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Introduction はじめに 

概要 

「RIDEOLOGY THE APP」はライダ
ーにとって非常に役立つツールです。

お持ちのスマートフォンをモーターサ

イクルに接続することで、モーターサ

イクルの情報、場所、走行記録を確認

したり、モーターサイクルの各種設定

を変更したりすることができます。

アプリを開くと、読み込み画面または

スプラッシュ画面が表示されます。

アプリが読み込まれると、さまざまな

機能を操作することができます。画面

下部に表示されるメニューは、以下の

機能によって構成されています。

• Vehicle Info	 車両情報

• Riding Log	 ライディングログ

• Tuning	 チューニング

• Settings	 設定

この日本語マニュアルにおいては、必

要に応じて日本語と英語を併記してい

ますが、実際のアプリ画面上において

は、全ての表記が英語となります。
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対応モデル 

スマートフォンのバージョン確認

アプリのダウンロード

Android iOS 

Android 5.0 + iOS 11 

「RIDEOLOGY THE APP」
は Androidと iOSに対応し
ていますが、少なくとも右

記以上のバージョンがイン

ストールされている必要が

あります。

お持ちのスマートフォンに

アプリをダウンロードする

には、右記のリンクにアク

セスしてください。

Android iOS 

Ninja H2 CARBON 
※2019年モデル以降対応

Ninja H2 SX SE＋ 

VERSYS 1000 SE 

「RIDEOLOGY THE APP」
は、右記のモデルで使用可能

です。

http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.khi.mce.rideologytheapp
http://itunes.apple.com/jp/app/rideology-the-app/id1375798605?mt=8
http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.khi.mce.rideologytheapp
http://itunes.apple.com/jp/app/rideology-the-app/id1375798605?mt=8
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Connection 接続 
表示情報 

スキャニング

モーターサイクルに接続する

前に、スマートフォンの

Bluetooth接続がオンになっ
ていることを確認してくださ

い。

次に「Setting」タブを選択
し、「Vehicle Pairing」を選
択します

「Vehicle Pairing」画面に
移行すると、検出された全

てのモーターサイクルが表

示されるので、ご自身のモ

ーターサイクルを選択しま

す。
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接続 

 

接続するモーターサイクル

を選択すると、「Vehicle 
Pairing」画面に移行し、モ
デル ID、モデル名、接続状
況アイコン、「Connect」
ボタンが表示されます。 
 
初めてデバイスを接続する

時は、「Connect」ボタン
を押します。 
 
このようにポップアップが

表示されます。モーターサ

イクルのメーター画面に表

示されているパスキー（コ

ード）を入力し、「Pair」
を押します。  
 
パスキーを正しく入力する

と、モーターサイクルが接

続状態となります。登録済

みのモーターサイクルを接

続する場合、2回目以降は
接続コードの入力は不要で

す。 
 
接続状態では、モデル ID
を変更することができま

す。その場合、ポップアッ

プが出るまでモデル ID部
分を長押ししてください。 
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Vehicle Information 車両情報 
情報リスト 

情報リストは、マップ上に

表示されます。  
 
 
上段に 
・ 終更新日 
・接続状況＆モデル名 
を表示します。 
 
 
それ以下の画面はスクロー

ルしてモーターサイクルの

情報が確認できます。右側

の画像が情報リストの一覧

です。  
 
 
左下の画面は、マップ操作

のために情報リストを閉じ

た状態を表しています。情

報リストを再度表示するに

は、下部のセクションをス

ワイプします。 
 
 

「Vehicle Information」画面では、ご自身のモーターサイクルに関連する情報
を知ることができます。また、ライダーとモーターサイクルの位置をマップ上

に表示することもできます。（マップ上のモーターサイクルの位置は、 後に

スマートフォンとモーターサイクルの接続が解除された位置となります。） 
注：情報は、スマートフォンをモーターサイクルに接続した後、表示されます 
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マップ操作 

マップには、3通りの異な
る表示レベルがあります。 
 

• 画面中央にライダーとモ
ーターサイクル両方の現

在地を表示するボタン。 
 

• モーターサイクルの位置
を探すためのボタン。画

面中央にモーターサイク

ルの現在地を表示し、左

の「ナビゲート」ボタン

で、ご自身からモーター

サイクルの現在地までの

ナビゲーションアプリが

開けます。 
 

• 画面中央にライダーの現
在地を表示するボタン。 
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Riding Log ライディングログ 
ライディングログリスト 

 

初めて「Riding Log」画面にアクセスする
と、新しいログを記録するまではリストは

なく、ブランクとなっています。 
 
記録を開始するには、+ボタンを押します。 
 
ログが記録されると、右下のイメージのよ

うにログリストに追加されます。 
 
ライディングログは、以下の内容が表示さ

れます 
 

• ログ名 
 

• ログ名の編集ボタン（ログリストから直
接ログ名を編集することができます） 
 

• ルートサムネイル（デフォルト画像とし
てルートマップが表示されます） 

 

• ルートサムネイルの編集ボタン（ログリ
ストから直接ルートサムネイルを編集す

ることができます） 
 

• ログ情報（モデル名、日付、時間、距離
を確認できます） 
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新しいログの記録 

