■セナ・インターコム「#RideConnected」小冊子
サイズ：A4（210mm 297mm）
●表紙 / 裏表紙

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

2019
https://senabluetooth.jp/

https://senabluetooth.jp/
SENA

検索

https://senabluetooth.jp/member/

Jogdial倶楽部のご案内
About Jogdial CLUB
Jogdial倶楽部は、SENAインカム製品ユーザー様へのホームページです。
ご入会は、SENA正規販売店からご購入いただいた方に限られます。
ご入会方法など詳しい情報は、Sena Bluetooth Japan公式ホームページをご覧ください。

（備考）Jogdial倶楽部は、インターソリューションマーケティングによって運営されています。
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製品モデル別機能一覧
モーターサイクル

3

30K

5

20S EVO / 10S

7

SRL / SRL2

15
9

11

10C PRO
3S / 10U
SF4 / SF2 / SF1

13

SMH5 / SMH5-FM

19

TUFFTALK / SPH10 / BT10

21

R1

作業現場

サイクリング

カメラ

15

10C PRO / PRISMTUBE WIFI
周辺機器

23

SR10 / FREEWIRE / SM10 / GP10

25

RC3 / RC4 / ハンドルバーリモコン / リストバンドリモコン

リモートコントローラー

27
29
30

アプリ
上手に使う。長く使う。
SENA取扱店


【日本総代理店】株式会社インターソリューションマーケティング
〒150 - 0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-14 EXOS恵比寿ビル 5F
Mail：support@senabluetooth.jp

！

安全に関するご注意

ご使用の前に必ず「取扱説明書（ユーザーガイド）」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

URL：https://senabluetooth.jp/

【製造元】Sena Technologies, Inc.
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。
製品仕様、製品価格は断りなく変更されることがありますので予めご了承ください。
本誌内容（全部または一部）の無断使用、転載、記載、複製、転用、加工を固くお断りします。
© インターソリューションマーケティング 2019
掲載記事及び写真協力：Sena Technologies Inc.／InterSolutionMarketing inc.,
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●製品モデル別機能一覧

