することを「単品
接続」と言います。自転車と接続したときと同様に、そのユニットに関するカスタマイズやメンテ
ナンスなどをおこなうことができます。

E-TUBE PROJECT for Windows V4の起動と終了
単品接続
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SM-PCE1/SM-PCE02の接続方法
単品接続をおこなうにはSM-PCE1/SM-PCE02を使用する必要があります。SM-PCE1/SM-PCE02
をPCと接続するときは、USBハブなどを経由させず、PC本体のUSBポートに接続してください。

ユニットを単体で接続する場合

ユニットを単体で接続する場合（E-TUBEポートがない場合）

(1) PC

(2) （例）SW-R671

(3) ジャンクションB

E-TUBE PROJECT for Windows V4の起動と終了
単品接続
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画面上部のタブとアイコン
画面上部に表示されているタブやアイコンには、機能や状態表示が割り当てられています。

(1) 各タブで機能のカテゴリを切り替えます。

(2) クリックすると、ユニットとの接続を切断します。
カスタマイズした設定がある場合は、確認画面が表示されます。そのまま切断した場合は、カ
スタマイズした内容は適用されません。

(3) 接続されているシステムのバッテリー残量が表示されています。

(4) アイコンがグレーアウトしていない場合に、クリックすると、画面の表示内容に関するヘルプ
画面(→「 ヘルプ表示 」)が表示されます。

(5) PC接続機器との接続を切ってはいけない場合に表示され、クリックするとその旨のダイアログ
が表示されます。

E-TUBE PROJECT for Windows V4の起動と終了
画面上部のタブとアイコン
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終了
画面右上部にある閉じるボタンをクリックしてください。
終了確認画面が表示され、[OK (ENTER)] をクリックするとE-TUBE PROJECT for Windows V4
が終了します。

使用上の注意

(6) クリックすると、ログの抽出のためにフォルダを開く、またはリモートアシスタンスを起動し
ます。確認画面が表示されるので、操作を選択してください。

• ファームウェアアップデート中はE-TUBE PROJECT for Windows V4を終了することができ
ません。

E-TUBE PROJECT for Windows V4の起動と終了
終了
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アップデート
各ユニットのファームウェアをバージョンアップします。[アップデート] タブをクリックすると、
アップデート画面が表示されます。

ファームウェアをアップデートする
アップデートするユニットを選択し、ファームウェアのアップデートを開始します。

1.アップデート画面でアップデートするユニットのパネルをクリックします。
選択したユニットのパネルにチェックマークが付きます。

アップデート
ファームウェアをアップデートする
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使用上の注意
• [全てを選択 (ENTER)] をクリックすると、全てのユニットを選択できます。全てのユニッ

トが選択されているときは [選択解除] が表示されます。クリックすると全てのユニットの
選択が解除されます。

• 最新バージョンのファームウェアのユニットを選択すると、再度書き込みをおこなうかの
確認画面が表示されます。

• 選択したユニットのアップデートにかかる総時間の目安が画面上部に表示されます。
目安時間は、作業環境などにより実際の処理時間と差異が出る可能性があります。

アップデート
ファームウェアをアップデートする
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ファームウェアを復旧する
ファームウェアのアップデートに失敗した際は、ファームウェアの復旧作業が必要です。

2.[アップデート (ENTER)] をクリックします。
アップデートが開始されます。

1.復旧が必要なユニットをSM-PCE1/SM-PCE02を用いて接続します。

2.画面の指示に従ってファームウェアの復旧をおこなってください。

使用上の注意
• SM-PCE1/SM-PCE02をPCと接続するときは、USBハブなどを経由させず、PC本体のUSB

ポートに接続してください。

• SM-PCE1/SM-PCE02をお持ちでない場合は、お近くの販売店へお問い合わせください。

アップデート
ファームウェアを復旧する
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カスタマイズ
各ユニットの詳細な設定することができます。[カスタマイズ] タブをクリックすると、カスタマイ
ズ画面が表示されます。

カスタマイズ画面について
カスタマイズ画面には、現在接続されているユニットの設定の一覧が表示されます。左側に表示さ
れる機能を選択し、画面の右側で設定をカスタマイズします。接続されたユニットや、ユニットの
組合わせによって、表示される内容や設定できる内容が異なります。

(1) クリックすると、プリセットファイル画面(→「 プリセットファイルの利用 」)が表示されま
す。

(2) クリックすると、設定中のユニットの設定の表示を初期値にします。[確定 (ENTER)] をクリッ
クするまでは、自転車には書き込まれません。

カスタマイズ
カスタマイズ画面について
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カスタマイズ画面での注意事項

プリセットファイルの利用
接続されている各ユニットの設定をプリセットファイルとして保存したり、保存されているプリセ
ットファイルをユニットに読み込んだりできます。保存したファイルを外部にエクスポートした
り、逆に外部から取り込んだりすることもできます。
カスタマイズ画面で をクリックするとプリセットファイル画面が表示されます。

