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Bluetooth無線でライダーの声をやりとりしているセナのインター
コム。ただ、この無線を使うがゆえに必要な煩わしい操作や、通信距
離、通話人数の制限があった。そこに登場してきたのがメッシュネッ
トワークやインターネットといった、新しい通話スタイルだ。

三つの通話スタイルで、もっと自由に繋がる

マルチウェイインターコム

グループインターコム

ユニバーサルインターコム（他社インターコムと接続）

2～4人でツーリング（SRL、30K、20S、10シリーズ、5シリーズ、3シリーズ）

5～8人でグループ移動（SRL、30K、20S）

モバイルデータ通信で遠方同士で会話を楽しむ
（SRL、20S、10シリーズ、5シリーズ、3シリーズ）

メッシュネットワークで団体移動もラクラク（30K）

インターコム同士を繋ぐ方法を選択できる！

ネットワーク使いこなし術

リモコンは目立たない場所に設置できる（RC1、RC3）

コンパクトにウェアに収納できる（RC3）

10Cでカメラ撮影も行える（RC4）

インターコム操作のスマート化もできる

Bluetoothで繋がる

RideConnectedアプリ

モバイルデータ通信で繋がる

メッシュネットワークで繋がる
（SENA独自の、メッシュ通信規格）
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●製品一覧（カメラ・周辺機器アダプター・リモコン・x1）

SENA PRODUCTS LINEUP SENA PRODUCTS LINEUP

ユニバーサル型
（オープン向き／フルフェース向き）
シングル 価格 33,400円（税別）
デュアル 価格 64,800円（税別）

ユニバーサル型
（オープン向き／フルフェース向き）
シングル 価格 39,400円（税別）
デュアル 価格 75,800円（税別）

シングル 価格 49,800円（税別） シングル 価格 39,800円（税別）
※SHOEI GT-Air専用、SHOEI NEOTEC専用、
J-Cruise専用、Arai Full-face専用の4モデル

（ハンドルバーリモコン付）

インターコムカメラ内蔵

シングル 価格 26,400円（税別）独立型イヤーマフセット      価格 49,800円（税別）
ヘルメット取り付け型イヤーマフセット 価格 49,800円（税別）

 

ユニバーサルパッケージ
（ブーム型マイク、ケーブル型マイク同梱）

シングル 価格 16,400円（税別）
デュアル 価格 30,800円（税別）

シングル 価格 27,400円（税別）
デュアル 価格 52,800円（税別）

ユニバーサルパッケージ
（ブーム型マイク、ケーブル型マイク同梱）

シングル 価格 18,800円（税別）

ブーム型マイク（3S-B） ケーブル型マイク（3S-W）
シングル 価格 12,400円（税別） シングル 価格 13,400円（税別） 

価格 23,100円（税別） 



シングル 価格 49,800円（税別）
シングル 価格 19,800円（税別）

インターコムカメラ内蔵





特定ヘルメット専用※



シングル 価格 33,400円（税別）

SHOEI NEOTEC II 専用Bluetoothインターコム





 



汎用

30

モーターサイクル

16人通話可能（同時）

20 8人通話可能（同時）

SRL 8人通話可能（同時）

10 4人通話可能（同時）

5 4人通話可能（切替）

3 2人通話可能

ヘッドセット &インターコムカメラ

（ご注意）  ※ 上記内容は、2018年3月1日現在の内容になります。  ※ 製品仕様・価格は、断りなく変更される場合がございます。  

ヘッドセット &インターコム





製品ラインアップ ※ 最新情報は、セナ・ブルートゥースジャパン公式ウェブサイトを参照ください。 製品ラインアップ ※ 最新情報は、セナ・ブルートゥースジャパン公式ウェブサイトを参照ください。

NEW

アダプター

バイシクル＆アウトドア

ヘッドセット &インターコム

アプリケーション

周辺機器

リモート
コントローラー



NEW



NEW


NEW

NEW



NEW

防水ハウジングなし 価格 14,400円（税別）
防水ハウジングあり 価格 18,800円（税別）

SRL,30K,20S,10S,10C,10U用
価格 15,400円（税別）

SRL,30K,20S,10S,10C,10U用
価格 15,400円（税別）

SRL,30K,20S,10S,10C,10U用
価格 8,400円（税別） SRL,30K,20S,10S,10C,10U用

価格 15,400円（税別）

価格 19,200円（税別）価格 25,200円（税別）価格 29,200円（税別）



ハンドルバーリモコン リストバンドリモコン



Honda GoldWing®, Harley Davidson® 無線機コンバーター タンデム用シェアアダプター GoPro®用インターコムカメラアダプター 

34

NEW

NEW

SENA 30K Utilityアプリ #RIDECONNECTEDアプリSENAアプリ

# R I D E C O N N E C T E D

（SHOEI推奨）
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●SRL

SRLSRL

マイク

スピーカー Bluetoothモジュール

操作ボタン

Bluetooth

ver4.1 10H 8人 8人
マルチウェイ通話 グループ通話

別売

1600m

連続通話時間 最大通話距離 Bluetooth インターコム FMラジオ

オーディオ
マルチタスク

ユニバーサル
インターコム

ミュージック
シェアリング SENAアプリ RideConnected

アプリ リモコン

SHOEI NEOTEC II専用Bluetoothインターコム
SHOEI NEOTEC IIのために設計された、スマートで綺麗に収まるBluetoothインターコム。
最大8人とのインターコム通信、音楽を聴く、GPSナビやレーダーもあなたの耳へ届く。

最適な進化
SHOEI NEOTEC II 専用デザイン

SenaとSHOEIがコラボした  SRL、SHOEI NEOTEC II の

ためだけに作りました。この美しいヘルメットの外観を引

き立たせるように、インカム の外見が目立たず、さりげな

く。3つのボタンで簡単に操作が可能です。

コミュニケーション技術はSenaにお任せください 
もっとシンプルにつながります

Bluetoothチップを2基搭載、  SRL同士で最大8人のインター

コム会話が可能です。オーディオマルチタスク機能搭載、会

話中にも音楽も途切れることがなくバックグラウンドで聞

こえてきます。この機能により音楽を聴いている途中にイ

ンターコム仲間からの声が入ると、自然に音楽の音量が

フェードし、会話を妨げることがありません。会話が終了す

ると、自動的に音楽の音量は元に戻ります。SRLとスマート

フォンとをペアリングすれば、ツーリング仲間との連絡、安

全確認を取りつつ、音楽、GPS案内を自由に聞きながらライ

ドを楽しむことができます。

いろいろな機能を詰め込みました

SRLの楽しい機能で、一段と楽しいバイクライドを楽しみま

しょう。

あらゆるメーカーのインターコムとつながるユニバーサル

インターコム機能、ワンタップで仲間とつながるグループイ

ンターコム機能に加え、 クリアなオーディオをタンデマー

とシェアするミュージックシェアリング機能、また走行中の

ノイズの大きさに合わせ、聞こえやすいように音量が自動的

に変化するスマートボリューム機能も搭載です。FMラジオ

チューナーも簡単ボタン操作で、ラジオ局をスキャンし、聞

くことができます。

最新情報はこちら

（備考）
※ SHOEI NEOTECIIヘルメットに、SRLは付属されていません。
※ SHOEI NEOTEC II専用コミュニケーションシステム SRLの販売、サービス、および技術サポートは、セナブルートゥース ジャパン（SENA）によって行われます。

