
（ユニバーサル／ジェット）

取扱説明書

BT GO Intercom System

故障かな？と思ったら、「こんなときは？」に該当する症状がないかご確認ください。
それでも正常に動作しないときは、販売店にご相談ください。

 
 

品名 BT GO お買い上げ日 　　　　年　　　月　　　日

販売店

住所

MM0010.01

安全かつ効果的な取り扱いが行えるように、次の見出しを使用しています。
見出しの意味を十分にご理解の上、正しくお使いください。

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定さ
れる内容。

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、
および物的損害のみの発生が想定される内容。

 ●シンボルマークの意味

このマークは禁止の行為であること
をあらわします。

このマークは指示を守ることを 
あらわします。

警告
本製品を道路上で使用する場合は、各地方自治体の条例、各都道府県の道路交通
法に従ってください。
大音量を聞きながら運転しないでください。
運転に必要な様々な音が聞き取れなくなり、重大な事故の原因となります。また、音に
集中すると運転意識の低下につながります。
医療機器などの近くでは電源を切ってください。
Bluetoothの電波は微弱ですが、医療向け計測器、心臓ペースメーカーなどの近くでは
使用を控えてください。
飛行機の中では使用しないでください。
電波が影響を及ぼし、事故の原因になる恐れがあります。
本製品を分解・改造しないでください。
感電や火災、やけどの原因になります。
本製品の内部に金属物、水などの液体、燃えやすい物質、薬品などを入れないで
ください。
回路がショートして火災の原因になります。

注意

注意

本製品から異臭や音がしたら、ただちに使用を中止してください。
そのまま使用し続けると、ショートして火災の原因になるおそれがあります。
高温多湿になる場所での充電、放置は避けてください。
発熱、破裂、発火、感電、本体の変形、故障の原因となるおそれがあります。
水がかかる場所で使用／保管または水没させないでください。また、本体が濡れ
た状態や濡れた手でマイクパーツや接続パーツの脱着をしないでください。
発熱、破裂、発火、感電、故障の原因となります。
本体に無理な力をかけないでください。
無理に力をかけると破損や故障の原因になります。
本製品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従ってください。
内容については各自治体にお問い合わせください。

BT GO Intercom Systemの特徴
●最大通話距離200m※1（インターカム通話）
●スマートフォン（携帯電話）と接続して、通話やミュージック再生
●GPSナビ、レーダーと接続して音声案内
●BT GO2台でインターカム通話

■パッケージ内容

■各部の名称 ■充電のしかた

■電源のON／OFF

■仕様
●Bluetooth３.0
●対応プロファイル：HSP/HF/A2DP/AVRCP
●インターカム通話距離： 最大200m※1
●インターカム登録台数：１台
●Bluetoothデバイス接続 登録台数 １台（スマートフォン、ナビ等）
●通話時間：最大８時間
●充電時間：最大 約２時間
●防水対応※2

■ソフトウェア(Firmware)のアップデート
PCと本製品をUSBケーブルで接続し、ソフトウェア(Firmware)をアップデートできます。
下記Webサイトにしたがってソフトウェア(FW)をアップデートしてください。
Webサイト：http://www.midlandradio.jp/support/dl.html
※アップデート用PCソフトウェアをPCにインストールするまで、PCと本製品を接続しないでください。
※Windows PCのみアップデートが可能です。

■装着のしかた■安全にお使いいただくために保証について

■こんなときは？

BT GOインターカムシステムをご購入いただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書は保証書も兼ねております。保証に必要な項目が記入されていることをご確認
のうえ、大切に保管してください。

本製品が故障した場合は、弊社修理窓口、またはお買い上げの販売店までお問い合わせください。
■ 保証規定
1. 製品保証期間はご購入日より１年です。保証期間内に正常な使用状態で製品の不具合が発生した場合は、当社の
判断で製品の修理、または同等品への交換を行います。

2. 必ず、購入後30日以内に商品の確認をお願いします。商品ご購入後30日以内で弊社初期不良と判定する場合は、
弊社指定の配送業者にて商品着払いで送付してください。
30日を過ぎますと、初期不良・不良や検品に関しては修理扱いとなります。お手数ですが、元払いにて商品を
ご発送ください。

3. 付属品（マイク、面ファスナーなど）の保証期間は、ご購入後30日です。ご購入の際に商品内容をご確認ください。
30日を経過すると無償交換や修理ができなくなりますのでご注意ください。

4. 保証期間内でも次のような場合は保証の対象外となります。
 (1) 保証書、または購入日が確認できる帳票類をご掲示いただけない場合。
 (2) 落下、衝撃、外的要員による破損、当社以外での修理、改造を行った場合。
 (3) 分解、改造したバッテリーを使用した場合。（バッテリーを分解、改造すると、破裂したり液漏れしたりす

