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“進化する”ことも
セナ製品の機能のひとつ

﹁話す﹂
﹁聴く﹂
﹁知る﹂
﹁録る﹂
﹁撮

る﹂と︑バイクライフの中で幅広

い使い方ができるセナのインター

コム︒初めて手にした時点で︑セ

ナ製品にはたくさんの機能が詰め

セナで広がる。
セナで繋がる。

SENA
Motorcycle life with Intercom
多機能ぶりが評判のセナ・インターコム
その便利な機能と使い勝手は
ファームウェアのアップデートで
常に進化させることができるのだ！
写真／廣瀬友春 文／八百山ゆーすけ
問：インターソリューションマーケティング
TEL03-5795-2685
http://senabluetooth.jp/
取材協力／ヤマハ発動機 70120-090819
http://www.yamaha-motor.co.jp/

日常もツーリングも
使ってます！

バッテリーの充電
以外でUSBポートを
使ってない？
セナ製品には必ず
付いているマイク
ロ USB 端 子。 こ
のポートは単に充
電のためだけでな
く、ファームウェ
アのアップデート
にも使用する

!!

!?

設定方法をPCで確認

ダウンロードのページも用意

インターコムの設定ガイドの動画やテ
キストが一覧できる。機種ごとにペー
ジが分かれているため、必要な情報を
素早く調べることができる

最新のユーザーガイド（取扱説明書）
や修理依頼書などがダウンロードでき
るほか、ファームウェアのアップデー
トページへのリンクもある

1

2

3 登録製品
登録製品の一覧で
は、シリアル番号
と購入日、購入先
を表示。また、機
種ごとにワンタッ
チで問合せができ
るボタンもあって
とても便利だ

責了

グレードしてますか？

2 機種別メニュー
セナ全製品のボタ
ンが並び、サイト
に登録してある製
品は色が濃く、未
登録の製品は薄い
グレーになってい
て、一目で手持ち
の製品がわかる

込まれているが︑実はもう一つ︑

頻繁に更新される
各モデルのファー
ムウェアのリリー
スや機能の追加、
さらに新製品の発
売といった最新情
報を逐一掲載して
いる「おしらせ」

〝進化する〟という機能も与えら

1 最新情報

インターコムの頭脳ともいえる

製品を登録で、使い方の情報調べが簡単
になる。登録はシリアル番号とブルート
ゥースIDが必要で、これらは本体のラ
ベル上に、またパッケージ箱に記載

れている︒

ジョグダイヤル倶楽部
活用ガイド

プログラム﹁ファームウェア﹂は︑

本体裏のシリアル番号で登録

その製品がデビューしてからも︑

セナのインターコムを使 うなら絶対オススメ

製品別メニューは、
もちろんセナの全
製品に対応。SM
H10から最新の10
Sまで、さらには
インターコムカメ
ラも含め、すべて
のユーザーが活用
することができる

メーカーで改良と開発の作業が続

ジョグダイヤル倶楽部とは

ユーザーを対象にした会員制サポートページ
アナタに今必要な情報がすぐに見つかる！

SENAの
インターコムすべてに
対応したサイト

けられている︒プログラムのバグ

アナタのインターコム アップ

︵誤り︶を修正︑新しい機能の追

加だ︒新しいファームウェアは︑

セナのホームページで公開され︑

手持ちのセナ製品に入っているフ

ァームウェアを書きかえることで︑

常に最新のインターコムにアップ

例えば︑購入したばかりのセナ

デートできる︒

製品は英語のガイドになっていた

20

が︑最新版は日本語の音声ガイド

に更新されている︒また︑ Sで

あれば︑リモコンへの対応︑デュ

アルA2DP機能の追加など︑デ

ビューから 年で︑さまざまな機

能が追加されている︒

新しいファームウェア情報は︑

パソコン上のセナ公式ホームペー

ードした専用ソフトを使ってアッ

ジ最新情報から得たり︑ダウンロ

プグレードすることから分かる︒

特にセナユーザーだけの会員制ペ

ージ﹁ジョグダイヤル倶楽部﹂に

登録しておけば︑手持ちのセナ製

品の情報に素早くアクセスできる︒

説した数多くの動画は︑とても分

また︑インターコムの使い方を解

かりやすいとユーザーの間で定評

このように︑セナのホームペー

がある︒

ジは︑これからユーザーになろう

という人に向けてはもちろん︑今

ては︑インターコムを使いこなす

製品を持っているユーザーにとっ

ための情報源として︑活用できる

ものとなっている︒

2

すべてのph、分解実画像データに 要サシカエ

セナのホームページで
使い方を紹介!!
3

アップデートや
イベント情報

3

新製品や最新版のファー
ムウェアのリリース、解
説動画の公開、展示会へ
の出展情報など、セナの
最新情報がわかる「お知
らせ」ブロック

2

1

使い方動画

ジョグダイヤル倶楽部

各製品の使い方を動
画で紹介。インター
コム同士やスマホと
の接続方法などを知
るのに便利だ。セナ
のYouTubeチャンネ
ルを要チェック！

セナユーザーのため
の会員制ページ。手
持ちの製品を登録し
て管理できるほか、
一足早い製品情報の
提供などの限定特典
がある。登録は無料
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最新のファームウェアにすれば
より使いやすくなる！