使用上の注意

• 接続したユニットの設定値が設定可能範囲外など不正な値の場合は、カスタマイズするときの入
力欄が空白になり、[確定 (ENTER)] を選択できません。

• 1つのシフター/スイッチが持つ複数のボタンに同じ機能を割り当てている場合、[確定 (ENTER)]
をクリックすることは可能ですが、その後エラーダイアログが出て適用に失敗することがありま
す。

• プリセットファイルを削除するときは、[プリセットファイルの保存先] に設定したフォルダ内
の該当ファイルを直接削除してください。

カスタマイズ
プリセットファイルの利用
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プリセットファイルの保存
現在、設定されている内容を保存します。

プリセットファイルの書き込み
保存されているプリセットファイルの設定を、接続している各ユニットに書き込みます。

1.カスタマイズ画面で をクリックします。
プリセットファイル画面が表示されます。

2.[現在の設定を保存する] をクリックします。

3.プリセットファイル名を入力します。
プリセットファイル名の初期値は、年月日になっています。年月日の表示形式は、お使いのPC
のOSに依存します。

4.[保存 (ENTER)] をクリックします。

使用上の注意
• ユニットの構成が、下記のいずれかに該当する場合、プリセットファイルの保存ができま

せん。

- ST-***-Lが合計2台以上接続されている

- ST-***-Rが合計2台以上接続されている

- SW-***-Lが合計2台以上接続されている

- SW-***-R/SW-E6000/SW-R600/SW-S705が、組合わせに関わらず、合計2台以上接続さ
れている

カスタマイズ
プリセットファイルの利用
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1.カスタマイズ画面で をクリックします。
プリセットファイル画面が表示されます。

2.[設定の書き込み] をクリックします。

3.書き込むプリセットファイルを選択します。

4.[確定 (ENTER)] をクリックします。
書き込みを中止する場合は [キャンセル] をクリックします。

使用上の注意
• 読み込んだ内容が適用されなかった設定は、赤字で表示されます。

• 各機能の設定の中に、一つでも適用されなかった設定があれば、その機能の設定の変更は
全て適用できません。

• 書き込みをする前に、この画面で設定を編集することも可能です。

• 設定が適用されない場合は、各ユニットのファームウェアのアップデートをおこなってか
ら、再度、書き込みを試してください。

カスタマイズ
プリセットファイルの利用
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プリセットファイルの編集
読み込んだプリセットファイルの内容を編集します。

プリセットファイルのエクスポート
保存したプリセットファイルの内容をエクスポートします。

1.カスタマイズ画面で をクリックします。
プリセットファイル画面が表示されます。

2.[設定を編集する] をクリックします。

3.編集するプリセットファイルを選択します。

4.設定を変更して、[保存 (ENTER)] をクリックします。
変更内容が保存され、プリセットファイル画面に戻ります。
編集を中止する場合は [キャンセル] をクリックします。

カスタマイズ
プリセットファイルの利用
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プリセットファイルの読み込み
他のPCなどでエクスポートしたプリセットファイルをインポートします。
Ver.4.0.0より前のバージョンのE-TUBE PROJECTで作成したプリセットファイルはインポートで
きません。

1.カスタマイズ画面で をクリックします。
プリセットファイル画面が表示されます。

2.[保存した設定をエクスポート] をクリックします。

3.エクスポートするプリセットファイルを選択します。

4.エクスポート先を指定するダイアログが表示されるので、保存先とファイル名
を選択します。

1.カスタマイズ画面で をクリックします。
プリセットファイル画面が表示されます。

2.[設定をインポート] をクリックします。
読み込み画面が表示されます。

カスタマイズ
プリセットファイルの利用
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3.読み込むプリセットファイルをドロップエリアに、ドラッグ＆ドロップしま
す。
読み込んだプリセットファイルの設定内容が表示されます。

4.[確定 (ENTER)] をクリックします。
書き込みを中止する場合は [キャンセル] をクリックします。

使用上の注意
• 読み込んだ内容が適用されなかった設定は、赤字で表示されます。

• 各機能の設定の中に、一つでも適用されなかった設定があれば、その機能の設定の変更は
全て適用できません。

• 書き込みをする前に、この画面で設定を編集することも可能です。

• 設定が適用されない場合は、各ユニットのファームウェアのアップデートをおこなってか
ら、再度、読み込みを試してください。

カスタマイズ
プリセットファイルの利用
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E-BIKE
E-BIKEに関するユニットの設定をカスタマイズします。

カスタマイズ
E-BIKE
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アシスト設定
E-BIKEのアシストに関する様々な設定をおこないます。
アシスト設定の詳細については、ヘルプ表示をご確認ください。

1.カスタマイズ画面で設定する機能をクリックします。

2.各項目を設定します。
ライディングキャラクタリスティック

アシストパターン

(1) ライディングキャラクタリスティックの種類を選択します。

(2) (1)で [CUSTOMIZE] を選択した場合のみ、[BOOST]、[TRAIL]、[ECO]の設定を変更で
きます。

(1) アシストパターンの種類を選択します。

カスタマイズ
E-BIKE
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ドライブユニット設定
ドライブユニットに関わる各設定をおこないます。

