大きなダイヤルで
直感的に操作できる
ハイエンドからベーシックなモ
デルまで︑幅広いラインアップを
揃えるセナのインターコム︒この
ラインアップは︑
〝見えるインタ
ーコム〟と〝見えないインターコ
ム〟の両方を揃えているのが︑セ
ナ・インターコムの大きな特徴だ︒
この〝見える〟と〝見えない〟
の違いは︑ヘルメットの外にイン
ターコム本体が付いているかとい
う 違 い︒
〝見えるインターコム〟
は︑帽体の縁にインターコム本体
を取り付けて︑そこにあるボタン
やダイヤルを操作する︑一般的な

スタイルのもの︒見えないインタ
ーコムは︑本体にあたる部分も含
めてヘルメットの中に仕込んでし
まうもので︑ヘルメットの外から
はパッと見てインターコムが付い
セナでは﹁インターコムを初め

ていることが分からない︒
て使う﹂というライダーのために︑
シリーズと シリーズを用意し

5FM﹂は〝見えるインターコム〟

ている︒ このうち︑
﹁SMH5／
のベーシックモデルだ︒

旅にマッチした機能性
SMH5／5FMマッチ箱サイ
ズのコロンとした本体に機能が満
載︒インターコム会話はタンデム

日常会話を
ツーリング中も楽しむ

を使い始めるときに悩ましいのが︑

と接続できるユニバーサルインタ

／5FMは︑他社のインターコム

と接続できるかどうか︒SMH5

やペアで会話できるのはもちろん︑ 仲間が今持っているインターコム
自分も含めて最大 人のグループ
フォンと接続すれば︑電話ができ

ーコム機能で会話ができる︒
〝見えるインターコム〟のメリッ
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で会話もできる︒また︑スマート
るのはもちろんのこと︑アプリを
使って音楽を聞いたりナビの音声

トは︑なんといっても直感的な操

使いやすいと定評だ︒インターコ

をした手で操作するのに︑とても

ヤル︒ライディング中のグローブ

ムのアイコンともいえるこのダイ

が付いている︒セナ・インターコ

かのような大きなジョグダイヤル

その小さなボディの半分を占める

さらにSMH5︲FMであれば︑ 作性のよさ︒SMH5／5FMは︑

案内を聞くことだって可能だ︒
FMラジオ放送を聞くこともでき
る︒昨年から一部のAMラジオ放
送がFM放送波の中で聞けるFM
補完放送にも対応︒ラジオは定期
的に流れる交通情報番組を聞けば
渋滞や規制の様子が分かるなど︑
走りながら得られるツーリングの

ムが初めての人でも︑すぐに使い

高音質のスピーカー

インターコムが初めてという人に
ぜひ使ってほしい5シリーズと3S
キーワードは
“見えるインターコム”
と
“見えないインターコム”
だ！

情報源としてもとても役に立つ︒

SMH5-FM

価格：2 万 304 円
同時通話：2 人 切替え（選択）会話 4 人
通信距離：最大 700m（見通しの良い所）

薄くて小型のワイドレン
ジスピーカー。ヘルメッ
トのイヤーホールに収め
やすく、耳への干渉も少
ない。面ファスナーで貼
るだけと取付けも簡単

ナビ
スマホ

スマホとナビを同時利用できる「マルチペアリング」

セナのインターコムはスマホともう一台のスマホ、もし
くはHFPというプロファイルを利用するGPSナビを同
時にペアリングして、切り替えて使うことができる
セナ・インターコムを特徴づ
けるジョグダイヤルと後面の
フォンボタン。大きなダイヤ
ルや突起のはっきりしたボタ
ンは、グローブをした手でも、
確実な操作ができる

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/

こなせるようになるだろう︒

ヘルメットへの取付けは、
帽体のフチを挟み込むク
ランプユニット（左）と、
帽体に貼り付けるベース
マウント（右）の2つの
マウントを同梱する

Motorcycle life with Intercom

4
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価格：1 万 7712 円（ソロ） 3 万 3264 円（ペア）
同時通話：2 人 切替え（選択）会話 4 人
通信距離：最大 400m（見通しの良い所）