あなたにピッタリの一台が見つかる。

製 品 モ デ ル 別 機 能 一 覧
掲載
ページ

オーディオマルチタスク

インターコム
最大通話時間

最大同時通話人数

操作スタイル

（最大通信距離）

音楽やナビアプリ案内を
聞きながらインカム会話

ユニバーサルインターコム
他社インカムと会話

ミュージックシェアリング
タンデム仲間と音楽共有

見えないインターコム

FMラジオ

カメラ

リモコン操作

対応
SENAアプリ

製品モデル別機能一覧

製品モデル別機能一覧

インターコム

※ 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。

インターコム

充電
しながらの使用

メッシュ（公開モード）

人数無制限（1600m）



3

メッシュ（プライベートモード）

ジョグダイヤル

16人（2000m）

13時間
8時間（メッシュ通話）

-

-



-

-



Bluetooth接続

4人（2000m）
5

ジョグダイヤル

8人（2000m）

13時間



7

3ボタン

8人（1600m）

10時間



5

ジョグダイヤル

4人（1600m）

12時間

1対1



9

2ボタン・リモコン

4人（1600m）

10時間

1対1



15

ジョグダイヤル

4人（1600m）

17時間

1対1

-

カメラ+インターコム+WiFi



15

ジョグダイヤル

4人（1600m）

17時間

1対1

-

カメラ+インターコム



11

3ボタン

4人（1200m）

13時間

1対1

-

-





11

3ボタン

2人（800m）

13時間

1対1

-

-





11

3ボタン

-

-

-

-





13

ジョグダイヤル

2人（700m）

7時間

-



13

ジョグダイヤル

2人（400m）

7時間

-

9

2ボタン

2人（200m）

8時間

-



21

3ボタン

4人（900m）

12時間

-



19

ジョグダイヤル

4人（1400m）

15時間

-



19

ジョグダイヤル

4人（900m）

10時間

-

-



19

3ボタン

4人（350m）

6時間

-

カメラ+インターコム+WiFi

カメラ+インターコム



カメラ+インターコム+WiFi



カメラ+インターコム


カメラ+マイク+WiFi


カメラ+マイク

周辺機器
リモートコントローラー

2

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

る

-



-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



製品概要

用途

Bluetooth

AUX入力端子数

無線機器を
インターコムに接続

双方向
無線機接続（有線）

HFP

2

ハーレー/
Goldwingオーディオ専用

オーディオ

A2DP

Micro USB x 1/
3.5 mm Jack x 1

-

-

-

-

-

-

周辺機器
変換アダプター

レンズ絞り値

連続録画時間

録音

WiFi

撮影モード

1440p/30fps, 1080p/60fps,
1080p/30fps

135

f/2.0

2時間

自分の声/グループ会話録音

802.11g/n

写真撮影,連写撮影
ループ録画機能,タイムラプス撮影



1080p/30fps, 720p/60fps,
720p/30fps

125

f/2.0

2時間

自分の声/グループ会話録音

-

写真撮影,連写撮影
ループ録画機能,タイムラプス撮影



1440p/30fps, 1080p/60fps,
1080p/30fps

125

f/2.0

2時間

自分の声録音

802.11g/n

ループ録画機能



音楽共有アダプター

オーディオ

A2DP

1080p:30fps

125

f/2.0

2時間

自分の声録音

-

ループ録画機能



GoProにインカム会話録音
（GoPro3, 3+/GoPro4用）

-

HFP



3ボタン

インターコム
操作

メディア
機器操作

ペアリング
操作



4ボタン

インターコム
操作

メディア
機器操作

ペアリング
操作




ジョイスティック インターコム
操作
＋2ボタン

メディア
機器操作




ジョイスティック インターコム
操作
＋2ボタン

メディア
機器操作



設置場所

バッテリー

両面テープで
貼れる場所

CR2016
（交換式）

5ヶ月

-

ハンドルバー

CR2016
（交換式）

5ヶ月

-



対応モデル

アプリ
30K Utilityアプリ

30K

SENA Utility アプリ

20S, 20S EVO, SRL, SRL2
10S, 10U, 10C, 10C PRO, R1, TUFFTALK

2

SENA SF Utility アプリ

SF1 / SF2 / SF4

-

SENA Camera アプリ

10C PRO, PRISM TUBE WIFI

連続待受時間 充電時間

-

-

カメラボタン操作

アンビエントボタン操作

ペアリング
操作

-

-

ハンドルバー

リチウムポリマー
（充電式）

3ヶ月

2時間

ペアリング
操作

-

-

腕に

リチウムポリマー
（充電式）

3ヶ月

2時間

(インターコム側の機能による） (インターコム側の機能による）




レンズ画角

機能

-

-

画質

操作スタイル



作業現場

作業現場



-



リング
サイク

リング
サイク

カメラ

-

-

モーターサイクル

モーターサイクル



（ご注意）
※ 上記のモデル別機能一覧は、
2019年3月4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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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●製品説明

30K

●イメージ

30K

あなたにピッタリの一台が見つかる。



インターコム
モーターサイクル

モーターサイクル

SENAのフラグシップモデル
SENA Mesh Intercom™技術がとうとう登場、これからのバイ
クライフを変える。

イメージ

30K-01 30Kシングルパック
販売価格

39,400 円（税別）

製品番号：0411168

30K-01D 30Kデュアルパック
販売価格

75,800 円（税別）

製品番号：0411169

機能

ジョグダイヤル

メッシュ（公開モード）
人数無制限（1600m）
メッシュ（プライベートモード）
16人（2000m）
Bluetooth接続
4人（2000m）

13時間
8時間（メッシュ通話）

オーディオマルチタスク

アクセサリー

SC-A0315 ユニバーサル
ヘルメットクランプキット
製品番号:0411172
価格::11,600円（税別）
SC-A0318 ユニバーサル
ヘルメットクランプキット
（スリムスピーカーモデル）
製品番号:0411173
価格::11,600円（税別）

SC-A0323
スリムスピーカーキット
製品番号:0411174
価格:5,800円（税別）

電 源 を 入 れ た ら 、冒 険 が 始 ま る 。

SC-A0129 20S専用
AUXケーブル 2.5mm-3.5mm
4極
製品番号:0411100
価格:1,400円（税別）

ユニバーサルインターコム

SC-3B-01 RC3リモコン
製品番号:0411136
価格:8,400円（税別）

ミュージックシェアリング
SC-4B-01 RC4リモコン

FMラジオ

製品番号:0411137
価格:15,400円（税別）

SC-WR-01
リストバンドリモコン

リモコン操作

30K Utilityアプリ

製品番号:041001P
価格:15,400円（税別）


30K-01 30Kシングルパック

30K-01D 30Kデュアルパック

販売価格

販売価格

39,400 円（税別）

製品番号：0411168

製品概要

購入したら観てみよう

75,800 円（税別）

製品番号：0411169

取扱店

SC-HR-01
ハンドルバーリモコン
製品番号:041001N
価格:15,400円（税別）

充電しながらの使用

もっと詳しく


https://senabluetooth.jp/
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●製品説明