ログ記録画面は次の内容で構成され

ています: 
 
・タイマー 
・距離 
・スタートボタン 
・ストップボタン 
 
新しいログを記録し、ライディング

ログリストに保存する方法は、以下

の通りです。 
 
1. 「Start Ride」ボタンを押しま
す。これでルートの記録が開始

され、 時間と距離が計測されま
す。 

 
2. 一時停止するには「Pause 

Ride」ボタンを押します。これ
により、「Stop Ride」ボタンも
有効になります。 

 
3. 一時停止した後、再開したい場
合は、「Resume Ride」ボタン
を押します。 

 
4. 記録を終了するには、「Stop 

Ride」ボタンを押します。ポッ
プアップで、Resume（再開）、
Discard（破棄）、Save（保存）
が表示されます。保存すると、

ライディングログリスト画面に

戻ります。 

1 

2 

3 

4 
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ライディング情報 

特定のライディング情報にアクセ

スするには、「Riding Log」画面
でマップをタップします。 
 
ライディング情報画面には、走行

中に記録された情報が表示されま

す。 
  
上部マップ部分には 
・Route path（経路） 
・Play route button（再生ボタン） 
・Play speed control button（再生
速度変更ボタン） 

 
下部のボタン欄には 
・Ride name（ログ名） 
・Edit Ride Name button（ログ名
編集ボタン） 
・Information cells list（情報リス
ト） 
が、それぞれ表示されます。 
 
左下の画面は、マップ操作のため

にボタン欄を閉じた状態を表して

います。ボタン欄を再度表示する

には、下部のセクションを上に引

き上げます。 
 
右下の画像は、走行中に記録され

る情報の一覧です。 
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ライドグラフ 

ライディングの詳しい情報

を見るには、リストを左に

スワイプします。「Ride 
Stats」にスワイプしても、
マップやログ名はそのまま

の位置に残ります。 
 
 
 
「Ride Stats」に表示される
各情報はオン・オフ設定が

可能で、オンにすると、そ

れぞれグラフで表示されま

す。 
 
地図上のルートを再生する

には、「Play（再生）」ボ
タンを押します。 再生され
ている間、マップ上の位置

にあわせてグラフ情報が更

新されます。 
 
乗車時間を示すスライダー

でも位置を調節できます。 
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Tuning チューニング 
基本設定項目 

「Tuning」セクションでは、
アプリ上でモーターサイクル

の各種設定を変更することが

できます。 
 
「General」タブ上では、基本
的な設定ができます。変更す

るには、該当箇所をタップし

て選択します。 
 
スイッチマークは、タップし

てオンまたはオフを切り替え

ます。 
 
 
右の画像は、「General」タブ
上で変更できる設定項目の一

覧です。 
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カワサキライディングマネジメント 

 

「Kawasaki Riding 
Management」タブ上では、
より詳細な設定ができます。 
 
 
・ファイル欄 
 
 
・設定項目リスト（スクロー

ルして確認できます） 
 
・ダウンロードボタン/送信ボ
タン 
 
ファイル欄においては、複数

の異なる設定にそれぞれファ

イル名をつけて保存できま

す。 
 
設定値を変更するには、セル

をタップして値を選択しま

す。 
 
モーターサイクルとスマート

フォンの設定を同期させるに

は、以下の 2通りの方法があ
ります。 
• Download Settings（ダウ
ンロード） 

• Send Settings（送信） 
 
下図は設定リストの一覧で

す。 



 

  15 

カワサキライディングマネジメントファイル 

 
モーターサイクルとスマートフォンの同期 
 

ファイル部分を長押しすると、編

集メニューに以下のオプションが

表示されます: 
 
「Rename（ファイル名変更）」 
・ポップアップとキーボードが表

示され、ファイル名を変更できま

す。 
 
「Copy（コピー）」 
・リストの 後にファイルのコピ

ーが作成されます。 
 
「Delete（削除）」 
・ファイルが削除されます。 

モーターサイクルとスマート

フォンの設定を同期させるに

は、以下の 2通りの方法があ
ります。 
 
「 Download Settings」ボタ
ンを押すと、アプリ内の全て

の設定をリセットし、モータ

ーサイクル側の現在の設定を

スマートフォンに取り込みま

す。 
 
「Send Settings」を押すと、
モーターサイクルがアプリ側

の設定を取り込みます。 
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Settings 設定 
設定項目 

お問い合わせフォーム 

「settings」セクションには下記
項目があります。 
 
・Vehicle Pairing（接続） 
・Terms and Conditions（規約） 
・Privacy Policy（プライバシーポ
リシー） 
・About application（アプリにつ
いて） 
・Contact（問い合わせ） 
 
「Vehicle Pairing」ボタンは、モ
ーターサイクルが接続されている

間のみ有効です。モーターサイク

ルとの接続手順は、このマニュア

ルの「Connection」の項目でご確
認いただけます。 

お問い合わせの際には、

「Contact」上で、以下の情報を
添えてメールでお問い合わせく

ださい。 
 
• お問い合わせ内容 
• 国 
• スマートフォンの機種 l 
• OS バージョン 
• アプリ名 
• アプリの バージョン 
• モーターサイクルのモデル名 
• モーターサイクルの年式 
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よくある質問 
 