ヘルメットを選ばずに
装着可能

SENA
3

そして︑これからインターコム

SMH5

セナで広がる。
セナで繋がる。
5

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

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/

153

街中をスマートに走る
見えないインターコム

セナのインターコムとであればど

インターコム入門に最適なベー
内を聞く︑といったことももちろ

音楽を聞く︑ナビアプリの音声案

ートフォンと接続すれば︑電話や

れとでも接続が可能︒また︑スマ

シックモデルの〝見えないインタ
ペアリング機能があるため︑スマ

んできる︒また︑セカンドフォン

ほぼ操作の必要がない
一人で使うのに最適

ーコム〟が﹁3S﹂
︒いわゆる〝本
ートフォンを 台接続したり︑ス

体〟に当たる部分は見当たらず︑
ヘルメットの両耳の位置に付ける
スピーカーとマイクしかないよう
なスタイルが独特だ︒物理的には

マートフォン 台とHFP
に対応したGPSナビを接

スピーカーとマイクしかないため︑ 続するといった使い方も可

〝見えるインターコム〟の場合︑

いインターコム〟なのだ︒

ていることが分からない〝見えな

囲から見ると︑ヘルメットに付け

分はまったくない︒そのため︑周

が付くのがイヤ﹂という声

インターコムのようなもの

に入っているヘルメットに

の 中 に は︑
﹁デザインが気

使っていなかったライダー

これまでインターコムを

能にしている︒

操作は本体のダイヤルやボタンで

も少なくない︒しかしこの

ヘルメットの帽体の外に付ける部

行うが︑
〝見えないインターコム〟

であれば︑帽体に何も付け

ほぼインターコムを操作する必要

ココで操作！
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には本体に当たるものがないため︑ 〝 見 え な い イ ン タ ー コ ム 〟
それができない︒そこで︑3Sで

る必要がないため︑デザイ
特にバイクに乗る中心が

は︑ブームマイクタイプはマイク

通勤通学やソロツーリング

ンを損なうこともない︒

けて操作するようになっている︒

はごく薄いボタンを帽体に貼り付

が多いというようなライダ

の根元に︑ケーブルマイクタイプ

操作後のインターコムの状態は音

ーの場合︑音楽やナビの音声案内
を聞いたり︑着信した電話に出る

声 ガ イ ド が 教 え て く れ る か ら︑
〝見えない〟からといって操作が
このように︑見た目には極めて

表 面 に す っ き り 何 も 付 け な い︑

がない︒であれば︑ヘルメットの

といった用途となる︒その場合︑

シンプルな3Sだが︑インターコ

難しいわけではない︒

ムとしての機能はベーシックモデ

〝見えないインターコム〟を︑ぜ
ひオススメしたい︒

3S-W ケーブルマイクモデル
3S-B ブームマイクモデル

価格：1 万 4472 円（ケーブル型マイク）
1 万 3392 円（ブーム型マイク）
同時通話：2 人
通信距離：最大 200m（見通しの良い所）

操作ボタンはわずか2つ（プラスボ
タン、マイナスボタン）だ。ブーム
型マイクモデルはマイクの付け根に、
ケーブル型マイクモデルは、帽体に
貼り付けたパッドにボタンがあり長
押しの時間で設定できる

3S-B
充電もカンタン

［ ブームマイクモデル ］

充電は本体から伸びるマイ
クロ USB ケーブルは、3S
の充電のほか、ファームウ
ェアのアップデートにも使
用。充電は市販の USB 充
電器が利用できる
［ 3S-B（ブームマイクモデル）］

or
or
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ルとして必要十分なものが与えら
れている︒インターコム会話は︑

5シリーズ

or

10シリーズ

3Sとインターコム会話でき
る 1 対 1 の相手は同じ 3S に
限らない。SMH5/FMをはじ
め10、20シリーズなどで会
話が可能。他社のインターコ
ムとの会話はできない

20S
BT10

他モデルとの
ペアリングもO.K
（自分と相手1人）

3S
スマホなど

2

1

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

［ ケーブルマイクモデル ］

3S-W

［ 3S-W（ケーブルマイクモデル）］

