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１．BT UPDATER PRO を Windows PC へインストールする 

  

BT UPDATER PRO は、BTX1 PRO/BTX2 PRO/BTNEXT PRO 専用の BT UPDATER です。 

 旧モデル（BTX1FM/BTX2FM/BTNEXTC 等）は、ご使用になれません。 

  旧モデルの方は、BT UPDATER をインストールして下さい。 

 

 以下の手順に従って、BT UPDATER PRO を Windows PC へインストールして下さい。 

 

【手順】 

 （１）以下、URL より、“BT UPDATER PRO_Version No. .exe”をダウンロードします。 

    http://www.midlandradio.jp/support/dl.html の“２．全モデル共通アップデートソフトを 

ダウンロードして下さい”の下、BT UPDATER PRO_Version No. （PRO 専用）のリンクを 

右クリックし“対象をファイルに保存”をクリックして下さい。 

 （２）ダウンロードした“Setup_BtUpdaterPro_(Version No.).exe”をダブルクリックして下さい。 

 （３）以下のメッセージがされた場合、“実行”又は“はい”を選択して下さい。 

    “この不明な発行元からのアプリが PC に変更を加えることを許可しますか？” 

    “次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへ変更を許可しますか？” 

    “発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか？” 

  （４）“日本語”を選択し、“OK“をクリックして下さい。 

      

 （５）“次へ”をクリックして下さい。 

  

  

http://www.midlandradio.jp/support/dl.html


- 2 - 

 

  

（６）“次へ”をクリックして下さい。 

     

 

（７）“次へ”をクリックし下さい。 

     

（８）“次へ”をクリックして下さい。 

      

 

（９）“次へ”をクリックして下さい。 
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（１０）“インストール”をクリックして下さい。 

    

（１１）“次へ”をクリックして下さい。 

    

（１２）“完了”をクリックして下さい。 

    

（１３）“完了”をクリックして下さい。 
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（１４）以下の画面が表示されます。 

“終了”をクリックして、BT UPDATER PRO を終了させて下さい。 

    

 

２．BT UPDATER PRO を起動する。 

 

（１）付属のマイクロ USB ケーブルを使用してインカムと PC を接続します。 

※お使いの USB ケーブルがインカムを２台接続可能なケーブルの場合、インカムを 1 台のみ接続して下さい。 

（２）ディスクトップ画面上の BT UPDATER PRO のショートカット をダブルクリックします。 

   以下の様な操作画面が表示されます。 

    

   ※BT UPDATER PRO インストール後、初めての PC とインカム接続時は、ドライバーをインストー

ルしている為、起動画面が表示されるまで暫くかかる場合があります。 

   ※暫くまっても起動しない場合は、BTUPDATER PRO をアンインストール後、 

再インストールして下さい。又は、“USB ドライバーの手動インストール”を参照し、 

ドライバーをインストールして下さい。 

 

（３）操作方法は、“操作説明“のページを参照して下さい。 
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３．操作説明（１） 

※設定を変更した場合は、かならず最後に“保存(書込み)”ボタンをクリックして下さい。 

※下記操作画面は、BTX1PRO を元に作成してあります。 

 

 

                         

  

インターカム通話中に通話を切断することなく 

HSP のレーダーの音声を聞くことが出来る設定です。 

通常は、ON でご使用下さい。 

 

インカム名称が表示されます。 

ファームウェアのバージョンが表示されます。 

ボイスアクティベーション機能の設定をします。 

図の緑丸で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きま

す。設定を選択し、“設定“ボタンを押して下さい。 

ボイスアクティベーション機能の反応する感度を設定します。 

現状の設定のままでご使用下さい。 

メモリー１~６に登録された FM ラジオ局が表示されます。

メモリー登録内容を変更したい場合は、上下矢印又は、直接

数字を入力します。 

インカムの設定を初期値にします。画面

の指示に従い操作して下さい。 

 