アシストプロファイルの選択/作成（アシスト特性/上限トルク/アシスト開始）

使用上の注意

3.[確定 (ENTER)] をクリックします。
設定がユニットに適用されます。

(1) [プロファイル1] か [プロファイル2] を選択します。
アプリケーション切断後、ここで選択しているプロファイルでアシストされます。

(2) 各項目を選択します。
各項目は選択できる範囲が異なります。
手順(1)で選択したボタンで [プロファイル1] と [プロファイル2] を切り替えながら、設定
できます。

• スライダーの目盛り部分に白丸が付いている箇所が、初期値になります。

• 選択していないプロファイルの設定値が、スライダーの下部に薄く表示されます。

1.カスタマイズ画面で設定するユニットをクリックします。

カスタマイズ
E-BIKE
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2.各項目を設定します。

ライトのオン/オフ設定
ライトを接続する場合は [オン] を、ライトを接続しない場合は [オフ] を設定してください。
ライト/アクセサリー電源端子の出力設定
ライト/アクセサリーの電源端子の出力方法を、[常にオフ]/[ボタンによる操作]/[常にオン] から
選択します。
アシスト停止後のライト点灯時間
アシスト停止後に何分間ライトが点灯できる分のバッテリーを残しておくかをスライダーで設定
します。

使用上の注意

ライト出力
ライトの出力値を入力します。
最大アシスト速度
最大アシスト速度をプルダウンメニューから選択します。
表示速度
他の速度表示機とずれがある場合に、スライダーで速度の表示値を調整できます。
メンテナンスアラート
メンテナンスアラートが表示される走行距離、および日付の設定ができます。

• 地域によっては、走行中のライト点灯やランプ点灯持続時間がルールや法律で定められて
います。地域のルールや法律に従ってご使用ください。

(1) メンテナンスアラートを表示させるかどうかを走行距離と日付それぞれ選択します。

(2) (1)で [有効] を選択した場合のみ、メンテナンスアラートが表示される走行距離、および日
付を設定します。

カスタマイズ
E-BIKE
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シフトモード
変速機の動きなどをカスタマイズできます。

3.[確定 (ENTER)] をクリックします。
設定がユニットに適用されます。

カスタマイズ
シフトモード
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使用上の注意

MTBの場合

1 電動変速の11段対応リアディレーラーを使用している。

2 電動変速の11段対応フロントディレーラーを使用している。

ROADの場合

1 電動変速の11段対応リアディレーラーを使用している。

2 電動変速の11段対応フロントディレーラーを使用している。

3 ジャンクションにSC- M****、EW- RS910、SM- EW90A、SM- EW90B のい
ずれかを使用している。

4 BM-DN100、BT-DN110のいずれかを使用している。

• シンクロナイズドシフトを設定するには、下記の条件を全て満たしている必要があります。
全てを満たしているのに設定できない場合は、各ユニットのファームウェアを最新の状態にア
ップデートしてください。

• 多段変速（マルチシフト）を設定するには、下記の条件1と2を両方とも満たしている必要があ
ります。
両方とも満たしているのに設定できない場合は、各ユニットのファームウェアを最新の状態に
アップデートしてください。

1
E-BIKEの場合 ドライブユニットはDU-E60*0、DU-E6001以

外を使用している。

E-BIKE 以外の場合 EW-EX020を使用していない。

2 電動変速のリアディレーラー（外装変速機）を使用している。

カスタマイズ
シフトモード
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シンクロナイズドシフト
シンクロナイズドシフトは、リアディレーラーの変速と連動してフロントディレーラーを自動的に
変速させる機能です。

1.カスタマイズ画面で設定する機能をクリックします。

2.各項目を設定します。
FCの歯数選択
チェーンリングの歯数をプルダウンメニューから選択します。
CSの歯数選択
カセットスプロケットをプルダウンメニューから選択します。
シンクロナイズドシフト間隔設定
プルダウンメニューから標準/遅い/とても遅いを選択します。
ギア位置制御設定
ギア位置の制御をおこなうかおこなわないかを選択します。

使用上の注意

3.[次へ (ENTER)] をクリックします。
シンクロナイズドシフトの設定画面が表示されます。

• シンクロナイズドシフト間隔設定とギア位置制御設定は、ユニット構成や歯数の組合わせ
によって、設定項目に表示されない場合や設定項目には表示されるが変更できない場合が
あります。

カスタマイズ
シフトモード
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4.シンクロナイズドシフトの詳細設定をします。
シフトモード1（S1）とシフトモード2（S2）をそれぞれ設定します。
シフトモードは、シンクロナイズドシフトかセミシンクロナイズドシフトを選択してください。
ユニットの構成によっては、セミシンクロナイズドシフトを選択できない場合があります。
シンクロナイズドシフトの詳細設定