シングル 価格 33,400円（税別）

NEOTEC II のためだけに、
SENAとSHOEIがコラボ

（SHOEI推奨）

SHOEI NEOTEC Ⅱ 専用デザインのインカムで、
気分を上げて走ろう
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●30K

30K30K

SENA独自の技術、SENAメッシュインターコム
より運転に集中するためのワンタッチ接続、直感的
な操作が可能に 

Sena Mesh Intercom™技術が

とうとう登場、これからのバ

イクライフを変えてゆきま

す。30Kの上部にあるボタンを

タップすると公開モード

(Public Mode)が起動、あっと

いうまに、数キロ範囲内の30K仲間と、人数制限なくみんな

と繋がります。本技術のおかげで、インターコム通話がより

安定、きれにくくなりました。通信中、ライダーの一人が圏外

になっても、他の仲間と途切れることなく通信を続け、さら

に外れた仲間が圏内に戻ってきたときは、自動的にグループ

内に復帰します。以前のインターコム通話の様に、一人が抜

けたために、グループ会話が半分に分かれてしまうというこ

とはもはやありません。

プライベートモード(Private Mode)を使用すると、2km範囲

内で最大16人の仲間とつながります。そして会話を聞くだけ

の「ゲスト」であれば、そのグループ内に人数無制限で参加可

能です。さらに、5人以上での接続であれば、約8kmの距離で

の長距離通信が実現します。

メッシュネットワークとBluetooth4.1技術を両方つなぐこ

とにより、いままでのインターコム仲間とも、スマホやナ

ビ、レーダー機器とも同時につながります。大人数でツーリ

ング中や、待ち合わせ時間に間に合わない時は、Senaアプ

リ、RideConnectedの出番です。このアプリはモバイルデー

タ通信を使い、携帯電波が届くところであれば、仲間とどこ

にいても、おしゃべりをしながら走行ができるようになり

ます。

もうだれも「仲間外れ」にはしません。

Senaメッシュネットワーク

通信システムは、Bluetooth通

信と同時に通信しながら、さ

らに多くの仲間をグループ

通話に招待できます。その秘

密は、別々の通信規格を使用

するためのデュアルアンテナと、2つの独立したプロセッ

サー、Bluetooth用プロセッサーとメッシュインターコム用

プロセッサーです。30Kはこの二つを同時に駆動し、30K同

士とも、また Bluetoothヘッドセット（3台まで）とも、おしゃ

べりが「繋がる」ようになります。

Senaと一緒に時代を先取りし続けましょう。

30K には20分間の充電だけで、約5時間の Bluetoothイン

ターコム、または3時間のメッシュインターコムが可能とな

るクイック充電機能に対応しています。革新的なデュアル

アンテナを採用することにより、30KはBluetoothとメッ

シュインターコム機能を同時に使用できます。走行中グ

リップから手を離すことなく、ボイスコマンドにより各種

操作を行うことができます。セナ伝統の簡単操作ボタンに

より、直感的な操作で音楽、電話、インターコム機能を自由

自在に操ります。30Kはハンドルバーリモート（別売り）に対

応し、また 20Sアクセサリーとの互換性があります。

ライダーは運転に集中し、「マルチタスク」は30K
に任せましょう。

30Kオーディオマルチタスク

技術（※）は、Bluetoothオー

ディオ通信と適応型メッシュ

ネットワーク通信とを同時に

行います。スマホの音楽プレーヤー、または GPSナビの音声

案内がお互いをさえぎることなくMeshインターコム通信

中にも同時に聞こえてきます。従来の割り込み型の音声優

先順位に悩まされる必要はありません。全てのオーディオ

音源が綺麗に織り合わされ、あなたの耳元にここちよく届

きます。

※ 30KのオーディオマルチタスクはMeshインターコム通信時に動作し
ますが、Bluetoothインターコム通信中は動作しません。

78

最新情報はこちら

Bluetooth

ver4.1 8H
メッシュインターコム時

13H
Bluetooth インターコム時

2000m
無制限

メッシュインターコム時
公開モード

16人 4人 4人

30K専用

プライベートモード マルチウェイ通話 グループ通話

別売

2000m
Bluetooth インターコム時

連続通話時間 最大通話距離 メッシュインターコム Bluetooth インターコム

FMラジオ オーディオ
マルチタスク

ユニバーサル
インターコム

ミュージック
シェアリング SENAアプリ RideConnected

アプリ リモコン

ユニバーサル型（オープン向き／フルフェース向き）
シングル 価格 39,400円（税別）
デュアル 価格 75,800円（税別）

スピーカー

外付けブームマイク

ケーブルマイク

イヤホンジャック

アンビエントボタン

MP3ジャック

クイックリリースボタン

フォンボタン

ジョグダイヤル

ステータス表示LED

メッシュインターコムボタン

メッシュインターコム用アンテナ

SENA 30Kと始める
次世代インターコムコミュニケーション

SENA独自の技術、SENAメッシュインターコム
より運転に集中するためのワンタッチ接続、直感的な操作が可能に
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20S

