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※ 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。製品モデル別機能一覧

操作

通話人数

最大通話時間

最長通話距離

充電時間

クイックチャージ

タイプ

サウンド

FMラジオ

ボイスコマンド

アプリ

メッシュ機能

製品保証

販売価格

おすすめポイント

Meshインターコム
オープンMesh：（9チャンネル) 無制限 (何人でも）
グループMesh：24人 

Meshインターコム
9時間
Bluetoothインターコム
14時間

Meshインターコム：1：1（2000ｍ）6人以上（8000m）
Bluetoothインターコム：2000ｍ 

20分の充電で
約3.5時間のMeshインターコム通話
約6時間のBluetoothインターコム通話

30分で4時間の
インターコム通話

30分の充電で4時間のインターコム通話20分の充電で
約3時間の
Meshインターコム通話
約5時間のBluetooth
インターコム通話

-

-

-

-

約1時間

プレミアムHDスピーカー

日本語ボイスコマンド対応

別売 +MESHアダプター

2年

英語ボイスコマンド対応

プレミアムHDスピーカー通常スピーカー 通常スピーカー
（別売 プレミアムHDスピーカー）

通常スピーカー
（別売 プレミアムHDスピーカー）

43,340円
（税抜価格39,400円）

43,340円
（税抜価格39,400円）

38,940円
（税抜価格35,400円）

34,540円
（税抜価格31,400円）

36,740円
（税抜価格33,400円）

29,040円
（税抜価格26,400円）

25,080円
（税抜価格22,800円）

49,280円
（税抜価格44,800円）

20,680円
（税抜価格18,800円）

12,760円
（税抜価格11,600円）

13,860円
（税抜価格12,600円）

18,480円
（税抜価格16,800円）

15,180円
（税抜価格13,800円）

通常スピーカーHDスピーカー 通常スピーカーHDスピーカー

約1.5時間 約2.5時間

リチウムポリマーバッテリー

76～108MHz（プリセット登録10局）

約3時間 約1.5時間約3.5時間 約3時間 約1.5時間

2000ｍ  1600ｍ  1200ｍ  700ｍ  400ｍ  800ｍ  100ｍ  

Meshインターコム
8時間
Bluetoothインターコム
13時間

13時間 10時間 12時間 13時間 7時間 8時間 13時間連続使用時間：17時間
録画時間：2時間

8人Bluetooth
インターコム：4人

4人 ソロ/タンデム/
2台ツーリング

ソロ/タンデム ソロ/タンデム/
2台ツーリング

ソロ/タンデム

3ボタン

 

  

  

 

      

  
 

 

（ご注意）※1 ※2 ※4 この数値は、ご利用される環境によって異なります。 　※3 インターコム通話の場合です。
（お断り）ご使用時、サウンドの印象は使用環境や個人によって異なる場合がございます。 

（備考）本製品の開発・製造はSena Technologies Inc.です。製品名、会社名は、各社の商標あるいは登録商標です。
上記の内容は、2021年7月20日現在となります。製品仕様、内容、価格は断りなく変更される場合があります。

50 30 20 10 SF 5 3SPLUS SF

ジョグダイヤル ジョグダイヤル ジョグダイヤル ジョグダイヤル 2ボタン3ボタン 3ボタン 3ボタン

（見通しの良いところ）

※1 ※3

※2 ※3

※4

Bluetoothチップ2枚の
オーディオマルチタスク 
・グループ（8人まで）通話時
も、スマホからの音楽、ナビ
アプリ案内
・他社インターコム通話中も、
スマホからの音楽、ナビアプ
リ案内が入る

モーションセンサー内蔵
・振るだけでペアリング
・アプリを使って設定

本体簡単着脱クランプユ
ニットに、AUX入力出力
端子搭載
・充電やお店入店時などに便利
・スピーカーへの音をアクション
カメラに送ったり、周辺機器
を有線接続も可能

プレミアムHDスピーカー
（別売り）に対応

Meshチップ
+Bluetooth4.1のオー
ディオマルチタスク
・Meshグループ通話時も、
スマホからの音楽、ナビアプリ
案内
・クイック充電機能

3種類のインターコム通話
方法
1.オープンメッシュインター
コム（全9チャンネル）
2.グループメッシュインター
コム
3.Bluetoothインターコム

本体簡単着脱クランプユ
ニットに、AUX入力出力端子
搭載
・充電やお店入店時などに便利
・スピーカーへの音をアクション
カメラに送ったり、周辺機器
を有線接続も可能