【ライディングログ】 
Q.新しいモデルに乗り変えたとき、以前のモデルのライディングログファイルは失われます
か？ 
A.いいえ。異なるモデルに乗り換えても、ライディングログファイルは全て保存されたままで
す。 
 
Q. 大記録時間、 大 Pause時間はどのくらいですか？  
A.ライディングログは、 大 24時間記録できます。また、一時停止は 大 24時間継続しま
す。 
 
スマートフォンのバッテリ保護のため、バッテリ残量が 10％を切るとライディングログは
自動で終了します。 
 

Q. 大保存ファイル数はどのくらいですか？ 
A.約 2億件です。 

 
【チューニング / カワサキライディングマネジメント】 
Q.設定を変更できない場合のチェック方法 
A.設定変更できない場合、赤字で警告が表示されます。 

§ 車両が走行中の場合、まず安全な場所に停車し、その後設定が変更可能かを確認し
て下さい。 

§ メーター上にエラーが表示されている場合、設定変更できません。また、アプリ上
には赤字でエラーと示されます。 

 
【チューニング / 基本設定項目】 
Q.どうやって、スマートフォンと車両の時計を同期させますか？ 
A.スマートフォンと車両をペアリングすると、時計は自動的に同期されます。 
 
【ペアリング】 
Q.スマートフォンを追加でペアリングする場合、どのように行いますか？ 
A.以下の手順で、スマートフォンを追加して下さい。 
① 現在使用中のスマートフォンの Bluetoothを OFFにして下さい。 
（メーター上の Bluetoothアイコンが消えます） 
② 新しいスマートフォンとペアリングします。ペアリングの完了は、メーター上に

Bluetoothアイコンが表示されていることで確認できます。 
③ 新しいスマートフォンとペアリング完了後、以前に使用していたスマートフォンの

Bluetoothを ONに戻すことができます。 
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Q. 大で何台のスマートフォンを登録できますか？ 
A. 大 10台のスマートフォンを登録できます。一度にペアリングできるスマートフォンは 1
台です。 
 
Q.どうやって、ペアリングしたスマートフォンの情報を初期化しますか？ 
A.ペアリングしたスマートフォンの情報を初期化するには、以下の方法を実施して下さい。 
① “Setting”タブを開き、”Vehicle Pairing”をタップして”Nearby Motorcycles”画面を表示し
てください。 

② 現在ペアリングしている車両を選択して下さい。 
③ “Clear Devices”をタップして下さい。 
④ メーター上の Bluetoothアイコンが消えたことを確認して下さい。 
⑤ スマートフォンの設定画面を開き、車両情報を削除して下さい（iPhoneの場
合、”Setting” → “Bluetooth” → ”このデバイスの登録を解除”をタップ） 

⑥ 再度ペアリングする場合、メーターのメニューから Bluetooth画面へ移動し、
Bluetoothを ONにして下さい。 

⑦ アプリを再起動し、メーター上の Pass Keyをアプリへ記入して下さい。 
 
※車両を売却または譲渡する場合、必ずスマートフォンの情報を初期化してください。 

 
▼ペアリングできない場合 
以下の原因が考えられます。 
§ スマートフォンの Bluetoothが OFFになっている場合。Bluetoothが ONになっている
かを確認して下さい。 

§ 車両の Bluetoothが OFFになっている場合。メーターのメニュー画面で、Bluetoothが
ONになっていることを確認して下さい。 

§ 既に 10台のスマートフォンがペアリングされている場合。この場合、アプリのペアリ
ング画面にて”Clear Device”を使用し、スマートフォンの情報をリセットしてくださ
い。 

 
▼メーター上に Bluetoothアイコンが表示されているにもかかわらず、 
アプリがペアリング状態を認識しない場合 
以下の原因が考えられます。 
§ メーターのメニュー画面で、Bluetoothの設定を一旦 OFFし、数秒待ってから ONに戻
してください。 

§ 接続が回復しない場合、アプリのペアリング画面から”Clear Device”を実行してくださ
い。スマートフォン内の設定もリセットしてください。その後、再度接続してくださ

い。 
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【設定】 
Q.RIDEOLOGY THE APPから、その他のアプリにアクセスすることはありますか？ 
A.はい。 

”Vehicle Info”画面のナビ機能を利用するために、ナビアプリが必要です。 
”Setting”タブの Contact画面からメールを送信するために、メールアプリが必要です。 
“Privacy Policy”画面を開くために、インターネットブラウザアプリが必要です。 

 
【その他】 
Q.もしも車両が盗難にあったとき、アプリは車両を追いかけるための GPS追跡機として機能
しますか？ 
A.いいえ。 

Bluetooth接続は極めて近距離でのみ機能します。そのため、車両とスマートフォンが数
メートル以上離れると接続が解除され、追跡は不可能になります。  
※このアプリは、盗難防止または盗難車両を発見するアプリではありません。 

 