10 9

20S

ステータス表示LED

ブームマイク

イヤホンジャック

フォンボタン

充電＆ファームウェア
アップグレード用USBポート

スピーカー

MP3ジャック

ジョグダイヤル

別売

Bluetooth

ver4.1 13H 2000m 8人9人 8人 8人

連続通話時間 最大通話距離 フレンド登録 同時通話マルチウェイ 同時通話
グループ

アプリ同時通話
グループ

FMラジオ オーディオ
マルチタスク

ユニバーサル
インターコム

ミュージック
シェアリング SENAアプリ RideConnected

アプリ リモコン

Bluetoothデュアルモジュールシステムを採用、
SENAフラッグシップモデルの地位を獲得。圧倒的人気モデル

オーディオマルチタスク機能

インカム通話中、FMラジオ、スマホからの音源（A2DP）が

フェードした背景音として耳元に届きます。一般の

Bluetoothインターコムのように、一方が片方に割り込んだ

りすることはありません。

インカムを停止することなく、ナビ（A2DP対応）、また音楽

などが同時に、より自然な感覚で聴こえるようになりまし

た。

インターコム

本製品の長所の一つ、 最大8人で行う同時会話機能です。 ス

マホアプリを使って、インターコム会話グループを作成、ボ

タンワンタッチで、8人全員につながります。 

HDのクリアな音質を実現した20Sインカム通話品質は、業

界最高レベルです。 また、他社とインターコムとの会話も可

能です（ユニバーサルインターコム機能）。

HD品質オーディオ

20Sオーディオシステムを

再構築することにより、さ

らにクリアで、自然な音質

が実現しました。 また、バ

イク走行中ノイズ環境で

あっても、明瞭に聞こえる

ように、オーディオブーストシステムを採用、メディア、イ

ンターコムの音質がアップしました。

走行中もっとシンプルに、かつ早く機器操作ができるよう直

感的なボイス操作機能を実装しました。

20SペアリングにNFC（近距離通信）技術を用いました。

ユニバーサルインターコム機能

多くのインターコム機器とも互換性があります。シンプル

なペアリング設定およびシームレスに他機器との通信が可

能となり、互換性に関する不安を解消します。

進化につぐ進化
スリムなボディへ進化

20S空気力学を適用したエ

アロダイナミックデザイ

ンです。

従来モデルで大きく評価

されたジョグダイヤルを

残しながらも、大きなデザイン進化を遂げました。このジョ

グダイヤル操作だけで、音量調節のみならず、ほぼ全ての操

作が走行中に可能となります。スリムで美しいデザインかつ

簡単です。すばやい操作が実現しました。

より早いペアリングへ進化

HD品質オーディオに加え、新機能となるアドバンスノイズ

削減機能を搭載しました。

ノイズ削減機能進化

最新情報はこちら

20Sは業界初のデュアルモジュールBluetoothシステムを搭載。
使い勝手、機能性、パフォーマンス、信頼性、全てが向上、

より速く、より多くのタスクを同時にこなす。

ユニバーサル型（オープン向き／フルフェース向き）
シングル 価格 33,400円（税別）
デュアル 価格 64,800円（税別）

未来の一歩先を走る
SENA独自の最先端機能が満載





A4（210mm×297mm）
■セナ・インターコム「セナで広がる。セナでつながる。」小冊子

●10S

10S

12

10S

11

ブームマイク

電源チャージ＆USBポート

イヤホン用ポート

ステータス表示LED

スピーカー

MP3ポート

ケーブルマイク

ジョグダイヤル

フォンボタン

別売

Bluetooth

ver4.1 12H 1600m 4人3人 4人 ー

ー

連続通話時間 最大通話距離 フレンド登録 同時通話マルチウェイ 同時通話
グループ

アプリ同時通話
グループ

FMラジオ オーディオ
マルチタスク

ユニバーサル
インターコム

ミュージック
シェアリング SENAアプリ RideConnected

アプリ リモコン

いつもみんなとつながっている
「Bluetooth4.1」、「グループインターコム」、
「ユニバーサルインターコム」

SENAインターコムファミリーの先駆者となり、世界中や日

本のあらゆる路上でその価値を実証してきた、 SMH10の

後継モデル。前モデルよりもぐっとスリムに、そしてHDオー

ディオ品質の音声と、最長1.6km通信距離を実現しました。

ボタンをタップするだけで、みんなとつながるグループイン

ターコム機能も搭載しました。もちろんあらゆるインターコ

ムとつながるユニバーサルインターコム機能にも対応して

います。

これが「SENAサウンド」ー 聴いてみてください
HDオーディオサウンドと
アドバンスノイズコントロール機能

10Sのサウンドクオリ

ティーは感動レベル

です。HDオーディオ

システムの音声は、ノ

イズが大きな環境で

も相手の声が明瞭に

聞こえます。

SENAアプリと連動、
様々なシチュエーションに対応してつながる

スマートフォンやiPhoneで

10Sのアプリを使え 、どん

な時にも、あっという間に

設定変更が可能。クイック

ガイド（英文）の参照などが

スマホのタップ操作によ

り、簡単になりました。10Sは2つのスマホと同時にペアリン

グできます。

また、セナ独自のアドバンスノイズコントロール機能によ

り、外部のノイズや風切り音で通話相手の声がかき消され

るのを防ぎます。Bluetooth4.1テクノロジー、さらに進化を

遂げたスピーカーとオーディオ後術により、なめらか、かつ

メリハリのきいた音があなたの耳に届きます。

最新情報はこちら

SMH1010S

シングル 価格 27,400円（税別）
デュアル 価格 52,800円（税別）

SENAスタンダードモデル
なじみの操作感、安心性能が、パワーアップして帰ってきた





A4（210mm×297mm）
■セナ・インターコム「セナで広がる。セナでつながる。」小冊子

●10U

10U

14

10U

13

通話マイク

アンテナ

バッテリー

充電＆ファームウェア
アップグレード用ポート

スナップホルダー

スピーカー

操作ボタン

同梱

Bluetooth

ver4.1 10H 1600m 4人3人 4人 ー

ー

連続通話時間 最大通話距離 フレンド登録 同時通話マルチウェイ 同時通話
グループ

アプリ同時通話
グループ

FMラジオ オーディオ
マルチタスク

ユニバーサル
インターコム

ミュージック
シェアリング SENAアプリ RideConnected

アプリ リモコン

SENA 10Uは、SHOEIの特定ヘルメット、
Araiフルフェースヘルメット用に

インカムが綺麗に収まるようカスタム設計されたモデルです。

SHOEI NEOTEC専用

SHOEI J-Cruise専用従来のインカムのようにヘルメットについたボタンを押し

て操作する必要はなく、ハンドルバーにとりつけた

Bluetoothリモコンにより、ハンドルを握ったまま指先での

インカムの操作ができます。他にもミュージックシェア機

能、FMチューナー内蔵、10時間連続通話、そして、SENAス

マホアプリ（Android/iPhone）などの、ツーリングをより一

層快適に楽しむための機能が盛り沢山です。