20SEVO

●イメージ

20S EVO

あなたにピッタリの一台が見つかる。



ジョグダイヤル操作の先駆者、
SMH10を引き継いだ進化系モデル

さらに精悍な「顔」になった
ベストセラーモデル

日本で、また世界中のあらゆる路上でその価値を実証してきた

いままでのお気に入り機能はそのままに、固定型シャークフィ

SMH10の後継モデル。ぐっとスリムになったデザイン。

ン・アンテナになった20S EVOへと生まれ変わる。

販売価格

27,400円（税別）

20S-EVO-01D
20S EVOデュアルパック

10S-01D 10Sデュアルパック

52,800円（税別）

販売価格

製品番号：0410001UD

機能

ジョグダイヤル

65,800 円（税別）

製品番号：0411189

アクセサリー

10S-A0301 10S専用
ヘルメットクランプキット

34,400 円（税別）

製品番号：0411188

製品番号：0410001U

販売価格

8 人 、集 ま る の は 久 し ぶ り 。
あ の 絶 景 ポ イ ン ト へ 、も う 一 度 。

20S-EVO-01
20S EVOシングルパック

10S-01 10Sシングルパック
販売価格

モーターサイクル

モーターサイクル



機能

ジョグダイヤル

アクセサリー

SC-A0315 ユニバーサル
ヘルメットクランプキット
製品番号:0411172
価格:11,600円（税別）

製品番号:0411118
価格:8,800円（税別）

4人同時通話（1600m）

8人同時通話（2000m）

12時間

13時間

SC-A0318 ユニバーサル
ヘルメットクランプキット
（スリムスピーカーモデル）
製品番号:0411173
価格:11,600円（税別）

SC-A0323
スリムスピーカーキット

オーディオマルチタスク

オーディオマルチタスク

ユニバーサルインターコム

ユニバーサルインターコム

製品番号:0411174
価格:5,800円（税別）

SC-A0129 20S専用
AUXケーブル 2.5mm-3.5mm
4極
製品番号:0411100
価格:1,400円（税別）

ミュージックシェアリング

ミュージックシェアリング

SC-3B-01 RC3リモコン
製品番号:0411136
価格:8,400円（税別）

FMラジオ

FMラジオ
SC-4B-01 RC4リモコン

リモコン操作

リモコン操作

製品番号:0411137
価格:15,400円（税別）

SC-WR-01
リストバンドリモコン

Sena Utilityアプリ

Sena Utilityアプリ

充電しながらの使用

充電しながらの使用

もっと詳しく

製品番号:041001P
価格:15,400円（税別）


20S-EVO-01
20S EVOシングルパック
販売価格

34,400 円（税別）

製品番号：0411188

製品概要

購入したら観てみよう

20S-EVO-01D
20S EVOデュアルパック
販売価格

65,800 円（税別）

製品番号：0411189

取扱店

SC-HR-01
ハンドルバーリモコン
製品番号:041001N
価格:15,400円（税別）

もっと詳しく


https://senabluetooth.jp/
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●製品説明

SRL/SRL2

●イメージ

SRL/SRL2

あなたにピッタリの一台が見つかる。





モーターサイクル

モーターサイクル

J-Cruise II

SENAとSHOEIがコラボ

J-Cruise II

専用コミュニケーションシステム
NEOTEC II（注）とJ-Cruise II用

専用コミュニケーションシステム
GT-Air IIとJ-Cruise II用

20Sの機能を持つスマートで綺麗に収まる外から見えない

20Sの機能を持つスマートで綺麗に収まる外から見えない

Bluetoothインターコム。

Bluetoothインターコム。
SRL-01 シングルパック

SRL2-01 シングルパック

販売価格

販売価格

33,400 円（税別）

製品番号：0411170

33,400 円（税別）

製品番号：0411193
（備考）ブーム型マイクとケーブルマイクを同梱

機能

機能

3ボタン

ミュージックシェアリング

3ボタン

ミュージックシェアリング

8人同時通話（1600m）

見えないインターコム

8人同時通話（1600m）

見えないインターコム

10時間

FMラジオ

10時間

FMラジオ

オーディオマルチタスク

リモコン操作

オーディオマルチタスク

リモコン操作

ユニバーサルインターコム

Sena Utilityアプリ

ユニバーサルインターコム

Sena Utilityアプリ

アクセサリー

NEOTEC II（ 注）とJ-Cruise II用

GT-Air IIとJ-Cruise II用





SRL-01 シングルパック

アクセサリー

販売価格

シングルパッケージ

33,400 円（税別）

販売価格

製品番号：0411170
SC-3B-01 RC3リモコン
製品番号:0411136
価格:8,400円（税別）

SC-4B-01 RC4リモコン
製品番号:0411137
価格:15,400円（税別）

SC-WR-01
リストバンドリモコン
製品番号:041001P
価格:15,400円（税別）

SC-HR-01
ハンドルバーリモコン
製品番号:041001N
価格:15,400円（税別）

SC-3B-01 RC3リモコン
製品番号:0411136
価格:8,400円（税別）

SC-4B-01 RC4リモコン
製品番号:0411137
価格:15,400円（税別）

もっと詳しく

SC-WR-01
リストバンドリモコン

製品概要

製品番号:041001P
価格:15,400円（税別）

33,400 円（税別）

製品番号：：0411193

購入したら観てみよう

取扱店

SC-HR-01
ハンドルバーリモコン
製品番号:041001N
価格:15,400円（税別）

もっと詳しく

・ 専用コミュニケーションシステムSRLおよびSRL2は、ヘルメットに付属しておりません。

SRLは、NEOTEC II（注）とJ-Cruise IIに適応しています。

・ SRLおよびSRL2は、SENA製品です。SRLおよびSRL2は、セナブルートゥースジャパン（SENA）
によって販売およびサービスサポートされます。

SRL2（※）は、GT-Air IIとJ-Cruise IIに適応しています。
（※）SRL２には、ブーム型マイク、ケーブル型マイクが含まれます。

（注） SHOEI NEOTECⅡは仕様変更のため、
生産時期により装着可能なSRLが異なります。 詳しくはウェブサイトをご確認いただくかSHOEIもしくはSENAにお問い合わせください。
・ 専用コミュニケーションシステムSRLおよびSRL2は、ヘルメットに付属しておりません。
・ SRLおよびSRL2は、SENA製品です。SRLおよびSRL2は、セナブルートゥースジャパン（SENA）
によって販売およびサービスサポートされます。

SRLは、NEOTEC II（注）とJ-Cruise IIに適応しています。
SRL2（※）は、GT-Air IIとJ-Cruise IIに適応しています。
（※）SRL２には、ブーム型マイク、ケーブル型マイクが含まれます。

（注） SHOEI NEOTECⅡは仕様変更のため、
生産時期により装着可能なSRLが異なります。 詳しくはウェブサイトをご確認いただくかSHOEIもしくはSENAにお問い合わせください。

8




https://senabluetooth.jp/
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●製品説明