使用上の注意

(1) プルダウンメニューから [シンクロナイズドシフト] を選択します。
シンクロシフトマップ設定画面が表示されます。

(2) 白枠の部分をクリックして動かすと、シンクロシフトマップを変更できます。

• シンクロシフト・マップには、クランクのギアポジションと歯数、カセットスプロケット
のポジションと歯数、各ギア位置でのギア比が書かれており、シンクロシフトがおこなわ
れるギアポジションを白枠で示しています。緑がシフトアップ、青がシフトダウンです。

• [S1をコピー] をクリックするとS1のシンクロシフトマップをS2にコピーします。
[S2をコピー] をクリックするとS2のシンクロシフトマップをS1にコピーします。

• 快適なシンクロシフトをおこなえるよう、枠を動かせる範囲は下記ルールに従い決定しま
す。シンクロシフトマップでのフロントディレーラーの変速ポイント（白枠部分）をシン
クロポイントと呼びます。
(1) シフトアップでのシンクロ

シンクロポイントRD段数≧シンクロ先RD段数
シンクロ先のギア比は、シンクロ元より小さい一個目のギア比まで選択可

(2) シフトダウンでのシンクロ
シンクロポイントRD段数≦シンクロ先RD段数
シンクロ先のギア比は、シンクロ元より大きい一個目のギア比まで選択可

カスタマイズ
シフトモード
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マルチシフト
多段変速（マルチシフト）に関する設定をおこないます。
多段変速とは、シフトスイッチを押し続けることで、リアディレーラーやモーターユニットを連続
して複数段変速できる機能です。（フロントディレーラーは多段変速できません。シンクロナイズ
ドシフトを設定している場合は、リアディレーラーの多段変速時にフロントディレーラーも変速す
る事があります。）
* 多段変速設定をおこなうためには、モーターユニットや変速機の他に、バッテリーユニットもしく
は、バッテリーホルダーユニットを接続する必要があります。

セミシンクロナイズドシフトの詳細設定
セミシンクロナイズドシフトとは、フロントディレーラーを変速した時に最適なギアステップを
保つためにリアディレーラーを続けて自動的に変速させる機能です。その際のリアディレーラー
変速段数を0 ～ 4より選択できます。（組合わせにより選択できない変速段数があります。）

5.[確定 (ENTER)] をクリックします。
設定がユニットに適用されます。

(1) プルダウンメニューから [セミシンクロナイズドシフト] を選択します。

(2) 変速段数をプルダウンメニューから選択します。

カスタマイズ
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1.カスタマイズ画面で設定する機能をクリックします。

2.各項目を設定します。
多段変速設定
多段変速を使用するかどうかを選択できます。2段階スイッチをお使いの場合、 1段階目、2段
階目のそれぞれについて選択できます。
変速間隔時間
多段変速の変速間隔時間をプルダウンメニューの5段階から選択します。
段数リミット
一度の長押しで変速する段数に制限をかけることができます。

使用上の注意

変速間隔時間 長所 短所

速く設定

遅く設定

3.[確定 (ENTER)] をクリックします。
設定がユニットに適用されます。

• 変速間隔時間はこれらの特性をご理解頂いた上で、地形やライダーの乗り方などの走行状
況に合わせて設定ください。

• 素早い多段変速が可能

• 走行状況の変化に対してケイ
デンスや走行速度を素早く調
整できる

• 変速時に高いケイデンスが必
要

• 意図しないオーバーシフトが
発生しやすい

• 確実に変速できる • 変速に時間がかかる

カスタマイズ
シフトモード
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オートシフト
オート変速（オートシフト）に関する設定をおこないます。

モーターユニット設定
モーターユニット段数設定をおこなう場合は、取付ける変速機をお確かめの上、設定してくださ
い。
*対応している内装ハブの型番に関しては、ディーラーマニュアルでご確認ください。

モーターユニット段数設定

1.カスタマイズ画面で設定する機能をクリックします。

2.各項目を設定します。
アプリ切断後の変速モード
オート変速をオンにするかオフにするかを選択します。
変速タイミング
変速タイミングをスライダーで選択します。
スタートモード
スタートモードをオンにすると、自転車を停車したときに、設定した段数に変速します。
変速アドバイス
変速アドバイスのオン/オフを切り替えます。

3.[確定 (ENTER)] をクリックします。
設定がユニットに適用されます。

1.カスタマイズ画面で設定する機能をクリックします。

カスタマイズ
シフトモード
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スイッチ
接続されているスイッチに関する設定をおこないます。

2.モーターユニットを取付けた内装ハブの段数を選択します。

3.[確定 (ENTER)] をクリックします。
設定がユニットに適用されます。

カスタマイズ
スイッチ
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機能の割り振り
左右のスイッチの各ボタンに機能を割り振ります。

1.カスタマイズ画面で設定する機能をクリックします。
左右両方のスイッチが選択されます。

2.各ボタンにプルダウンメニューから機能を割り振ります。

対応している機能のみ、メニューに表示されます。

機能 説明

[リア シフト アップ]
[フロント シフト アップ]