最新情報はこちら

すべてのパッケージにハンドル
バーリモコンを同梱しています。

※ SHOEI GT-Air専用

操作ボタン

操作ボタン

スピーカー

スピーカー

スピーカー

スナップホルダー

スナップホルダー

バッテリー

充電ポート及びファームウェア
アップグレード用ポート

通話マイク

通話マイク

充電ポート及びファームウェア
アップグレード用ポート

通話マイク

アンテナ

アンテナ

操作ボタン

バッテリー

アンテナ

Arai Full-Face専用

バッテリー

充電ポート及びファームウェア
アップグレード用ポート

シングル 価格 39,800円（税別）

外から見えないインターコム
ヘルメット内蔵型の次世代インターコム


特定ヘルメット専用

SHOEI GT-Air専用 , NEOTEC専用 , J-Cruise専用 , Arai Full-Face専用の4モデル



A4（210mm×297mm）
■セナ・インターコム「セナで広がる。セナでつながる。」小冊子

●10C

10C

16

10C

15

ブームマイク

ケーブルマイク

充電＆ファームウェア
アップグレード用ポート

スピーカー

ステータス表示LED

レンズ

ジョグダイヤル

カメラボタン

フォンボタン

別売

Bluetooth

ver4.1 17H 1600m 4人3人 4人 ー

ー

連続通話時間 最大通話距離 フレンド登録

2H

連続
録画時間

同時通話
マルチウェイ

同時通話
グループ

アプリ同時通話
グループ

FMラジオ オーディオ
マルチタスク

ユニバーサル
インターコム

ミュージック
シェアリング SENAアプリ RideConnected

アプリ リモコン

ユーザーからの意見、アイデア、革新的なヘッドセット技術、
そして、アクションカメラ技術の全てを融合した結果、

SENA10Cが誕生しました。

「どこで使うかはあなた次第」です。

1080p:30fpsフルHDビデオ

モード、写真撮影やバースト

（連続写真撮影）モードにも

対応し、大切なツーリングの

思い出をよりリアルに、鮮明

に記録します。

セナヘッドセット技術を十

分に活かし、最大1,600m離れ

て走るツーリング仲間とのおしゃべり（同時4人まで）も綺麗

な映像と一緒に記録します。

SENA独自の革新的な設計技術が
随所に光っています。

アドバンスノイズ削減機能、ミュージックシェア、内蔵FM 

ラジオチューナー、グローブをはめていても使い易いジョグ

ダイヤルによる直感的な操作、そして専用スマホアプリなど

により、ツーリングの一層便利なお供となることでしょう。

ヘッドセット機能&カメラ搭載
ユニボディーデザイン

必要な機能を欠くことなく、より一層シンプルにシステムを

ヘルメットに搭載することが可能となりました。

走行中も、大切な瞬間はもう逃しません。

ビデオ録画時、カメラボタンを押してタグ付けを開始する

と、ボタンを押す60秒前から押した時点までの1分間の動画

クリップ、押した時から60秒後までの動画クリップ、その後、

さらにもう60秒後の動画クリップの計3本（各1分x3本）の動

画クリップを自動生成し、保存してくれます。

ワンタッチ操作の録画機能

ビデオモード、および様々な静止画モードなど10Cにはバラ

エティに富んだ録画機能があります。静止画を撮影するに

は、カメラボタンをワンタッチするだけです。このボタンの

おかげで、余計な煩わしい動作を必要とせず、動画の録画を

開始、停止、または静止画像を撮影できます。

ビデオタギング機能:過去～現在～未来を
ワンタッチで記録

Bluetoothヘッドセットを

使用して、10Cは走行中のマ

イクからの音声をビデオ映

像内に取り込みます。自分

自身の声に加え、BGM音楽

をミックスできます。自宅

にも戻ってからの煩わしい

編集作業は不要になります。

スマートオーディオミックス機能
声と音楽を同時に映像へ

最新情報はこちら

シングル 価格 49,800円（税別）

おしゃべりも、撮るのも、これ一台
SENA 10Cは、史上初のBluetoothインカムと
カメラが融合した、多機能インターコムです。
多くの機能を詰め込んだインカムカメラ。 バイク用にとどまらず、

様々なアウトドアスポーツ、その他のフィールドでも活躍することでしょう。





SMH5 / SMH5-FM



3S

A4（210mm×297mm）
■セナ・インターコム「セナで広がる。セナでつながる。」小冊子

●3S-W/3S-B ●SMH5/SMH5-FM

1718

ジョグダイヤル

フォンボタン

充電ポート及びファームウェア
アップグレード用ポート

△

Bluetooth

ver3.0 3人 ーーー

ーーー

連続通話時間 最大通話距離 フレンド登録 同時通話マルチウェイ 同時通話
グループ

アプリ同時通話
グループ

FMラジオ オーディオ
マルチタスク

ユニバーサル
インターコム

ミュージック
シェアリング SENAアプリ Rideconnected

アプリ リモコン

ー

スピーカー

ステータス表示LED

マイク

SENAインカムのスタンダードモデ
ルSMH5にFMラジオ機能を内蔵した
バイク専用Bluetoothステレオヘッ
ドセットインカム。

マイク

(+)ボタン／フォンボタン

(-)ボタン／インカムボタン

充電ポート&ファームウエア
アップグレード用USBポート

ステータス表示LED

スピーカー

△

Bluetooth

ver3.0 8H 200m 1人 ーーー

ーーー ー ーー

連続通話時間 最大通話距離 フレンド登録 同時通話マルチウェイ 同時通話
グループ

アプリ同時通話
グループ

FMラジオ オーディオ
マルチタスク

ユニバーサル
インターコム

ミュージック
シェアリング SENAアプリ Rideconnected

アプリ リモコン

ブーム型マイク（3S-B） ケーブル型マイク（3S-W）

 

直感的な操作が可能な2つのボタンによる操作

より簡単に装着でき、使いやすいデザインを追求し、

メインユニット、操作ボタン、スピーカー、マイクを統合

したユニボディーデザインを採用しました。

最新情報はこちら 最新情報はこちら

SMH5

SMH5-FM

ユニバーサルパッケージ
（ブーム型マイク、ケーブル型マイク同梱）
シングル 価格 16,400円（税別）
デュアル 価格 30,800円（税別）

ユニバーサルパッケージ
（ブーム型マイク、ケーブル型マイク同梱）
シングル 価格 18,800円（税別）

シングル 価格 12,400円（税別） シングル 価格 13,400円（税別） 

7H
SMH5

7H
SMH5-FM

SMH5 SMH5-FM

400m
SMH5

700m
SMH5-FM

グローブしたまま、ジョグダイヤル直感操作。
【聴く】、【話す】、【知る】の三拍子。

ソロ、タンデム、2人で走行する方に最適でリーズナブルなモデル。

ミニマルなデザイン、
ヘルメットに目立たずフィット

本当に必要な機能を残し、
シンプルなスペックにこだわったモデルです。
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A4（210mm×297mm）
■セナ・インターコム「セナで広がる。セナでつながる。」小冊子