10U

●イメージ

10U

あなたにピッタリの一台が見つかる。



「外から見えない」



基本的な機能を持つ
外から見えないインターコム

カスタム設計、
外から見えないインターコム（4モデル）

2人でのインターコム通話可能。ハンズフリー電話通話、ステレ

SHOEIの特定ヘルメット、またはAraiフルフェースヘルメット

オ音楽、ナビ案内も聴くことができる。
「ミニマルなデザイン」が

の内側に収まるインターコム（RC4リモコン同梱）
。

人気。

10U Arai® フルフェース専用
（シングルパック）
販売価格
3S ブーム型マイク（3S-B）
シングルパック

3S ケーブル型マイク（3S-W）
シングルパック

販売価格

販売価格

12,400円（税別）

製品番号：041001CB

13,400円（税別）

製品番号：041001CC

39,800 円（税別）

製品番号：0411178

10U SHOEI® GT-Air専用
（シングルパック）
販売価格

39,800 円（税別）

製品番号：0411175

機能

アクセサリー

機能

10U SHOEI® J-Cruise専用
（シングルパック）
販売価格

39,800 円（税別）

2ボタン+リモコン

Ara iフルフェース専用モデル

––
販売価格

39,800 円（税別）

製品番号：0411178
RC4リモコン同梱

10U SHOEI® NEOTEC用
（シングルパック）
販売価格

39,800 円（税別）

製品番号：0411176

アクセサリー

SC-3B-01 RC3リモコン
製品番号:0411136
価格:8,400円（税別）

2人同時通話（200m）

隠せる内蔵型のインターコム

製品番号：0411177

もっと詳しく
2ボタン

モーターサイクル

モーターサイクル





SH O EI G T- Air専用モデル

––
販売価格

39,800 円（税別）

製品番号：0411175
RC4リモコン同梱

4人同時通話（1600m）
SC-4B-01 RC4リモコン
製品番号:0411137
価格:15,400円（税別）

10時間

8時間

SC-WR-01
リストバンドリモコン

見えないインターコム

オーディオマルチタスク

充電しながらの使用

ユニバーサルインターコム

製品番号:041001P
価格:15,400円（税別）

SC-HR-01
ハンドルバーリモコン

ミュージックシェアリング

製品番号:041001N
価格:15,400円（税別）

もっと詳しく

SH O EI N EO TEC専用モデル

––
販売価格

39,800 円（税別）

製品番号：0411176
RC4リモコン同梱

見えないインターコム

FMラジオ

リモコン操作

装着例

––
販売価格

Sena Utilityアプリ
ブーム型マイク（3S-B）

SH O EI J- Cru is e 専用モデル

ケーブル型マイク（3S-W）

39,800 円（税別）

製品番号：0411177
RC4リモコン同梱


https://senabluetooth.jp/

10
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●製品説明

SF

●イメージ

SF

あなたにピッタリの一台が見つかる。





小グループ（4人）ツーリングのために
（エントリーモデル）

ライダーとパッセンジャー、
2人のために（エントリーモデル）

ソロライダーのために
（エントリーモデル）

モーターサイクル

モーターサイクル



4人でのグループインターコム機能（最大1200m）、スマホとペ

一対一のインカム機能（最大800m）、スマポとペアリングして音

インターコム通話機能を省いたBluetooth接続機能を提供。ス

アリングして、音楽やナビアプリ案内を聞きながら通話（オー

楽やナビアプリ案内を聞きながらインターコム通話（オーディ

マホと接続して、音楽を聴く、電話を受ける、電話をかける。

ディオオーバーレイ機能）。

オオーバーレイ機能）。

SF4-01 SENA SF4パック

SF2-01 SENA SF2パック

販売価格

販売価格

24,800 円（税別）

製品番号：0411181

機能

3ボタン

アクセサリー

SF-A0202 SF1,SF2,SF4
共用ヘルメットクランプキット

13時間

機能

3ボタン

ユニバーサルインターコム

ミュージックシェアリング

2人同時通話（800m）
SC-3B-01 RC3リモコン

製品番号:0411136
価格:8,400円（税別）

製品番号:0411136
価格:8,400円（税別）

製品番号:0411137
価格:15,400円（税別）

SC-WR-01
リストバンドリモコン
製品番号:041001P
価格:15,400円（税別）

SC-HR-01
ハンドルバーリモコン

もっと詳しく

機能

アクセサリー

3ボタン

SF-A0202 SF1,SF2,SF4
共用ヘルメットクランプキット
製品番号:0411192
価格:7,700円（税別）

13時間

SC-3B-01 RC3リモコン

13時間

SC-3B-01 RC3リモコン

オーディオオーバーレイ

SC-4B-01 RC4リモコン

オーディオオーバーレイ

ユニバーサルインターコム

ミュージックシェアリング

製品番号:041001N
価格:15,400円（税別）

FMラジオ

アクセサリー

SF-A0202 SF1,SF2,SF4
共用ヘルメットクランプキット

製品番号:0411137
価格:15,400円（税別）

SC-WR-01
リストバンドリモコン
製品番号:041001P
価格:15,400円（税別）

SC-HR-01
ハンドルバーリモコン

リモコン操作

リモコン操作

SENA SFアプリ

SENA SFアプリ

製品番号:0411136
価格:8,400円（税別）

SC-4B-01 RC4リモコン
製品番号:0411137
価格:15,400円（税別）

リモコン操作

SC-WR-01
リストバンドリモコン

SENA SFアプリ

製品番号:041001P
価格:15,400円（税別）

充電しながらの使用

製品番号:041001N
価格:15,400円（税別）

FMラジオ

14,800 円（税別）

製品番号：0411179

製品番号:0411192
価格:7,700円（税別）

SC-4B-01 RC4リモコン

オーディオオーバーレイ

販売価格

製品番号：0411180

製品番号:0411192
価格:7,700円（税別）

4人同時通話（1200m）

SF1-01 SENA SF1パック

17,800 円（税別）

SC-HR-01
ハンドルバーリモコン
製品番号:041001N
価格:15,400円（税別）

もっと詳しく

もっと詳しく

SF4,SF2,SF1各製品の違い
充電しながらの使用

充電しながらの使用

選ぶポイント

販売価格
（税別）

最大同時通話人数
（最大通信距離）



少人数（4人グループ）で
ツーリング

24,800円（税別）

4人(1200m)