変速機が軽いギアから重いギアに変速します。

[リア シフト ダウン]
[フロント シフト ダウン]

変速機が重いギアから軽いギアに変速します。

[D-FLY Ch.1] Ch.1を割り当てます。

[D-FLY Ch.2] Ch.2を割り当てます。

[D-FLY Ch.3] Ch.3を割り当てます。

[D-FLY Ch.4] Ch.4を割り当てます。

[アシスト アップ] アシストモードをアシスト力の強い方向へ切り替えます。

[アシスト ダウン] アシストモードをアシスト力の弱い方向へ切り替えます。

■ プルダウンメニューに表示される機能

カスタマイズ
スイッチ
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[ディスプレイ] ディスプレイの画面切り替えをおこないます。

[ディスプレイ/ライト] ディスプレイの画面切り替えをおこないます。
*長押しでライトON/OFFを切り替えます。ユニットの構成
によっては、切り替えられない場合があります。

[サイクルコンピュータ (左)] 他社製のサイクルコンピューターの画面を左に遷移させま
す。

[サイクルコンピュータ (右)] 他社製のサイクルコンピューターの画面を右に遷移させま
す。

使用上の注意
• スプリンタースイッチを使用する場合は、下記の箇所にチェックマークを付けるとプルダ

ウンメニューから機能を割り振ることができます。

• 2段変速対応のスイッチの場合は、2段目を使用するかどうかを下記の箇所にそれぞれチェ
ックマークを付けて選択します。ボタンに割り振られている機能によっては、選択できな
い場合があります。

カスタマイズ
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サーチでの確認
同一モデルのスイッチが複数接続されている場合に、どちらのスイッチを設定しているか確認でき
ます。

ディスプレイ
ディスプレイに関する設定をおこないます。

1.カスタマイズ画面で設定する機能をクリックします。
左右両方のスイッチが選択されます。

2.サーチボタンをクリックします。
サーチダイアログが表示されます。

3.サーチダイアログのカウントダウンが終了するまでに、選択したいユニットの
スイッチを操作します。
サーチを終了する場合は、[キャンセル (ENTER)] をクリックしてください。

4.スイッチを操作したユニット名の左にマークが表示されます。

カスタマイズ
ディスプレイ
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ディスプレイ設定
ディスプレイの表示などに関する設定をおこないます。

1.カスタマイズ画面で設定する機能をクリックします。

2.各項目を設定します。

ビープ設定
ビープ音の [オン]/[オフ] を選択します。
表示時間
無操作時、表示がオフになるまでの時間をプルダウンメニューで設定します。
ワイヤレス接続設定
他社製のサイクルコンピューターのワイヤレス接続の方法をプルダウンメニューで設定します。
どの接続方法を設定しても、E-TUBE PROJECT for Mobileには接続できます。
Bluetooth® LE名称の設定
無線ユニット名を入力します。半角英数8文字以内で入力してください。
パスキーの設定
パスキーを6桁の半角数字で設定します。
(1) 設定するパスキーを入力します。

(2) 確認用のパスキーをもう一度入力します。

カスタマイズ
ディスプレイ
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使用上の注意
• [表示する] にチェックマークを付けると入力しているパスキーが表示されます。

• [PassKey初期化] にチェックマークを付けるとパスキーに初期値が入力されます。

• パスキーの1文字目に「0」は使用できません。

カスタマイズ
ディスプレイ
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その他の設定
その他のユニットの設定をおこないます。

表示単位
単位の表示形式（km/h、mph）を選択します。
表示切替
[走行時間]、[平均速度]、[最大速度]、[走行可能距離一覧]、[ケイデンス]について、それぞれ表
示をおこなうかどうかを選択します。表示させる項目にチェックマークを付けてください。
バックライト設定
バックライトの [オン]/[オフ]/[マニュアル] を選択します。
バックライト 輝度設定
バックライトの明るさをプルダウンメニューで調整します。
表示言語
表示言語をプルダウンメニューから選択します。
フォントカラー
フォントカラーをプルダウンメニューから選択します。
自動時刻設定
自動時刻設定の [オン]/[オフ] を選択します。[オン] にした場合、E-TUBE PROJECT for
Windows V4 に接続したときに、サイクルコンピューターの時刻が、接続しているPC内の時
刻に自動的に設定されます。
手動時刻設定
自動時刻の設定が [オフ] の場合のみ、設定できます。

3.[確定 (ENTER)] をクリックします。
設定がユニットに適用されます。

(1) 手動で時刻を [する]、[しない] を選択します。

(2) (1)で [する] を選択した場合のみ、[PCの時刻を使用する] にチェックマークを付けるか、
時刻を入力します。

カスタマイズ
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ワイヤレスユニット設定
無線ユニットに関する設定をおこないます。