●SPH10 / BT10 ●TUFFTALK

SPH10 / BT10 TUFFTALK

19

TUFFTALK-01 TUFFTALK-02

アンビエントモードボタン

バッテリー
（リチウムポリマーバッテリーと
単四電池（3本）選択・交換可能）

充電用ポート&
ファームウエア更新ポート

ショートアンテナ
（同梱のロングアンテナと付替可能）

PTTボタン

ジョグダイヤル

マイク

双方向無線機用ポート
（トランシーバー接続可能）

フォンボタン スピーカー

Bluetooth

ver4.1 15H
リチウムバッテリー使用時

12H
単四電池使用時

800m
ショートアンテナ

4人3人 4人 ー

ー

1400m
ロングアンテナ

連続通話時間 最大通話距離 フレンド登録 同時通話マルチウェイ 同時通話
グループ

アプリ同時通話
グループ

FMラジオ 双方向
無線機接続(有線)

ユニバーサル
インターコム

アンビエント
モード SENAアプリ RideConnected

アプリ リモコン

両手が使えて、遠くと会話
生産効率を高め、非効率的なタスクをなくすために

作業に集中しながら、4つのTUFFTALK同士で最大1.4km
驚くほど明瞭な通話コミュニケーションが可能



最新情報はこちら 最新情報はこちら

最新情報はこちら

胸元にもクリップできる
ハンディタイプ

両手が使えて四人同時に会話



ジョグダイヤル

外部オーディオ入力ジャック

マイク

充電用DCケーブル&
ファームウエア更新用ポート

ステータス表示LED

フォンボタン

Bluetooth

ver3.0 10H 900m 4人3人 ー

ーー

ー

ーー

連続通話時間 最大通話距離 フレンド登録 同時通話マルチウェイ 同時通話
グループ

アプリ同時通話
グループ

FMラジオ オーディオ
マルチタスク

ユニバーサル
インターコム

ミュージック
シェアリング SENAアプリ RideConnected

アプリ リモコン

△

Hi-Fiマイクロフォン

イヤホンジャック

電源ボタン

（+）ボタン

（-）ボタン

充電用ポート（Micro USB）

センターボタン

△

Bluetooth

ver3.0 6H 350m 4人3人 ーー

ーーーー

連続通話時間 最大通話距離 フレンド登録 同時通話マルチウェイ 同時通話
グループ

アプリ同時通話
グループ

FMラジオ オーディオ
マルチタスク

ユニバーサル
インターコム

ミュージック
シェアリング SENAアプリ RideConnected

アプリ リモコン

アウトドアや仕事用に。 ハンズフリーで電話通話、

ステレオ音楽、GPSのナビ音声案内、さらに、インター

コムによる仲間とのおしゃべりも。

両手が使える耳掛けタイプ



アウトドアスポーツ用にデザインされた、
Bluetoothステレオヘッドセットインターコム

製品全景

独立型イヤーマフセット
価格 49,800円（税別）

ヘルメット取り付け型イヤーマフセット
価格 49,800円（税別）

安全に気を配りながらも、外部の騒音から耳を守りつつ、アンビエント

モードを使い、周囲の状況に耳をすませる。

２モデルあります。

  ・独立型イヤーマフセット

  ・ヘルメット取付型イヤーマフセット
   （アダプターは含まれていません。）

シングル 価格 26,400円（税別）

価格 23,100円（税別） 



A4（210mm×297mm）
■セナ・インターコム「セナで広がる。セナでつながる。」小冊子

●SM10 / GP10 ●FREEWIRE / SR10

SM10 / GP10 FREEWIRE / SR10

2122

最新情報はこちら 最新情報はこちら

最新情報はこちら 最新情報はこちら

Harley Davidson® , Honda GoldWing® を
ケーブルから自由に

車載情報通信（オーディオ・ナビ）システムから音声をヘッドセットで聴く



アマチュア無線機も、電話通話も、
Bluetoothヘッドセットに統合しよう

携帯電話通話と双方向無線機器との会話を

ヘッドセットインターコムで同時に行える



ステータス表示LED

センターボタン

電源スイッチ

車載オーディオ入力端子
ファームウェア用ポート

電源ポート

AUX端子

充電表示LED

Bluetooth

ver4.1

無線機

ー7H 10m A2DP 1
ステレオ

連続使用時間 最大通信距離 Bluetooth
プロファイル

1
オンボードオーディオ入力 /

ファームウェアアップグレード用

MicroUSB
ポートAUXポート

有線PTTボタン用
2.5mmジャック

ペアリングボタン

AUX（外部入力）ポート1

AUX（外部入力）ポート2

双方向無線機用DINポート

充電DCケーブル＆
ファームウェア更新用ポート

PTTボタン
（プッシュ・ツー・トーク）

LEDランプ（青／赤）

Bluetooth

2.1+EDR 12H 10m HFP 2
モノラル

連続使用時間 最大通信距離 Bluetooth
プロファイル 無線機AUX入力

FREEWIREは、Harley®用および

Honda®用車載オーディオ・ナビ

システムからの音声を、ヘッド

セットとBluetooth無線でつなぐ

ためのアダプターです。 

GPSナビによる音声案内、ラジオ

番組からの音楽などが、あなたの

耳元にあるヘッドセットスピー

カーから直接聞こえてきます。

2つの外部入力ポートがあり、レーダー探知機や、GPSナビ

などBluetooth機能を持たない機器をつなぎ、それらの

音声ガイダンスをBluetooth無線でヘッドセットインター

コムから聞く事ができます。

これ1台で2台つながる。音楽とナビは
ふたり一緒にクリアに聴きたい



Go Pro®用インターコムカメラアダプターGP10



LEDランプ（青）

ペアリングボタン

電源スイッチ

充電DCケーブル＆
ファームウェア更新用ポート

オーディオ（外部入力）
MP3プレーヤー、

iPhoneや、SONYウォークマン
Harley Ultra Classic※
Honda Gold Wing※

※オプションの専用接続ケーブル使用

AUX（外部入力）
ナビやレーダー探知機

LEDランプ（赤）

充電表示LED

Bluetooth

2.1+EDR 8H 10m A2DP 2
ステレオ

2

連続使用時間 最大通信距離 Bluetooth
プロファイル

Bluetooth
接続数AUX入力

内蔵マイク

オーディオポート

充電ポート&ファームウェア
アップグレード用ポート

マイクスイッチ

電源スイッチ

ステータス表示LED

ペアリングボタン