タンデムライダー、
2人ツーリングライダー

17,800円（税別）

2人(800m)

製品モデル
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ソロライダーで、
インターコム機能を省いて、 14,800円（税別）
聴く、電話を受ける。

操作は、3つのボタン
ライフスタイルで選べる
SF1/SF2/SF4

-
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●製品説明

SMH5/SMH5FM

●イメージ

SMH5/SMH5FM

あなたにピッタリの一台が見つかる。



ジョグダイヤル操作の
スタンダードモデルSMH5に
FM受信機能を追加

ジョグダイヤル操作の
スタンダードモデル

モーターサイクル

モーターサイクル



ロングセラーモデル。グローブしたまま、ジョグダイヤル直感操

ロングセラーモデル。SMH5にFMラジオ機能を内蔵したバイク

作ができる基本的なインターコム機能を持つ。

専用Bluetoothステレオヘッドセットインカム。

3つボタン操作のインターコムSF2に機能を引き継ぐ。

3つボタン操作のインターコムSF2に機能を引き継ぐ。
SMH5-UNIV SMH5
ユニバーサルキット（1人用セット）
販売価格

SMH5-FM UNIV
ユニバーサルキット
販売価格

16,400 円（税別）

製品番号：0410007G

18,800 円（税別）

SMH5-UNIV SMH5デュアル
ユニバーサルキット（2人用セット）

製品番号：0410007H

販売価格

30,800 円（税別）

製品番号：0410008G

機能

ジョグダイヤル

アクセサリー

機能

もっと詳しく

ジョグダイヤル

2人同時通話（700m）

2人同時通話（400m）

7時間

7時間

ユニバーサルインターコム

ユニバーサルインターコム

ミュージックシェアリング

ミュージックシェアリング

FMラジオ

充電しながらの使用

アクセサリー
もっと詳しく

充電しながらの使用

装着例

14
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●イメージ

10CPRO/PRISMTUBE WIFI

●イメージ

10CPRO/PRISMTUBE WIFI

あなたにピッタリの一台が見つかる。



走 っ た 記 録を
カメラ

カメラ

特 別 な も のに。
旅 の 記 憶 を共有。

カメラ + インターコム

カメラ + マイク





10C-PRO-01 10C PRO

PT10-10 PRISM TUBE WiFi

販売価格

販売価格

49,800 円（税別）

製品番号：0411190

製品概要


16



購入したら観てみよう

22,800 円（税別）

製品番号：0411191

取扱店

製品概要

購入したら観てみよう

取扱店


https://senabluetooth.jp/
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●製品説明

PRISMTUBE WIFI/10CPRO

●イメージ

10C PRO/PRISMTUBE WIFI

あなたにピッタリの一台が見つかる。

モトブログに最適

全ての冒険を記録に収めよう

カメラ + マイク

カ メ ラ + イ ンターコム

カメラに自分で話すマイク付き。スイッチをスライドしてすぐ

カメラとインターコムを一体に。グループ仲間とおしゃべり（同

に撮影開始。映像を撮影。疾走中に喋る自分の声も同時録音。

時4人）を同時に綺麗な映像と一緒に記録。



カメラ



カメラ



PT10-10 PRISM TUBE WiFi

10C-PRO-01 10C PRO

販売価格

販売価格

22,800 円（税別）

カメラ機能

画質
1440p/30fps, 1080p/60fps,
1080p/30fps

アクセサリー

PT10-A1000
PRISM TUBE WIFI用
アクセサリーキット
製品番号:0411194
価格:6,100円（税別）

レンズ画角
125°
レンズ絞り値

カメラ機能

画質
1440p/30fps, 1080p/60fps,
1080p/30fps
レンズ画角

SC-A0309 USBケーブル
（microUSB ストレート型）
製品番号:0411106
価格:1,000円（税別）

49,800 円（税別）

製品番号：0411190

製品番号：0411191

135°
レンズ絞り値

f/2.0

f/2.0

連続録画時間

連続録画時間

2時間

2時間

録音

録音

自分の声録音

自分の声/グループ会話録音

WiFi

WiFi

802.11g/n

802.11g/n

撮影モード

撮影モード

ループ録画機能

写真撮影,連写撮影
ループ録画機能,タイムラプス撮影

アクセサリー

10C-A0311 10C専用
ヘルメットクランプキット
製品番号:0411114
価格:9,400円（税別）

10C-A0101 10C専用
イヤホン用スプリッタユニット
3.5mm
製品番号:0411110
価格:::3,200円（税別）

SC-A0309 USBケーブル
（microUSB ストレート型）
製品番号:0411106
価格::1,000円（税別）

SC-3B-01 RC3リモコン
製品番号:0411136
価格:8,400円（税別）

SC-4B-01 RC4リモコン
製品番号:0411137
価格:15,400円（税別）

SC-WR-01
リストバンドリモコン

インターコム機能

製品番号:041001P
価格:15,400円（税別）

イメージ

SC-HR-01
ハンドルバーリモコン
製品番号:041001N
価格:15,400円（税別）

もっと詳しく

もっと詳しく

詳しくは、
「製品モデル別機能一覧」を
ご参照ください（1ページ）

18








https://senabluetooth.jp/
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NEOCTEC IIとJ-Cruise II用

