使い方を知って
遊びの幅が広がった！
ただ立っているだけで滝のよう
な汗が頬を伝った酷暑の夏の遠の
き︑いよいよツーリングには最高
の季節︑秋がやってきた！
どこに出掛けるか︑それを考え
るだけでワクワクしちゃうのはバ
イク乗りのサガなのかもしれない︒
いや︑モチロン夏だって個人的
にはガンガンバイクに乗っていた
か修行っぽい雰囲気も漂うから︑

けれど︑あんまり暑いとね︑どこ
誰でも気軽に誘えるような状況じ
走りに行こうよ！﹂って言えるこ

ゃないし︑気を遣わずに﹁どっか
の時期は︑まさにベストシーズン
なのだと思う︒というわけで︑涼

しくなってきた気候にミカタして
イク友達に声をかけてみた︒

もらって︑今回はありったけのバ
﹁いいね！ 行く行く！﹂なんて
ノリよく集まってくれたのはなん
と 人！ こうなると︑みんなで
出かけられて嬉しいんだけど︑統
率が取れなくなっちゃうのが心配︒
だって︑集まった人数だけ寄りた
それぞれなんだもの︒台数が増え

い場所も︑トイレのタイミングも
たらジェスチャーでのコンタクト
いどうしたものか⁝⁝︒

にも無理があるし︑さて︑いった
昔だったら︑エイヤと気合でな
んとかするしかなかったそんな大
人数ツーリング︑今はライダー同
志を繋ぐ︑もんのすんごい便利な
ツールがあるんだって！ それが
ーコムの最上位機種︑ S︒

本誌でもお馴染みのセナ・インタ

人のインターコムを︑

なんとこの S︑まさにドンピ
シャ最大
るのだそう！ スゴイ！

ブルートゥースで繋ぎ会話ができ
で︑しっかり学習するために︑
サイトに登録して︑ダウンロード

ジョグダイアル倶楽部という会員
した使用説明書がもう︑分厚いの
なんの︵涙︶
︒これ︑使う前にコ
コロがくじけちゃいそうなんだけ
ど︒しかし︑今回のツーリングメ

読みながら遠慮なくいろいろ教え
てもらうことにした︒なんだかち
ょっとややこしいけど︑これなら
なんとかできそうだし︑装着も自
この Sのキモは︑なんとスマ

分でできちゃうかも！
ートフォンのアプリを使って一挙
に 人のペアリングが可能なんだ
ってこと！ こんな風にアプリを
使ってのインターコムの管理は︑
現状︑セナだけだ︒これは本当に
のブルートゥース経由で一台一台

助かる！ いちいちメンバー全員

問：インターソリューションマーケティング
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みんなで会話がはずめば
ツーリングがもっと楽しくなる！

ペアリングするのは思った以上に

206
207 TEL03-5795-2685 http://senabluetooth.jp/

文／今井優杏
写真／渕本智信

に詳しい大先輩がいるってことで︑ 時間がかかるんだもの︒

これでみんな
一緒に会話ができるね！
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 ㎞

秋の紅葉シーズンに向けて準備万端！
大勢の仲間と行くツーリングで
もっと道中を会話で楽しむために
みんなで合わせた20Sが大活躍！
20

ツーリングのとき
アプリが便利なんだ！

Motorcycle life with Intercom

20

ンバーには︑セナのインターコム

20

SENA
8
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セナで広がる。
セナで繋がる。
8

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

20S

グループインターコムの設定で、スマートフ
ォンに残り7台をグル―プ登録。私の20Sに
情報を転送したら接続して会話がスタート

SENA UTILTY

Andoroid、iOS 対応

アプリでは、SENAの20S、10シリー
ズのインターコムに接続が可能で、機
能の設定が画面上で変更できる。数字
の入力が必要なFMラジオやスピード
ダイアルなども確認しながら行える。取
扱い方法などもカンタンに入手できる