1.カスタマイズ画面で設定する機能をクリックします。

2.各項目を設定します。

ワイヤレス接続設定
他社製のサイクルコンピューターのワイヤレス接続の方法をプルダウンメニューで設定します。
どの接続方法を設定しても、E-TUBE PROJECT for Mobileには接続できます。
Bluetooth® LE名称の設定
無線ユニット名を入力します。半角英数8文字以内で入力してください。
パスキーの設定
パスキーを6桁の半角数字で設定します。

使用上の注意

(1) 設定するパスキーを入力します。

(2) 確認用のパスキーをもう一度入力します。

• [表示する] にチェックマークを付けると入力しているパスキーが表示されます。

• [PassKey初期化] にチェックマークを付けるとパスキーに初期値が入力されます。

• パスキーの1文字目に「0」は使用できません。

カスタマイズ
その他の設定
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3.[確定 (ENTER)] をクリックします。
設定がユニットに適用されます。

カスタマイズ
その他の設定
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メンテナンス
各ユニットの状態やエラーを確認したり、調整をおこなうことができます。[メンテナンス] タブを
クリックすると、メンテナンス画面が表示されます。ユニットとの接続を切断した後も、メンテナ
ンス画面だけは、切断前の情報が表示されます。切断前にエラーチェックをおこなっていないな
ど、切断前の状況によって選択できる操作に制限がかかることがあります。

E-BIKE
E-BIKEに関する情報やエラー履歴を確認できます。

メンテナンス
E-BIKE
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ステータス
ドライブユニットやバッテリーの情報を確認できます。ステータスを確認できないドライブユニッ
トもあります。

エラーログ
E-BIKEに関するエラーログを確認できます。

1.メンテナンス画面で [ステータス] をクリックします。
画面右側にステータスが表示されます。

(1) クリックすると、ODO表示（積算距離・時間）とDST表示（走行距離・時間）を切り替え
ます。

(2) 各アシストモードの使用割合を円グラフで表示します。ドライブユニットによっては、表
示されない場合があります。

(3) クリックすると、走行距離・時間をリセットします。ODO表示の時はクリックできませ
ん。

メンテナンス
E-BIKE
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レギュレーションチェック
レギュレーションの設定履歴を確認できます。

1.メンテナンス画面で [エラーログ] をクリックします。
画面右側にエラーログが表示されます。
エラーコードに関しては、 https://si.shimano.com/iER/STP0A を確認ください。

1.メンテナンス画面で [レギュレーションチェック] をクリックします。
画面右側に設定の履歴が表示されます。ドライブユニットによっては、現在の設定値のみが表示
される場合があります。

使用上の注意
• 不正な設定値は赤文字で表示されます。

メンテナンス
E-BIKE
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エラーチェック
ユニットを選択してエラー診断をおこない、故障しているユニットがないか確認します。SM-BCR2
で接続している場合は、エラーチェックはおこなえません。

使用上の注意
• サイクルコンピューターやサテライト電源ボタンの一部のモデルは、システムのオン/オフ機能

に内蔵バッテリ－を使用しています。[充電を行う] が表示されている場合、クリックすると内
蔵バッテリーの充電をおこなう事ができます。充電中は、充電完了度と完了までの目安時間が
表示されます。[キャンセル] をクリックすると充電は中断されます。SM-PCE1を使用して充電
する場合は、単品接続でおこなってください。

1.メンテナンス画面で [エラーチェック] をクリックします。
エラーチェック画面が表示されます。

2.エラーチェックをおこなうユニットにチェックマークを付けます。
全てのユニットにチェックマークを付ける場合は、[全選択 (ENTER)] をクリックしてくださ
い。

メンテナンス
エラーチェック
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3.バッテリー消費エラーチェックをおこなう場合は、チェックマークを付けま
す。
E-BIKE以外のバイクをSM-PCE02で接続している場合のみ、バッテリー消費エラーチェックを
おこなえます。バッテリーの減り具合が早いと感じたら、バッテリー消費エラーチェックをおこ
なってください。

使用上の注意

4.[開始] をクリックします。
各ユニットのエラーチェック画面が順に表示されます。

5.各画面の指示にしたがって、チェックを進めます。

• バッテリー消費エラーチェックは、接続されているユニット全体に対して電流漏れの有無
を確認できる機能です。ユニット単品ではなく、システムで実施してください。

メンテナンス
エラーチェック
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変速機の調整
変速機の調整をおこないます。

使用上の注意

6.チェック結果画面が表示されるので、確認してください。
エラーのある項目は、赤字で表示されます。

使用上の注意
• 再びエラーチェックをおこなう場合は、[エラーチェックをおこなう] をクリックしてくだ

さい。

• SM-BCR2で接続時に、外部バッテリーと未接続の場合は、変速機の調整はおこなえません。

メンテナンス
変速機の調整
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リアディレーラーの調整
リアディレーラーでの変速の調整をおこないます。調整時はクランクを回す必要があります。