Bluetooth

ver3.0 3H 100m HFP

連続使用時間 最大通信距離 Bluetooth
プロファイル

3/3+/4

対応GoPro

ミュージックプレーヤーから音楽

を、ナビ音声を、タンデム相手と

一緒に共有したい。それを可能に

します。

3.5mmオーディオケーブルでつな

げば、Bluetooth対応していない音

楽プレーヤー、ナビなども無線化

できます。

GoPro® Hero3/3+/4にBluetooth

機能を付加。 撮影しながら同時に

Bluetoothヘッドセットの会話を録

音します。 セナ・インターコムはも

ちろん、他社Bluetoothインターコ

ムとBluetooth接続OKです。

※本製品は、GoPro® Hero3,

　Hero3+, Hero4 専用となります。

防水ハウジングなし 価格 14,400円（税別）
防水ハウジングあり 価格 18,800円（税別）

価格 19,200円（税別）

価格 25,200円（税別）

価格 29,200円（税別）
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フルHD録画、コンパクトなボディー
ワンタッチで撮影開始
125度の視野角で風景を切り取りながら、

外部&内部のデュアルマイクで音声を美しい映像と共に記録



仲間と「話す」、電話を「受ける」「かける」
スマートフォンの音楽を「聴く」

インターコム内蔵



ソフトリセットボタン

MicroSD
カードスロット

充電用＆ファームウェア
アップグレード用USBポート

SDカード フォーマットボタン

ステータス表示LED

レンズ

スライドスイッチ

ー

録画時間

2H 1080p 30fps ーー

解像度 フレームレート 静止画撮影 バースト撮影 ループ録画機能
撮影

タイムラスプ
撮影

microSD 32GB

記録メディア メディア
最大容量 マイク 音声案内 全天候対応

スマートサイクリングヘルメット


エックスワン

操作ボタン

電源＆
ファームウェア
更新用ポート

リテンション
システム

ストラップ
アジャスター

バックル

ヘルメット
内蔵マイク

耳を塞がない
ヘルメット内蔵スピーカー

ホワイト／ブラック／グレー／ブルー　重量：400g

ホワイト／ブラック／グレー／ブルー　

ヘルメット：CE EN 1078, CPSC 1203
TELEC申請中

Mサイズ（55～58cm）

Lサイズ（59～62cm）

認証

最新情報はこちら 最新情報はこちら

自由自在な撮影アングル

装着には、クランプ式、外付け式の2類

があり、どちらにも自由自在に撮影ア

ングルを変更できる、オリジナルマウ

ントシステムを採用しています。

ワンタッチで撮影開始。125°の視野角

ワンタッチで撮影開始。

ボタンをワンタッチで、フル

HD録画と音声を取り込む事が

できます。スイッチを前にスラ

イドさせれば、あなたの楽しい

冒険を一瞬も残さず撮影して

いきます。

インモールド・ポリカーボネート成型技法により
デザインされたシェル

ナイロンとレザーのチンスト

ラップがあります。背面にある

ダイヤル式リテンションシステ

ムにより、頭の形状やサイズに合わせて調整が可能です。ま

た、走行中も通気性に優れた、心地よい装着感を保ちます。

自分と仲間3台で4人同時通話が可能になります。

Bluetooth4.1を搭載し、スマホとペアリングすることによ

り、音楽を聴いたり、GPSナビアプリや、フィットネスアプリ

の音声案内を聴いたり、電話着信時にも通話が可能になり

ま す。そのほかにもFMチューナー内蔵。インターコム通話

機能により、自分と3台の仲間での4人の同時通話が可能に

なります。

X1-STD-WH
M（55～58cm）／L（59～62cm）

ホワイト

X1-STD-BL
M（55～58cm）／L（59～62cm）

ブラック 

X1-STD-BU
M（55～58cm）／L（59～62cm）

ブルー

X1-STD-GR
M（55～58cm）／L（59～62cm）

グレー

シングル 価格 19,800円（税別）
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●リモートコントローラー ●SENAアプリ

REMOTE CONTROLLER SENA App
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市街地や、または他の電波を飛ばす機器からの電波干渉や障害物（電線、携帯電話の電波
塔、工場、飛行場、基地、住宅、無線機器をつんだタクシーやトラックなど）がある場合は、
インターコム通信の最大距離は大きく影響をうけ、通常より通信が途切れたり、ノイズが
入ったりすることがあります。
また障害となる電波、障害物の多い環境、通信距離、また接続するスマホなどの周辺機器
の種類により、通常よりバッテリー（※）の減り具合は早くなることがあります。

（※）ユーザーガイドやウェブページに記載されている連続使用時間とは、他のBluetooth機器をつながず、
インターコム通信のみを連続で行った状態での計測時間のことです。

インターコム間の通信距離、バッテリーの持続時間に関して

●お互い、ペアリングで繋いだ順番を覚えておき、その順番で走行するようにしま
　しょう。
●すべてのヘッドセット設定はHDインターコムをオフにしましょう。
●走行中、誰かBluetooth接続が切れた人がいないか、お互い声をかけあいましょう。
●実際の走行前に、あらかじめグループ接続を行い、接続が切れた場合のボタン操作
　も事前に練習しておきましょう。

グループインターコム・マルチウェイインターコムを使用する際のこつ

・ 会員サイトに登録しましょう。　　
・ セナ動画を見て使い方を学びましょう。
・ FAQを参照して機器について知りましょう。　　
・ わからないことがあれば、会員サイトのフォームから、サポートに問い合わせしましょう。

さらに詳しくなるために

HDインターコム機能をオンにすると、相手の声がとてもクリアに聞こえるようにな
りますが、著しく電力を消費し、また通信距離も非常に短くなります。1:1のタンデム
走行時以外のご使用においては本機能をオフにしてお使いになることをおすすめし
ます。

HDインターコム（工場出荷時にはオン）

セナ製品をもっと便利にお使いいただくために

ハンドルバー以外の場所にリモコンが欲しい方へ。
取り付ける場所の選択肢が増えたバーサタイルデザイン。

RC3の取り付け方法は、3種類（クリップで好きな箇所に、両面テープでバイクのボディ部分に、ベルクロ
テープで貼り付ける）。3ボタンデザインで操作はとても簡単です。