責了

すべてのph、分解実画像データに 要サシカエ

責了

同じ場所に向かう道中も
繋がる会話を楽しむ

自分のスマホにセナのアプリを

ダウンロードしてブルートゥース

と接続︒アプリを起動してメニュ

ー内から﹁グループインターコム﹂

でメンバー全員のインターコムを

アプリ上で登録していけばいいと

いう気軽さ！ なんといっても素

晴らしいのは︑このアプリをメン

バーのうちの一人が操作すれば︑

あとのメンバーは何もしなくても

繋がれちゃうというラクチンさな

のだ︒ちょっと機械系に弱いメン

バーがいたって︑詳しい人が親に

なれば︑チャチャっと設定ができ

ちゃう︒

ツーリングに出か

ける朝は気が急いて︑
教えてもらいながら
一刻も早く出掛けた
く な っ ち ゃ う け ど︑仲間との
時間を過ごす
これならスマホの画

面上でまさに﹁見え

る化﹂の設定が可能

なんだから︑時短にもなって一石

二鳥︒一回設定したら︑メンバー

この先の信号で
左に曲がるよ！

ら︑おんなじメンバーでもう 回

20

1

の登録を保存することもできるか

2

集まってツーリングするときもラ

私もこれまで 人以上の通信を

クラク︒

経験したことがなかったんだけど

さて︑ Sは最上位機種という

20

︵それはそれで相当に楽しいもの

なんだけど︶
︑人数が増えれば増

だ︒たとえばオーディオマルチタ

ことで︑他にも様々な機能が満載

ひしと実感しちゃった︒特に︑い

スクなら﹁会話と音楽を同時に楽

えるほど︑この Sの恩恵をひし

きなりの進路変更や寄り道︑休憩

しみたい！﹂って時も︑インカム

通話中にバックグラ

ウンドで音楽やナビ︑

FMラジオを楽しめ

ちゃう︒また︑アン

れはヘルメットを被

ビエントモード︒こ

ったまま︑外の音を

のタイミングなどをリアルタイム

もしい︒心に余裕が

で相談できるのは頼

できるから︑景色だ

ってより一層楽しめ

ちゃうオマケまで付

いてくる︒

お互いの目を見ず

最初からアプリが使いこなせた
わけじゃない。インターコムを
使うベテランに聞いてみよう！

聴 け る と い う も の︒

ほかにも色々てんこ盛りなんだけ

20

に︑バイクに跨って

いろいろと話せるから︑普段シャ

ど︑もう全然書ききれない！ さ

2 Webをチェック

イなメンバーの知らない一面を垣

読む

購入した時に付
属のユーザーガ
イドを、まずは
読んでみよう。
基本の使い方が
掲載されている

すが最上位機種のアレコレ盛りだ

乗りにはぜひオススメだ︒

1 ユーザーガイドを

間見ることもできちゃって︑なん

ツーリング前

くさんの S︑友達の多いバイク

な気がする︒

ツーリングの前に、インターコムの設定で
使い方を確認したくなったら、取扱い説明
書以外にもカンタンに使い方を知る方法が
用意されている。転ばぬ先の杖として活用
できるように知っておこう！

だか友情もより一層深まったよう

使い方を知りたい時は
Webなどをチェックしよう

すべてのph、分解実画像データに 要サシカエ

左ですね！
コンビニあるよ！

分かりました！
コンビニあります？

セナのホームページへアクセスし、使い方を動
画で解説したサイトを利用しよう。Web動画
を観れば、グループインターコム機能や他社イ
ンターコムとのペアリングの仕方など、30種
類以上が用意されている
http://senabluetooth.jp/
3 Webから問合せる

左上のジョグダイアルは回転と
タップの動作で、音量調整やイ
ンターコム通話の設定、メニュ
ーの呼出しができる。右上のア
ンテナは閉じられる。右下のフ
ォンボタンでペアリングや電話
応答、FMラジオの起動が可能

セナの会員サイト「ジョグダイアル倶楽部」に
登録しておけば、使い方や、アップデート情報
などが展開、問合せフォームも用意されている
http://senabluetooth.jp/regist/
4 プロショップに聞く
製品を購入したセナ
プロショップで直接、
使い方のアドバイス
を受ける

ハンドルバーリモコン
価格：1 万 6632 円
連続使用期間：３カ月
充電時間：２時間
通信距離：20m

このリモコンが使えれば、ハンド
ルからヘルメットへ手を伸ばす必
要がなくなり安全。さらにジョイ
スティツクと2つのボタンを操作
でペアリングや可能になる

アンビエントモード起動は2回押しで本体
のマイクから集音し周囲の音が聞きやすく
なる。1回押しならボイスコマンドモード

※ オプション
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