■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●製品説明

SPH10/BT10

●イメージ

TUFFTALK

あなたにピッタリの一台が見つかる。



クリップ付きで
ハンディタイプなモデル

耳掛け型モデル

マフ付き型と
産業用ヘルメット装着型の2モデル

胸ポケットにつけて両手がフリー。手の中にはいるサイズでマ

作業に集中しながら、4人で驚くほど明瞭な通話コミュニケー

作業に集中しながら、4人で驚くほど明瞭な通話コミュニケー

イク内蔵、イヤホンで聴く。

ションが可能。

ションが可能。

作業現場

作 業 現 場︵ 汎 用 ︶



作 業 現 場︵ 汎 用 ︶



TUFFTALK
（独立型イヤーマフセット）
販売価格

49,800 円（税別）

製品番号：0410001W

販売価格

23,100 円（税別）

販売価格

製品番号：041001M

機能

3ボタン

TUFFTALK
（ヘルメット取り付け型イヤーマフセット）

SPH10-10 Bluetoothヘッドセットインターコム
（耳掛けタイプ）

BT10-01 Sena Bluetooth Mic & Intercom

販売価格

26,400 円（税別）

製品番号：0410003C

もっと詳しく

機能

ジョグダイヤル

49,800 円（税別）

製品番号：0410001S

もっと詳しく

機能

ジョグダイヤル

アクセサリー

TUFFTALK-A0110
Kenwood 2ピン変換ケーブル
製品番号:0411148
価格:4,200円（税別）

4人同時通話（350m）

4人同時通話（900m）

4人同時通話（1400m）

6時間

10時間

15時間

作業現場で役立つ
両手が使えて、
遠くと会話

TUFFTALK-A0111
MOTOROLA 2ピン変換ケーブル
製品番号:0411150
価格:4,200円
（税別）
TUFFTALK-A0112
MOTOROLA 1ピン変換ケーブル

ユニバーサルインターコム

ユニバーサルインターコム

ユニバーサルインターコム

製品番号:0411153
価格:4,200円
（税別）
TUFFTALK-A0113
ICOM 2ピン変換ケーブル

ミュージックシェアリング

ミュージックシェアリング

FMラジオ

製品番号:0411154
価格:4,200円（税別）
TUFFTALK-A0114
YAESU 1ピン変換ケーブル

充電しながらの使用

SENA Utilityアプリ

SENA Utilityアプリ

充電しながらの使用

充電しながらの使用

製品番号:0411149
価格:4,200円（税別）
TUFFTALK-A0115
MIDLAND 2ピン変換ケーブル
製品番号:0411151
価格:4,200円（税別）
TUFFTALK-A0117
ICOM 2ピン変換ケーブル
製品番号:0411152
価格:4,200円（税別）
TUFFTALK-A0116
無線機カスタム接続用オープン
エンドケーブル
製品番号:0411157
価格:4,200円（税別）
SC-A308
充電バッテリー
製品番号:0411156
価格:3,300円
（税別）

もっと詳しく

SC-A0309 USBケーブル
（microUSB ストレート型）
製品番号:0411106
価格:1,000円（税別）

20
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●R1

●イメージ

R１

あなたにピッタリの一台が見つかる。



サイクリング

サイクリング

サイクリング

ツーリング仲間（4人）同士で
インターコム通話
サイクリングヘルメットにBluetooth機能を搭載。マイクもス
ピーカー（耳をふさがない）もヘルメットに内蔵・一体化。

オニキスブラック
R1-STD-OB-L（Lサイズ）
R1-STD-OB-M（Mサイズ）
アイスブルー

R1-STD-IB-L（Lサイズ）
R1-STD-IB-M（Mサイズ）
エレクトリックタンジェリン
R1-STD-ET-L
（Lサイズ）
R1-STD-ET-M
（Mサイズ）
※ さらに詳しい内容は、ウェブサイトをご確認ください。

機能

3ボタン

アクセサリー
もっと詳しく

4人同時通話（900m）

12時間

オニキスブラック

アイスブルー

エレクトリックタンジェリン

ユニバーサルインターコム

ミュージックシェアリング

FMラジオ

リモコン操作

SENA Utilityアプリ

サイズ

カラー

重量
認証

22



Mサイズ

Lサイズ

オニキスブラック
エレクトリックタンジェリン
アイスブルー
380g

430g

ヘルメット：CE EN 1078, CPSC 1203
TELEC
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●GP10/SM10/FREEWIRE