気を散らすことなく、より安全なライドを楽しむ。

RC4はハンドルバーから手を離すことなく、全てのヘッドセット操作を行えるように設計されました。
マルチファンクションボタンで、20Sのアンビエントボタンや、10Cのカメラボタンにも対応、また、10シ
リーズのグループインターコム操作に対応するようになりました。

 よりシンプルに、より多くの操作を

 ハンドルを握ったままでインカム操作

周辺機器（リモートコントローラー）

周辺機器（リモートコントローラー）

セナのリモートコントローラーを使う SENAアプリ

 

セナのインターコムを、
ハンドルの手元で操れる。

ハンドルバーになじむスマートなデザインに
加え、走行中インカム操作時に片手をハンド
ルグリップから離すことなく、全てハンドル
上で操作が可能となります。

リストバンド型リモコン。

グローブをはめたままでも簡単に操作できる
ボタン、ジョイスティックを装備した、腕やバ
イクの車体に取り付け可能なリモコンです。
このリストバンドからインターコムを操作す
ることにより、走行中も運転に集中できます。

サイズ：W64.2mm × D27.9mm × H11.6mm 重量：11g

サイズ：W76.5mm × D39.0mm × H15.5mm 重量：28g

サイズ：W84.4mm × D50.7mm × H24.0mm 重量：54g サイズ：W46.7mm × D64.6mm × H24.7mm 重量：26g # R I D E C O N N E C T E D「　　　　　　　　　　 」アプリ

「SENA 30K Utility」アプリ

「SENA」アプリ

対応機種 iOS, Android 対応インターコム 30K

対応機種 iOS, Android

対応機種 iOS, Android

対応インターコム SRL,20S,10S,10C,10U,TUFFTALK

価格 15,400円（税別）

価格 15,400円（税別）

価格 8,400円（税別）

SRL,30K,20S,10S,10C,10U用対応インターコム

SRL,30K,20S,10S,10C,10U用対応インターコム

価格 15,400円（税別）

SRL,30K,20S,10S,10C,10U用対応インターコム

SRL,30K,20S,10S,10C,10U用対応インターコム

あなたのスマホでつながる。

Sena RideConnectedアプリは、世界中のライダー仲間とコミュニケーションを取るために
デザインされたiPhone/Android 専用アプリです。このアプリを使えば、従来のインカム通
話のようにBluetoothの最大通信距離や最大通話人数の制限にしばられることなく、モバ
イルデータ通信を使用してより多く、より遠くの仲間とグループ会話が可能になります。 

30Kのあらゆる設定、そしてリモコンのような操作を可能にした30K専用アプリ

30Kを手のひらの上でより便利に、簡単に使いこなすためのスマホアプリ、30KUtilityです。設定画面からは、30Kのあらゆる設定や、
スピードダイヤル、FMラジオなどの設定が可能です。リモコン機能からは、ヘッドセット側の操作を行わずとも、スマホの画面により、
メッシュネットワーク通信、Bluetoothインターコム通信、音楽プレーヤー操作などの各種操作が可能です。

SENAアプリを使って、スマホからヘッドセットを簡単設定

SENAアプリを使えば、スマホとヘッドセットをペアリング接続後、お使いのSENAアプリの各種設定を、スマホの画面から簡単に行う
ことができます。 またペアリング登録済みのインカムフレンドや、その並べ替えなども可能です。20SやSRLの場合、グループインター
コム設定も可能となります。

お気に入りのプロフィール画像をつかっ
て、自分のプロフィールページを作成した
後は、自由に好きなだけ多くの仲間を、あな
たのライディング中のおしゃべりに招待で
きます。自己紹介

（プロフィール）を設定
自分自身のチームを作成 SMSを使って仲間を招待 チームメンバーと会話開始チームリーダーから

チームにアナウンス機能

トップメニュー 基本設定 メッシュインターコム 音量設定Bluetoothインターコム ミュージックシェアリモートコントロール

トップ画面 トップメニュー 基本設定 FMプリセットグループインカム スピードダイヤル



（ご注意）
※ 上記のモデル別機能一覧は、2018年
3月1日現在の内容になります。内容は
断りなく変更される場合がございま
す。
※ 最新の内容は、セナ・ブルートゥース
ジャパン公式ウェブサイトを参照くだ
さい。 
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※1.接続する機器、その数、イン
ターコム会話の距離、使用される環
境によって変動します。A2DP通信、
また10Cのカメラ機能をお使いの
場合は大幅に短くなります。　
※2.Bluetoothには電波の指向性が
あります。 電波に影響をあたえる
環境、遮蔽物の有無、マルチ接続会
話人数、また、機器のバッテリー状
況で通話距離、通信可能時間は大き
く変動し、市街地では数百mぐらい
の通信距離になることもあります。
また20Sをお使いの場合、タンデム
以外のご使用ではHDインターコム
機能はオフにしてお使いください。
※3.ジョグダイヤルを押して会話
相手を切り替える1:1通話人数（自
分を含まない）です。　※4.他社の
インターコムとペアリング、通話す
る機能です。　※5.インカム通話中
にバックグラウンドで音楽、ナビ音
声が聞こえる機能です。　※6.2台
のインカムで音楽共有する機能で
す。　※7.2台のスマホとペアリン
グする機能です。20Sは2台の機器
とHFP&A2DPで接続、その他の機
種はHFPのみで接続します。　
※8.インカムに電話番号を登録し、
ボタンタッチで電話をかける機能
です。　※9.合計2つのA2DPを同時
にBluetooth接続する機能です（要
最新ファームウェア）。　※10.ヘル
メット内蔵型ですが、本体自体は耐
水仕様ではありません。　※11.イ
ンカムに話しかけ、各種操作を命令
する機能です。　※12.スマホとイ
ンカムをタッチして、ペアリングす
る機能です。　※13.別売りのリモ
コンが必要となります。（10Uには
ハンドルバーリモコン同梱）。　
※14.インカム同士を振ってペアリ
ングしたり、インターコムをタップ
してボイスコマンドを起動する機
能です。　※15.SENAアプリを
使って、インカムの各種設定、グ
ループ通話設定（設定内容は機器の
機能により異なります）。
※16.RideConnectedアプリの操
作：○＝インカムボタンから操作
可、△＝スマホから操作可。
※17.公開モードでは最長1.6km範
囲内、プライベートモードで5人以
上接続時は最長で8kmの通信距離
となります。　※18.プライベート
モード使用時は最大16人で同時通
話が可能です。　※19.Bluetoothイ
ンターコム接続時のみとなります。
（Mesh接続時は本機能は使えませ
ん。）