インカムの設定内容を読込みます。 

使用する言語を選択します。このボタンを押すと言語の一覧

が表示されますので、使用する言語を選択します。 

 

FM ラジオ機能の有効/無効を設定します。 

有効の場合：はい 

無効の場合：いいえ  

を選択します。 

 

直前に聴いていたラジオ局の周波数です。 

直前に聴いていた FM ラジオ局をメモリーに登録したい場合

は、この周波数を FM ラジオステーションメモリーに登録し

て下さい。 

 

ユピテルナビを使用する場合、オンにします。 

オンの場合、ミュージックシェア機能は、使用できなくなります。 

RDS 機能の設定をすることが出来ます。日本国内で使用する

場合は RDS オフを選択して下さい。 

 

 
FM ラジオの国設定です。日本国内で使用する場合、 

”はい”を選択して下さい。 

 

 

ファームウェアの更新ボタンです。画面の指示に従ってファ

ームウェアを更新して下さい。 

 

B UPDATER PRO の終了ボタンです。 

 

設定内容をインカムへ書込みます。 

設定を変更した場合は、必ずこのボタンをクリ

ックして下さい。 
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４．操作説明（２） 

※設定を変更した場合は、かならず最後に“保存(書込み)”ボタンをクリックして下さい。 

※下記操作画面は、BTX1PRO を元に作成してあります。 

 

 

                          

 

 

                             

 

 

  

AGC（自動音量調整）機能の ON／OFF を設定します。 

インカムの基準となる音量を設定します。黒で囲まれ

た部分をクリックすると設定画面が開きます。音量を

選択し、“はい”をクリックして下さい。 

 

通話中の外部入力端子の有効/無効を設定

します。 

“いいえ”のままでご使用下さい。 

マイクの感度設定です。 

青丸で囲まれた部分をクリックすると設定

画面が開きます。感度を選択し、”はい”をク

リックして下さい。 

AGC 機能の音量を設定します。 

オレンジで囲まれた部分をクリックすると

設定画面が開きます。音量を選択し、 

”はい”をクリックして下さい。 

AGC 機能の音量の他にバイクの種別により、微調整する

ことができます。緑で囲まれた部分をクリックすると設定

画面が開きます。バイク種別を選択し、 

”はい”をクリックして下さい。 
 

 

短縮ダイアルを登録することが出来ます。 

図の丸で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開き

ます。 

キーボードの数字キーとバックスペースを使用して短縮

ダイアルを入力します。短縮ダイアルを設定する場合

は、“はい”をキャンセルする場合は、“いいえ”をクリ

ックします。 

入力されている短縮ダイアルを全て消すには、削除をク

リックします。 

設定内容をインカムへ書込みます。 

設定を変更した場合は、必ずこのボタンをクリ

ックして下さい。 

B UPDATER PRO の終了ボタンです。 
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５．インカムのファームウェア（ソフトウェア）をアップデートする 

 以下の手順に従って、ファームウェアをアップデートします。 

 

【手順】 

（１）お持ちのインカム機種（BTNEXT PRO/X２PRO/X1PRO）に対応するファームウェアを 

   以下 URL からダウンロードし、保存して下さい。 

http://www.midlandradio.jp/support/dl.html の“３．お持ちの BT シリーズにあったファームウェア 

をダウンロードして下さい”の下からダウンロード。 

   ※ファームウェアは、Zip ファイルになっておりますが、解凍しないで下さい。 

    インターネットエクスローラの場合、お使いのファームウェアのリンク上に 

マウスのカーソルを置き、右クリックし、対象をファイルに保存を選択するとファームウェアを 

保存することが出来ます。 

（２）インカムを付属のマイクロ USBケーブルを使用して PCへ接続して下さい。 

※お使いの USB ケーブルがインカムを２台接続可能なケーブルの場合、インカムを 1 台のみ接続して下さい。

インカム２台同時にファームウェアをアップデートすることは、出来ません。 

（３）BT UPDATER PRO を起動して下さい。以下の様な画面が表示されます。 

    