●イメージ /SR10

あなたにピッタリの一台が見つかる。



GoPro®用インターコム
カメラアダプター

音楽、ナビなど、
パッセンジャーと共有したい。

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

GoPro® Hero3/3+/4にBluetooth機能を付

音楽とナビは ふたり一緒にクリアに聴きたい。

対応ヘッドセット：SENA 30K、SRLシリーズ、

加。撮影しながらBluetoothインターコム会話

音楽プレーヤーからのミュージックも、ナビ案

20S、10シリーズ（上記の仕様は変更されるこ

を同時に録音。

内も。1台のSM10は2台のインターコムへ分岐

とがあります）。



周辺機器 - アダプター

周辺機器



周辺機器



する。
GoPro®用インターコムカメラアダプター
GP10
（GoPro®用のBluetoothオーディオパック）
販売価格

14,400 円（税別）

製品番号：041001G

Bluetoothインターコムと無線機との通信可能。無線機を使う
ライダーのインターコムにケーブルは要らない。

FREEWIRE for HARLEY-DAVIDSON®
販売価格

製品番号：0411138

販売価格

FREEWIRE for HONDA® GOLDWING®

19,200 円（税別）

製品番号：041001B

販売価格

SR10-10 双方向無線機器用Bluetoothアダプター

29,200 円（税別）

SM10-01
Bluetoothステレオオーディオアダプター

販売価格

25,200 円（税別）

製品番号：0410004C

29,200 円（税別）

製品番号：0411139

機能

機能

機能

機能

製品概要

製品概要

製品概要

製品概要

Bluetooth

GoProにインカム会話録音
（GoPro3, 3+/GoPro4用）

音楽共有アダプター

ハーレー/Goldwingオーディオ専用

無線機器をインターコムに接続

HFP

用途

用途

用途

AUX入力端子数

Bluetooth

オーディオ

オーディオ

双方向無線機接続（有線）

2

Bluetooth

Bluetooth

A2DP

A2DP

HFP

AUX入力端子数

AUX入力端子数

2

Micro USB x 1 / 3.5 mm Jack x 1

アクセサリー

アクセサリー

SC-A0133
シガレット電源チャージャー（ジャックタイプ）

製品番号:0411019

製品番号:0411143
価格:2,700円（税別）

製品番号:0411011

価格:1,400円
（税別）

価格:1,400円（税別）

SC-A0120
Harley-Davidson®UltraClassic®用3.5mmステレオ
ジャック-7ピンDINケーブル
製品番号:0411033

価格:4,300円（税別）

SC-A0121
Honda® Gold Wing®用 3.5mm
ステレオジャック-5ピンDINケーブル
製品番号:0411034

価格:4,300円（税別）

SC-A0122
オーディオシステム用3.5mmステレオジャック5ピンDINケーブル
製品番号:0411035

価格:4,300円
（税別）

SC-A0123
オーディオシステム用3.5mmステレオジャック7ピンDINケーブル
製品番号:0411036

もっと詳しく

SC-A0124
オーディオシステム用3.5mm
ステレオジャック-6ピンDINケーブル
製品番号:0411087
価格:4,300円
（税別）

製品番号:0411050
価格:2,400円
（税別）

FREEWIRE-A0201
FREEWIRE専用サプライキット
製品番号:0411140
価格:1,600円（税別）

SC-A0106 ノキア携帯電話用
接続ケーブル（ストレート）
3.5mm 4極

SC-A0116
無線機カスタム接続用
オープンエンドケーブル

製品番号:0411012
価格:1,400円（税別）

製品番号:0411022
価格:3,100円（税別）

SC-A0110
Kenwood用2ピン変換ケーブル

SC-A0117
ICOM及びMidland用
2ピン変換ケーブル（ストレート）

製品番号:0411013
価格:3,100円（税別）

SC-A0130
FREEWIRE専用Harley-Davidson®

SC-A0111
Motorola用 2ピン変換ケーブル

製品番号:0411141
価格:5,300円（税別）

製品番号:0411014
価格:3,100円（税別）

SC-A0131
FREEWIRE専用 Honda® Gold Wing®
オーディオシステム用ステレオジャック-5ピンDINケーブル
製品番号:0411142
価格:5,300円（税別）

SC-A0112
Motorola用 1ピン変換ケーブル
製品番号：0411015
価格:3,100円（税別）

SC-A0102
ステレオオーディオ用接続ケーブル（ストレート）3.5mm
製品番号:0411019
価格:1,400円
（税別）

SC-A0113
ICOM用 2ピン変換ケーブル

製品番号:0411023
価格:3,100円（税別）
SC-A0102
ステレオオーディオ用

接続ケーブル（ストレート）3.5mm
製品番号:0411019
価格:1,400円（税別）
SC-A0105
携帯電話・スマートフォン用
接続ケーブル（ストレート）
3.5mm 4極
製品番号:0411011
価格:1,400円（税別）

製品番号:0411016
価格:3,100円
（税別）

価格:4,300円
（税別）

SM10-A0201
サプライキット（取付用品一式）



アクセサリー

SC-A0102
ステレオオーディオ用接続ケーブル（ストレート）3.5mm

SC-A0105
携帯電話・スマートフォン用接続
ケーブル（ストレート）3.5mm 4極

24

無線機をBluetooth通信に変換

SC-A0114
Vertex Standard用
1ピン変換ケーブル

もっと詳しく

もっと詳しく

製品番号:0411017
価格:3,100円（税別）

もっと詳しく

組 み 合 わ せ れ ば
使 い 方 が 広 が る

SC-A0115
Midland用 2ピン変換ケーブル
製品番号:0411018
価格:3,100円（税別）
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●製品説明

