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楽しい会話も景色も
一緒に残しておける

セナで広がる。
セナで繋がる。
入っているから信頼性もバツグン
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旅の記録はドラマのように
残して一緒に観てみよう！
10

BikeJIN

21

2016/08/25 17:15

150-153.indd 150-151

151

バイクから眺めた景色をそのままに
会話と一緒に残せる10Cと
ヘルメットの外側から見えない10Uで
ツーリングをもっと楽しもう！
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10C

価格：5 万 3784 円
同時通話：4 人
通信距離：最大 1.6 ㎞

これが実際に使ってみた画像！ クリアでダイナ
ミックな映りに感激した。機能満載だけど本体は
軽く、驚くほどコンパクト。マイクロSDを取出
せば、タブレットなどを使ってその場で画像が確
認できるのだ。休憩時間も大盛り上がり！
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責了
すべてのph、分解実画像データに 要サシカエ
すべてのph、分解実画像データに 要サシカエ
責了

走っている姿も
景色もバッチリ！
私の声も入って
後で見るのが楽しみ！

録画スタートはトップのボタンを押すだけ。さら
にカメラ機能も付いて、静止画だってお手のモノ。
ヘルメットだけ持って海辺に行けば、カメラやス
マホを持っていなくても、撮影ができちゃいま
す！ 位置調整もレンズを回すだけとカンタン！

ワインディングを走ると
何も着けてないよう
さて︑今回の私の旅の相棒にな
ってくれたのは︑仕事仲間のアイ
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か︒うん︑じゃあもっと遠くまで
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︒な
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ンターコムを付けてもらった︒
彼女が選んだのは﹁
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︒ヘルメット
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それだけ︒フルフェイスだったら︑
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いというスッキリデザインだ︒
じゃ︑どうやって端末を操作す
に取付けるリモコンが付いてくる︒

るの？ と思うなかれ︒ハンドル
このハンドルバーリモコンも︑

どんなバイクにも合うようなシン
プルなデザインが特徴で︑操作用
にはジョイスティックとボタンを
備えている︒もちろんグローブの
ままでも使い勝手は上々で︑手の
小さなMちゃんでも操作がカンタ
ン︒だから︑装着してすぐにスイ
スイと使いこなしていた︒
今回の旅では︑せっかく緑のキ
インディングにも誘ったんだけど︑

レイな千葉に来たんだから︑とワ
右へ左へと切り返すようなコーナ

ヘルメットの姿はそのままに
スマートに使えるインターコム
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まるでなんにも着けていない感じ、だけど実
際にはヘルメットの中で「そうそう、そこ曲
がって！」
「ココですか？」なんて

ーでも︑クラッチ操作を邪魔しな
いこのハンドルバーリモコンのコ
ンパクト設計には驚いたんだとか︒
むしろ︑手元に操作系が固まって
いるほうが︑ハンドルから手を離
さなくてもいいから安心だったみ
︑特殊なデ
U﹂

ハンドルバーリモコン。10U には同梱。
別売りで販売されているけれど、他のセナ
製品で20S、10S、10Cがペアリング可能
マイクのほうでは音量などの操作が可能。
ボタンも少し大きめに設計されていて、コ
チラもグローブしたまま操作しやすい

外側からじゃ
見えないんだね！
そうです！
シンプルでしょ？
SHOEI
GT-Air 用
SHOEI
NEOTEC 用
Arai
フルフェースヘルメット用

たい︒意外な利点アリって感じ？
ただしこの﹁

ザインだけにどのヘルメットにも
フィッティングできるワケじゃな

SHOEI J-Cruise用
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いから気を付けて！ 適応機種は

価格：4 万 2984 円 同時通話：4 人
通信距離：最大 1.6 ㎞
※ ハンドルバーリモコンを
含む

10

セナのホームページで確認を︒
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セナ公式サイトに登録して
最新情報を入手しよう！

ファームウェアのアップデートで、バージ
ョンアップできるから、マメにチェックし
ておきたいのが公式のウェブサイト。新製
品のチェックも大切だけど、お持ちのイン
ターコム情報の収集もお忘れなく！ セナ
正規店から購入された方は、製品本体に記
載されている番号で登録でき、最新情報を
収集できる