（４）“ファームウェアの更新”をクリックします。 

    

  

http://www.midlandradio.jp/support/dl.html
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（５）ファイル選択のダイアログが開きますので、上記（１）で保存したディレクトリーに移動し、 

アップデートするファームウェアを選択し、“開く”を選択して下さい。 

※アップデートするファームウェアは、上記（１）で保存したファイル（＊＊＊＊.zip）になります。 

 

（６）以下の画面が表示されますので、“進める”をクリックして下さい。 

   ファームウェアのアップデートが開始されます。 

    

※ファームのアップデートが完了するまで、インカムを PC から外さないで下さい。 

 

（７）ファームウェアの更新が成功すると以下の画面が表示されます。“OK”をクリックして下さい。 

     

 

（８）ファームウェアのアップデートが完了すると以下の画面が表示されます。 

   希望したファームウェアのバージョンになっていることを確認して下さい。 
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（９）インカムを初期化（工場出荷状態）にします。 

   ①“デフォルトに戻す”をクリックします。 

      

    

  ②“はい”をクリックします。 

      

 

（１０）下記画面に戻ったら、インカムを PC から外して下さい。 

（１１）携帯電話／ナビ等に登録されているインカムのペアリング情報を削除して下さい。 

（１２）再度、携帯電話／ナビ等 使用されるブルートゥース機器とのペアリングを行って下さい。 
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６．USBドライバーの手動インストール 

Windows はミッドランドのインカムを Generic Bluetooth device として認識する場合があります。 

この場合は、USB ドライバーを手動でアップデートする必要があります。 

 

以下の手順に従ってドライバーをインストールしてください。 

【手順】 

（１）付属のマイクロUSBケーブルを使用してPCにインカムを接続します。 

（２）デバイスマネージャーを開きます。 

        デバイスマネージャーの開き方は、お使いのPC又はOSの種類によって異なります。 

お使いのPC付属の取扱説明書等を参照し、デバイスマネージャーを開いて下さい。 

   【例】 

           Win7：[スタート]-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティー]の順にクリックして行きます。 

         システムのカテゴリーより、[デバイスマネージャー]をクリックします。 

           Win8.1/10:ディスクトップ画面でWindows（ 田 ）キーとXキーを同時に押します。 

           表示された一覧から[デバイスマネージャー]をクリックします。 

（３）デバイスのリストからBluetoothをダブルクリックします。 

   Bluetooth下のデバイスリストが表示されます。 

（４）“Generic Bluetooth radio”を右クリックするとメニューが表示されます。 

（５）“ドライバーソフトの更新“をクリックするとドライバーソフトウェアの更新画面が表示されます。 

（６）“コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します“をクリックします。 

（７）“コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します”をクリックします。 

（８）ディスク使用ボタンをクリックします。 

   フロッピーディスクからのインストール画面が表示されます。 

（９）“参照”をクリックします。 

（１０）お使いのPCに合わせて 以下のフォルダー下の“csrbc.inf”をクリックした後、”開く“をクリックします。 

          ドライバーのインストールが開始されます。 

    Win8以降の64bit PC   ➡ C:\Program Files (x86)\BtUpdaterPro\Drivers\Win8\Win64 

                         32 bit PC ➡ C:\Program Files (x86)\BtUpdaterPro\Drivers\Win8\Win32 

        その他の64bit PC   ➡   C:\Program Files\BtUpdaterPro\Drivers\Win8\Win64 

                   32bit PC   ➡  C:\Program Files\BtUpdaterPro\Drivers\Win8\Win32 

（１１）ドライバーの更新が成功するとデバイスマネージャーの“シリアルバスコントローラ”の下に 

    “CSR BlueCore Bluetooth”が表示されます。 

（１２）PCからインカムを外して下さい。以上でドライバーの手動アップデートは、終了になります。 