プレミアムHDスピーカー
（別売り）に対応

SENA渾身のコラボモデ
ルSHOEI専用ヘルメット
内に美しくフィット 

Bluetoothチップ2枚の
オーディオマルチタスク
・グループ（8人まで）通話時
も、スマホからの音楽、ナビ
アプリ案内
・他社インターコム通話中も、
スマホからの音楽、ナビアプ
リ案内が入る

専用ヘルメット内に綺麗
に収まる
・ケーブルの長さから、ボタン
まで全て専用デザイン

ヘルメットに同化した
3ボタン
・設定メニューを起動すれば
簡単にペアリング、設定可能

3,4人のツーリングに最
適なミッドレンジモデル

バッテリー長持ち、インカ
ム通話13時間

通信距離も十分、1600m

ア プリを使って設定

簡単に着脱可能クランプ
ユニット

SENA3ボタンモデルの
代表 3モデル展開

4人までBluetoothイン
カム通話

アプリでリモコン操作

FMラジオチューナー搭載 
（SF2, SF4）

SF専用HDスピーカーと
標準スピーカー標準同梱
（SF2, SF4）

オーディオオーバーレイ
機能
・ナビアプリ案内を聞きなが
ら会話を楽しめる
(SF2/SF4）

SFシリーズ（3製品）の上
位モデル 
エ ン ト リ ー モ デ ル に
SF1/SF2を用意

アクションカメラとイン
カムが融合。1台で全てが
可能
・動画に最適な2K動画
・クリアなインカム通話や
聞いている音楽を撮影中の
動画に録音
・ループモードでドラレコ
代わりに使用
・タイムラプスモード

4人までのBluetoothイ
ンカム通話

プレミアムHDスピー
カー（別売り）に対応

プレミアムHDスピーカー
標準搭載 
・イコライザー機能で音質を
カスタマイズ
・低音、高音とも迫力かつ精細
なサウンド
・Bluetooth 5.0
・1対1通話モデル

設定しやすい液晶画面
・各種設定時の状態を一目で
チェック

ヘルメット内に収まるミニマルデザイン
・3S PLUS BOOMは、ジェットヘルメットに
・3S PLUS UNIVERSALは、フルフェイスに

SENAの最新技術
・アプリで設定、スマートインターコムペアリング、音声言
語も設定可能
・他社インターコム
・Advanced Noise Control搭載

SENA3ボタンモデルの代表 3モデル展開

4人までのBluetoothインカム通話

アプリでリモコン操作

FMラジオチューナー搭載（SF2, SF4）

SF専用HDスピーカーと標準スピーカー標準同梱
（SF2, SF4）

オーディオオーバーレイ機能
・ナビアプリ案内を聞きながら会話を楽しめる（SF2/SF4）

SFシリーズ（3製品）のエントリーモデル 
上位モデルにSF4を用意



Meshチップ+Bluetooth5.0チップのオーディオマルチタスク 
・Meshグループ通話時も、スマホからの音楽、ナビアプリ案内

プレミアムHDスピーカー標準搭載 
・イコライザー機能で音質をカスタマイズ
・低音、高音とも迫力かつ精細なサウンド

最新アプリ50 Utility 
・スマホの音楽アプリ、アドレス帳と連動
・ペアリングや、各種設定もリモコン画面から

3種類のインターコム通話方法
1.オープンメッシュインターコム（全9チャンネル）
2.グループメッシュインターコム
3.Bluetoothインターコム

ボイスコマンド
・走行中日本語で話しかけるだけでハンドルから手を離さず操作
が可能、SiriやGoogleアシスタントもボタン操作不要 

WiFiアダプター同梱
・パソコン不要、つなぐだけでファームウェアの自動更新

[50S]本体簡単着脱クランプユニットに、AUX入力出力
端子搭載 
・充電やお店入店時などに便利
・スピーカーへの音をアクションカメラに送ったり、周辺機器を
有線接続も可能

[50R]ヘルメットに貼り付け型スリムデザイン、ヘルメット
を選ばず、より目立たない。

ハイエンド ミッドレンジ エントリー