ファームウェア更新にも使う
充電用のマイクロUSB端子

常に更新されて続けているセナ

製品のためのファームウェア︒手

持ちのインターコムを最新で︑使

いやすいものにするには︑逐一新

しいファームウェアに更新してお

くことをおすすめしたい︒

更新はパソコンにセナが提供す

る専用ソフトをインストールし︑

パソコンとインターコムをUSB

ケーブルで接続して行う︒作業は

で︑新しいファームウェアのダウ

ソフトの指示に従って進めるだけ

ンロードからインターコム側の書

セナ製品のマイクロUSB端子

き換えまで簡単に進められる︒

ュアルA2DP」に対応するなど、アップデー
トで新しい機能が追加可能となった。また、
2016 年夏には FM ラジオ対応のモデルで、
受信できる周波数帯域を拡張するなどアップ
デートのたびに便利に、そして使いやすくな
っている

［ 20Sと10Sの場合 ］

SENA
Bluetooth
Device
Manager

アップデートすれば
ハンドルバーリモコンにも
対応できる！

20S アップグレード歴
2014年
9月
11月

オーディオブースト機能を追加
日本語音声案内

2015年
4月
8月

リモートコントローラーも対応を開始
スマートボリュームコントロール機能を追加
（周囲の環境音、
ノイズに合わせて
12月 音量を調整する機能）
デュアルA2DP機能を追加
（最大2台までののA2DPを同時に接続）

2016年
6月

GPS専用ペアリングがA2DPに対応

9月

日本仕様のFMラジオ帯域を
76.0〜95.0MHzに変更

対応機種：iOS、Android
価格：無料

2016年

インターコムの使
い方に困ったらア
プリの「ユーザー
ズガイド」をタッ
プ。取扱説明書
（英
語）が読める

はファームウェア更新と充電のた

ファームウェアを「セナブルートゥースデバ
イスマネージャー」のPCソフトを使い、進
化できるセナのインターコム。例えば 20S
では、後から登場したハンドルバーリモコン
に対応したり、音楽プレーヤーやA2DP方式
のナビといった2つのA2DP機器を使える
「デ

10C アップグレード歴

ユーザーズガイド

責了

アップデートをすると何が変わるの？

SENA UTILTY

グループインターコム
グループインター
コムの設定はアプ
リから。メンバー
を登録してリスト
を作り、インター
コムに送信する

めだ︒セナのホームページを見れ

インターコムの各
種機能も設定でき
る。特にスピード
ダイヤルやFMラ
ジオの周波数入力
にはとても便利だ

ばファームウェアの更新は︑セナ

インターコムの機能やグループインタ
ーコムの設定ができるアプリが「セナ
・ユーティリティ」
。画面を見ながら
操作できるのが便利。このアプリも随
時最新バージョンが公開されていて、
アップデートをお忘れなく

インターコムの設定

のホームページ上︑またはジョグ

スマホ用アプリ
（日本語）
も
使い方をチェックできる

ダイヤル倶楽部へ登録しているユ

ソフトを使えば、イ
ンターコム内のさま
ざまな機能の設定が
できる。特にSpeed
ダイヤルやFMラジ
オ周波数の数字の入
力にはとても便利だ

ーザーにメールで随時アナウンス

PCからも
設定可能！

ファームウェアの更新
は、パソコンにインタ
ーコムを接続し、
「デ
バイス認識」を押せば
自動的にソフトが機器
を識別。更新が必要で
あれば、ソフトの指示
通りに作業すればいい

されてくる︒充電の時などにチェ

あとはアップデートを
画面上の案内通りに
進めるだけだ

ックすれば︑手持ちのインターコ

価格：2 万 9592 円（ソロ）
ラインナップ中でスタンダートモデルに位
5 万 7024 円（ペア）
置付けられる。最大4人との同時会話や、
同時通話：4 人
デュアルA2DPといった機能も搭載する
通信距離：最大 1.6 ㎞

ムを常に最新状態にできるのだ︒

10S

専用ソフトを起動したパソコンと
インターコムをUSBケーブルでつなぐ

USB接続

セナブルートゥース
デバイスマネージャーを
起動

パソコンソフト「Sena Bluetooth
Device Managerソフトウェア」を
使えば、セナ製品のファームウェア
の更新や復元ができるほか、インタ
ーコムの機能の設定といったことも
できる。ファームウェアは頻繁に更
新されることもあり、セナ製品のユ
ーザーであれば、このソフトをパソ
コンに入れて活用したいものだ
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7月

20S
価格：3 万 6072 円（ソロ）6 万 9984 円（ペア）
同時通話：8 人 通信距離：最大 2 ㎞

セナ・インターコムの最高
峰モデル。2個のブルート
ゥースモジュールを搭載し、
グループインターコムで最
大8人との通話も可能だ

ループ録画で
長時間の撮影も
取り逃さない！

ループ録画機能の追加
ビデオタギング録画の録画感覚設定
（1、
3、
5分）
グループインターコム機能を追加
デュアルA2DP機能を追加
（2台目の電話ペアリング時、
HFP、
A2DP両方にペアリング可能）
HDインターコム機能を追加
日本仕様のFMラジオ帯域を
76.0〜95.0MHzに変更

10C
価格：5 万 3784 円
同時通話：4 人
通信距離：最大 1.6 ㎞

アクションカムと一体になったイ
ンターコム。フルHD画質の動画
にインターコムを通じた会話の声
などを録音できる
※スマホのアプリでファームウェアのアップデートはできません
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