1.メンテナンス画面で [リア] をクリックします。

2.[スタート (ENTER)] をクリックします。

使用上の注意

3.カウントダウンが0になるまでに、クランクを回し始めてください。

• バッテリー残量が少ない場合は、確認画面が表示され、調整をおこなうことができませ
ん。

メンテナンス
変速機の調整
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フロントディレーラーの調整
フロントディレーラーでの変速の調整をおこないます。調整時はクランクを回す必要があります。

4. / をクリックして、ガイドプーリーの位置を調整します。
をクリックすると、ガイドプーリーが内側(－表示方向)へ移動します。
をクリックすると、ガイドプーリーが外側(＋表示方向)へ移動します。

調整は、クランクを回しながらおこなってください。

使用上の注意

5.[終了 (ENTER)] をクリックします。
調整が完了します。

• をクリックすると、調整方法の詳細が確認できます。

• 下記の / をクリックをすると、ギアを変速できます。 をクリックするとより大き
いスプロケットへ変速し、 をクリックをするとより小さいスプロケットへ変速します。

メンテナンス
変速機の調整
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1.メンテナンス画面で [フロント] をクリックします。

2.フロントディレーラー本体の調整ボルトによる初期調整をおこないます。
をクリックすると、調整方法の詳細が確認できます。

3.[OK (ENTER)] をクリックします。

使用上の注意

4.[スタート (ENTER)] をクリックします。

• バッテリー残量が少ない場合は、確認画面が表示され、調整をおこなうことができませ
ん。

メンテナンス
変速機の調整
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モーターユニットの調整
モーターユニットでの変速の調整をおこないます。調整時にクランクを回す必要はありません。

5.カウントダウンが0になるまでに、クランクを回し始めてください。

6. / をクリックして、ガイダンスに従って調整します。
をクリックすると、チェーンガイドが内側(－表示方向)へ移動します。
をクリックすると、チェーンガイドが外側(＋表示方向)へ移動します。

調整は、クランクを回しながらおこなってください。

7.[次へ (ENTER)] をクリックします。
未調整のギアが残っている場合は手順 4 ～ 6 をおこないます。
全てのギアの調整が終わっている場合は、確認画面が表示されるので、[OK (ENTER)] をクリッ
クしてください。

メンテナンス
変速機の調整
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1.メンテナンス画面で [リア] をクリックします。

2.アジャスト値が初期状態の0であることを確認してください。

(1) 0の場合 手順 3 へ進んでください。

(2) 0以外の場合

0に戻して異音や違和感が改善されるかギアの変速を
おこない確認してください。
症状が改善されない場合は手順 3 へ、改善された場
合は手順 4 へ進んでください。

使用上の注意
• アジャスト値は、(A) / をクリックしてください。

をクリックすると、変速を制御する部品が、ギアが軽くなる方向に回転します。
をクリックすると、変速を制御する部品が、ギアが重くなる方向に回転します。

• ギアの変速は、(B) / をクリックしておこなってください。

メンテナンス
変速機の調整

59



サービスレポートの出力
サービスレポートをPDFファイルで出力します。

3.アジャスト値を＋側または－側に1段変更し、ギアを変速して音や感触を確認し
てください。
アジャスト値は＋方向に4段階、－方向に4段階、調整が可能です。

(1) 症状が改善された

同じ方向にアジャスト値を1段ずつ変更していき、再
度ギアの変速をして確認してください。
異音や違和感がなくなる所まで設定を変更してくださ
い。

(2) 変化がわからない

もう1段同じ方向にアジャスト値を変更し、再度ギア
の変速をして確認してください。
症状が改善された場合は、この表の(1)を、改善され
なかった場合は、(3)を確認ください。

(3) 症状が悪くなった

逆の方向に2段アジャスト値を変更し、再度ギアの変
速をして確認してください。
症状が改善されるまで同じ方向に1段ずつ変更してい
き、異音や違和感がなくなる所まで設定を変更してく
ださい。

4.[終了 (ENTER)] をクリックします。
調整が完了します。

メンテナンス
サービスレポートの出力

60



1.メンテナンス画面で [サービスレポートを出力] をクリックします。
サービスレポート出力画面が表示されます。

2.[OK (ENTER)] をクリックします。
PDFファイルが出力されます。

使用上の注意
• エラーログを未取得の状態でサービスレポートを出力すると、出力が完了するまで時間が

かかります。画面表示に変化はありませんが、完了するまでしばらくお待ちください。

• 各ユニットの設定を出力する場合は、[各ユニットの設定 (任意)] にチェックマークを付け
てください。

• エラーチェック結果を出力するには、事前にエラーチェックをおこなう必要があります。

メンテナンス
サービスレポートの出力
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設定/ヘルプ
E-TUBE PROJECT for Windows V4に関する各種設定をおこないます。[設定 / ヘルプ] タブをク
リックすると、設定/ヘルプ画面が表示されます。