WR/HR/RC4

●イメージ

RC3

あなたにピッタリの一台が見つかる。




リストバンドリモコン

ハンドルバーリモコン

ジョイスティック

ジョイスティック

もっと詳しく



4ボタンのデザイン。

3ボタンのデザイン。

バイクのハンドルバーに挟む。20Sのアンビ

もっと詳しく

クリップで好きな箇所に、両面テープでバイ

を 装 備 。腕 や バ イ

を 装 備 。ハ ン ド ル

エントボタン、10Cのカメラボタンにも対

クのボディ部分に、またはベルクロテープで

クの車体に取り付

バーに取り付け可

応、また、10シリーズのグループインターコ

設置できるリモコン。

け可能。

能。

ム操作にも。

SC-WR-01
リストバンドリモコン

SC-HR-01
ハンドルバーリモコン

販売価格

販売価格

15,400 円（税別）

製品番号：041001P

販売価格

15,400 円（税別）

販売価格

15,400 円（税別）

もっと詳しく

8,400 円（税別）

製品番号：0411136

製品番号：0411137

機能

周辺機器 - リモートコントローラー

SC-3B-01 RC3リモコン

SC-4B-01 RC4リモコン

製品番号：041001N

機能

機能

機能

操作スタイル

操作スタイル

操作スタイル

設置場所

操作スタイル

設置場所

ジョイスティック+2ボタン

ジョイスティック+2ボタン

4ボタン

ハンドルバー

3ボタン

両面テープで貼れる場所

機能

機能

機能

バッテリー

機能

バッテリー

インターコム操作
メディア機器操作
ペアリング操作

インターコム操作
メディア機器操作
ペアリング操作

インターコム操作
メディア機器操作
ペアリング操作
カメラボタン操作
アンビエントボタン操作

CR2016（交換式）

インターコム操作
メディア機器操作
ペアリング操作

CR2016（交換式）

設置場所
バッテリー

腕に

リチウムポリマー（充電式）

連続待受時間
充電時間

3ヶ月
2時間

設置場所
バッテリー

ハンドルバー

リチウムポリマー（充電式）

連続待受時間
充電時間













5ヶ月

対応インターコム

対応インターコム









































































連続待受時間

5ヶ月

3ヶ月

対応インターコム



連続待受時間

安全なライドのために、
ハンドルから
手を離さないで
インターコム操作する

2時間

対応インターコム
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もっと詳しく



リモートコントローラー

リモートコントローラー
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●アプリ

●イメージ

アプリ

あなたにピッタリの一台が見つかる。

Utilityアプリ

30K Utilityアプリ

10C PROとスマホを
Wi-Fiで接続することで、
スマホが
カメラのリモコンに

スマートフォンの
タッチパネルを使って
視覚的にSFシリ ーズを
操作

SENAアプリを使って、
スマホからヘッドセットを
簡単設定

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

カメラの映像をスマホの画面で見ることが

インターコム、電話、音楽、ラジオの機能の

SENAアプリを使えば、スマホとヘッド

30Kを簡単に使いこなすためのスマホア

できるので、リアルタイムに画角の調整が

切り替え、インターコム通話の相手や短縮

セ ッ ト を ペ ア リ ン グ 接 続 後 、お 使 い の

プリ、30KUtility。設定画面から、30Kのあ

可能 。ビデオ解像度やタイムラプスの撮影

ダイヤルの選択もボタンを押すだけ。FM

SENAアプリの各種設定を、スマホの画面

らゆる設定や、スピードダイヤル、FMラジ

間隔といった各種設定はすべてアプリから

ラジオの選局も一覧からスムーズにできま

から簡単に行う ことができます。ペアリン

オなどの設定。リモコン機能から、ヘッド

操 作 可 能 。通 常 の 撮 影 と タ イ ム ラ プ ス や

す。

グ登録済みのインカムフレンドや、その並

セット側の操作を行わずとも、スマホの画

ループ録画モードの切り替えなどもできま

べ替え、20SやSRLの場合、グループイン

面上で、メッシュネットワーク通信、

す。

ター コム設定もできます。

Bluetoothインターコム通信、音楽プレー

アプリ

アプリ

SF Utilityアプリ

アプリ

CAMERAアプリ

ヤー操作などの各種操作ができます。

対応インターコム

対応インターコム











対応インターコム



対応インターコム



ス マ ホ を 活 用 す れ ば 、
も っ と ス マ ー ト に







#RIDECONNECTEDアプリ







あなたのスマホでつながる。
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 デザインされました。



インターコムが持つの最大通信距離や最大
通話人数の制限から解放される、モバイル



データ通信を使用したグループ会話が可能
になります。
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■SENA 小冊子 2019

サイズ：A4（210mm 297mm）
●SENA 取扱店

●上手に使う。長く使う。

あなたにピッタリの一台が見つかる。

取扱店
SENA

上 手 に 使 う ︒長 く 使 う ︒

S E N A 取 扱 店 （全国220店舗以上）
北海道から九州沖縄まで、
全 国 に 2 2 0 店 舗 以 上 で S E NA製品は取り扱われています。
S E NA 製 品 に 特 に 詳 し い 店舗もございます。
各店のSENAプロショップ

各店のSENAディーラー

取扱店

上 手 に 使 う 。長 く 使 う 。
（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、
2019年2月28日現在となります。
内容、
価格は断りなく変更される事があります。

楽 し い バ イ ク ラ イ フ が
始 ま る 。

セナ製品をもっと便利にお使いいただくために

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
● 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。

さらに詳しくなるために
● 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。

● 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。

HDインターコム（工場出荷時にはオン）
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

上手に使用するために
● 操作設定に、それぞれのSENAアプリ（スマホ）を使いましょう。
● 最新のユーザーガイドを使いましょう（会員登録してダウンロード）。
● ファームウェアを最新に（アップグレード）して使うようにしましょう。
● ユーザーガイド記載の使用上の注意を守りましょう。

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。

いになることをおすすめします。

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
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。
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