Bluetooth

Sena Mesh Intercom™

デュアルモジュール

FMラジオ

連続通話時間

インターコム通話距離

インカム同時通話会話人数

インカムフレンド登録人数

インカム通話時ノイズ削減

グループインターコム

ユニバーサルインターコム

オーディオマルチタスク

ミュージックシェアリング

2台目の電話ペアリング

スピードダイヤル

デュアルA2DP

連続録画時間

HD(1080p:30fps)ビデオモード

ループ録画

静止画

バースト

タイムラプス

HD音質録音

HDMI出力

全天候対応

ボイスコマンド

アンビエントモード

NFCでペアリング

SENAリモートコントローラー対応

モーションセンサー 

SENA アプリ

RideConnected アプリ

30Kアプリ

ver 4.1 ver 3.0 ver 3.0 ver 3.0 ver 3.0

13時間 12時間 7時間 7時間 8時間

8人 4人 2人 2人 2人

9人 3人 3人 3人 1人

2000m 900m 400m 700m 200m

基
本
ス
ペ
ッ
ク

イ
ン
カ
ム
機
能

H
FP

・A
2
D
P

機
能

そ
の
他
の
機
能

カ
メ
ラ
機
能

ver 4.1

12時間

4人

3人

1600m

※1

※2

※3

※18

※17

※19

※4

※12

※13

※14

※15

※16

※10

※11

※5

※6

※7

※8

※9

10U 10C

ver 4.1 ver 4.1

10時間 17時間

4人 4人

2時間 2時間

3人 3人

1600m 1600m

20SSRL 30K SMH10 SMH5 SMH5-FM 3S

ver 3.0

10時間

4人

3人

900m

SPH1010S

ver 3.0

6時間

4人

3人

350m

BT10

ver 4.1ver 4.1

13時間

3人

4人

無制限

2000m

10時間

8時間

8人

9人

1600m
2000m

1400m

ver 4.1 ver 4.1

4人

3人

16時間

900m

4人

3人

15時間

TUFFTALK PRISM TUBE

SMART
CYCLING
HELMET

基
本
ス
ペ
ッ
ク

イ
ン
カ
ム
機
能

H
FP

・A
2
D
P

機
能

そ
の
他
の
機
能

カ
メ
ラ
機
能

製品モデル機能比較
ヘルメットカメラヘッドセット & インターコム（汎用）ヘッドセット & インターコム（モーターサイクル）ヘッドセット & インターコム（モーターサイクル）

Bluetooth接続時

Mesh接続時

Bluetooth接続時

Mesh接続時

Bluetooth接続時

Mesh接続時

Bluetooth接続時

Mesh接続時



（ご注意）
※ 上記のモデル別機能一覧は、2018年3月1日現在の内容になります。内容は断りなく変更される場合がございます。 　※ 最新の内容は、セナ・ブルートゥースジャパン公式ウェブサイトを参照ください。 
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製品モデル機能比較

※1.相手側機器のBluetoothス
ペックに依存します。　※2.ハ
ウジングが別途必要です。　
※3専用ケーブル別途必要、電
話通話非対応。

SR10 SM10 GP10

Bluetooth

連続使用時間

HFP対応

A2DP対応

AVRCP対応

インターコムプロファイル対応

Bluetooth 通信距離

ナビ（HFP/A2DP)

GPSレーダー

オーディオ

GpPro®（3,3+,4）

無線機器

Harley/Honda オーディオシステム

携帯電話とHFP接続

全天候対応

3.5mm AUX外部端子

無線機器用ケーブル端子

PTTボタン

ver 2.1+EDR ver 2.1+EDR ver 3.0

12時間 8時間 3時間

10m10m 10m

2 21

100m

基
本
ス
ペ
ッ
ク

対
応
機
器

そ
の
他

FREEWIRE

ver 4.1

7時間

※1

※2

△

※3△

※1.相手側機器のBluetoothス
ペックに依存します。　
※2.ジョイスティックも含みま
す

HR WBRRC3

Bluetooth

連続使用時間

GAP

GATT

Bluetooth通信距離

ジョイスティック

ボタン数

インターコム操作

オーディオ操作

音量操作

ペアリング操作

20Sアンビエントボタン操作

10Cカメラボタン操作

全天候対応

取り付け位置

バッテリー

ver 4.1 ver 4.1ver 4.1

3ヶ月

3 33 4

3ヶ月5ヶ月

10m 10m10m 10m

基
本
ス
ペ
ッ
ク

可
能
操
作

そ
の
他

RC4

ver 4.1

5ヶ月

※2

ハンドルバーハンドルバー 自由

内蔵リチウム内蔵リチウムCR2016 CR2016

自由

周辺機器（アダプター）

周辺機器（リモートコントローラー）

SENAアプリ SENAアプリ SENA 30Kアプリ
#Rideconnected
アプリ

クイックガイド

ユーザーガイド

ファームウェアバージョンの確認

ペアリングリスト

Speedダイヤル設定

Audio Multitasking設定

インターコム音声のオーバーレイ感度設定

オーディオオーバーレイ設定

オーディオブースト設定

スマートボリュームコントロール設定

モーションセンサーの感度設定

VOX電話設定

VOXインターコム設定

HDボイス設定

HDインターコム設定

8方向インターコム設定

音声プロンプト設定

FM周波数ガイダンス

高音質A2DP

側音

アドバンスノイズ制御(Advanced Noise Control™）

ゲストモード設定

VOX感度

音声コマンド

写真モード設定

ビデオモード設定

ビデオ解像度

タイムラプス撮影間隔設定

ビデオタギング間隔設定

ループ録画間隔

ビデオのマイク感度

日付キャプション設定

スピーカー録音設定

オートカメラスリープ設定

グループインターコム設定

FMラジオ設定

個別音量設定

電話操作

メッシュインターコム設定・操作

Bluetoothインターコム設定・操作

グループインターコム操作

ミュージックプレーヤー操作

FMラジオ設定・操作

可
能
操
作

そ
の
他

基
本
ス
ペ
ッ
ク

# R I D E C O N N E C T E D

20S/SRL

20S/SRL

20S/SRL

20S/SRL

20S/SRL

20S/SRL

20S

10C

10C

10C

10C

10C

10C

10C

10C

10C

10C

10C

英語

英語

英語

英語

20S,SRLを除く

20S/SRLを除く

詳
細
は
、セ
ナ
・
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ー
ス
ジ
ャ
パ
ン
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。