ユーザー情報
ユーザー情報を登録します。

1.設定/ヘルプ画面で [ユーザー情報] をクリックします。
ユーザー情報画面が表示されます。

2.各ユーザー情報を入力します。

3.[OK (ENTER)] をクリックします。
ユーザー情報が登録されます。

設定/ヘルプ
ユーザー情報
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言語設定
画面の表示言語を設定します。

接続ダイアログ表示設定
自転車と接続時に接続注意画面を表示させるかどうかの設定をおこないます。

使用上の注意
• [ユーザーログイン] は使用しません。

• 登録されたユーザー情報は、サービスレポートに適用されます。

1.設定/ヘルプ画面で [言語] をクリックします。
言語設定画面が表示されます。

2.言語を選択します。

3.[OK (ENTER)] をクリックします。
表示言語が変更されます。

設定/ヘルプ
言語設定
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レギュレーションチェック設定
自転車との接続直後、レギュレーションチェック画面を表示するかどうかの設定をおこないます。

1.設定/ヘルプ画面で [接続時のダイアログ] をクリックします。
接続ダイアログ表示設定画面が表示されます。

2.表示/非表示を選択します。

3.[OK (ENTER)] をクリックします。
設定が変更されます。

1.設定/ヘルプ画面で [レギュレーションチェックモード] をクリックします。
レギュレーションチェックモード情報画面が表示されます。

2.[オン]/[オフ] を選択します。
[オン] に設定時は自転車との接続直後、レギュレーションチェック画面を表示します。

設定/ヘルプ
レギュレーションチェック設定
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プロキシサーバー設定
プロキシサーバーの設定をおこないます。

E-TUBE PROJECT for Windows V4 の最新バ
ージョンの確認
E-TUBE PROJECT for Windows V4の最新バージョンがないか確認します。

3.[OK (ENTER)] をクリックします。
設定が変更されます。

1.設定/ヘルプ画面で [プロキシサーバー] をクリックします。
プロキシサーバー設定画面が表示されます。

2.プロキシサーバーを使用する/しないを選択します。
使用するを選択した場合は手順 3 へ、しないを選択した場合は手順 5 へ進んでください。

3.OSデフォルトの設定を使用するか、カスタムプロキシの設定を使用するか選択
します。
カスタムプロキシの設定を使用する場合は手順 4 へ、OSデフォルトの設定を使用する場合は手
順 5 へ進んでください。

4.カスタムプロキシの詳細を入力します。
サーバー名、ポート名、ユーザー名、パスワードを入力してください。

5.[OK (ENTER)] をクリックします。
設定が変更されます。

設定/ヘルプ
プロキシサーバー設定
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利用規約の確認
E-TUBE PROJECT for Windows V4の利用規約を確認します。

プリセットファイルの保存先
プリセットファイルの保存先を設定します。

1.設定/ヘルプ画面で [最新版チェック] をクリックします。
最新版確認画面が表示されます。

2.[OK (ENTER)] をクリックします。
サーバーに接続され、最新バージョンがあった場合は、ダウンロードしてアップグレードできま
す。

1.設定/ヘルプ画面で [利用規約] をクリックします。
利用規約が表示されます。

設定/ヘルプ
利用規約の確認
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ヘルプ表示
機能に関するヘルプ表示を確認することができます。マニュアルへのリンクやE-TUBE PROJECT
for Windows V4のバージョン情報の確認もおこなえます。

1.設定/ヘルプ画面で [プリセットファイルの保存先] をクリックします。
プリセットファイル保存先画面が表示されます。

2.保存先を入力します。
[参照] をクリックして、保存先を選択することもできます。

3.[OK (ENTER)] をクリックします。
保存先が設定されます。

1.設定/ヘルプ画面で各ヘルプ内容をクリックします。
選択したヘルプ表示画面が表示されます。

設定/ヘルプ
ヘルプ表示
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設定/ヘルプ
ヘルプ表示
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エラー／ワーニングコード
エラー・ワーニングコードの詳細については、下記の最新バージョンをご確認ください。

https://si.shimano.com/iER/STP0A

エラー／ワーニングコード
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このドキュメントについて
このドキュメントに記載されている内容は、将来予告なしに変更する可能性があります。
このドキュメントのいかなる部分も、株式会社シマノの書面による許諾を受けることなく、その目
的を問わず、どのような形態であっても、複製または譲渡することは禁じられています。ただしこ
れは、著作権法上のお客様の権利を制限するものではありません。
株式会社シマノは、このドキュメントに記載されている内容に関し、特許、特許申請、商標、著作
権、またはその他無体財産権を有する場合があります。別途規定のない限り、このドキュメントは
これらの特許、商標、著作権、またはその他無体財産権に関する権利をお客様に許諾するものでは
ありません。

このドキュメントについて

70



登録商標および商標について
SHIMANOは株式会社シマノの日本国およびその他の国における商標または登録商標です。

は、株式会社シマノの日本国およびその他の国における商標です。
Microsoft®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10 は米国 Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他全ての社名、商品名、サービス名等は各社が所有しています。

登録商標および商標について
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