ることがあります。）
 (4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧その

他の外部要因による故障または損傷した場合。
■ 免責事項
5. 本製品を道路上での使用については、各地方自治体の条例、各都道府県の道路交通法に従ってください。本製品
使用時の法的責任はすべて使用者にあり、本製品のメーカー、輸入会社、および販売会社は一切の法的な責任は
負いません。

6. 本製品の故障または使用によって生じたお客さまの保存データの消失、破損等について保証するものではありま
せん。

7. すべてのBluetooth機器が、ミッドランド機器との接続を保証しません。また、ミッドランド機器との接続によ
る他社機器に与える故障、損害、損害は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

8. 弊社商品のご使用、または不具合、故障に於いて発生する、バイク車両等の事故や障害、時間や利益の損失、不
利益の補填に関しては、一切責任を負いかねます。

■保証書
ご購入時に所定事項をご記入ください。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

　　　ボタンと　　　ボタンを同時にガイダンス（BT GOへようこそ）が流れるまで
約１秒押します。
※電源がONになると青色LEDが点滅します。

■ボリュームの調整
　　　/　　　  ボタンを約１秒押す、もしくは長押しして調整します。

　　　ボタンと　　　ボタンを同時にガイダンス（電源オフ）が流れるまで
約１秒押します。
※赤色LEDが点滅し、電源がOFFになります。

BT GOユニバーサルのイラストで説明しています。

BT GOユニバーサルのイラストで説明しています。

BT GOユニバーサルのイラストで説明しています。

通話相手にこちらの声が
聞こえない

こんな時は？ ここを確かめてください

通話相手の声が聞こえない

携帯電話とうまく連動しない

過度の風切音風

●運転中に周囲の交通状況を聞けるよう、
両耳を完全にふさいでしまうような取り
付けかたをしないよう注意してください。

●装着は完全に行ってください。本体が完
全に装着されていないと脱落する恐れが
あり危険です。

電源を入れる

電源を切る

①粘着シール付き面ファスナーを使って左
スピーカーを左側イアポケットに固定し
ます。
②粘着シール付き面ファスナーを使って右
スピーカーを右側イアポケットに固定し
ます。
③マイクを取り付けます。
　（ワイヤードマイクを使用する場合）
　粘着シール付き面ファスナーを使って、
　口元にマイクが来るように固定します。
　（ブームマイクを使用する場合）
　ヘルメットを装着した時にマイクができる
　限り口元になるよう、ヘルメットの左側に
　粘着シール付き面ファスナーで固定します。
④ヘルメットの左側に粘着シートでボタン
ユニットを固定します。

①粘着シール付き面ファスナーを使ってヘ
ルメットの左側イアポケットに左スピー
カーを固定します。

　※あらかじめ、マイクが口の前にくるように
　　シールを貼る前に位置を決めてください。

②右側スピーカー用の粘着シール付き面
ファスナーを使って、右側イアポケット
に右スピーカーを固定します。

※使用する前に必ず充電してください。

①本体のマイクロUSB端子と付属のUSB充電ケーブル
を接続します。

②USB充電ケーブルのもう一方をパソコンのUSB端子 
または、市販のUSB充電器に接続します。

③充電が開始されると、赤色LEDが点滅します。

④満充電になると青色LEDが点灯します。
※充電を開始すると電源が自動的OFFになります。
充電中に使用する場合は、電源をONにしてください。

④本体からUSB充電ケーブルを外します。
※購入時、最初の充電は約６時間です。
その後は約２時間で満充電となります。

※「使いかた」は裏面へ

総代理店：株式会社LINKS
〒604-8025　京都市中京区下大阪町349-6 イシズミビル７F
TEL：075-708-2362　　E-mail：info@linksofjapan.jp
http://www.midlandradio.jp

製 造 元：Midland Radio Corporation
http://www.midlandradio.com

※1　妨害電波が無く、見通しの良い環境下。推奨有効距離は約50mです。
※2　日常生活防水。

本体にマイクが確実に取り付けられているか確認してください。
ワイヤードマイクをご使用の場合、マイクスポンジが平面に
カットされた側が口側に向いているか確認してください。
音量を上げてください。
本機の電源がONになっているか確認してください。
バッテリーが十分に充電されているか確認してください。
携帯電話が通話可能かどうか確認してください。
携帯電話のBluetooth機能がONになっているか確認してください。
ペアリング情報を初期化後、再度ペアリングしてください。
風の影響の少ない場所へマイクを移動させてください。

BT GOユニバーサル
●BTGOユニット：1セット
●フルフェース用ワイヤードマイク：1個
●オープンヘルメット用マイク：1個
●USB充電ケーブル：1本
●スペアマイクロフォンスポンジ/スペアスピーカー用面ファスナー：1枚

BT GOジェット
●BTGOユニット：1セット
●USB充電ケーブル：1本
●スペアマイクロフォンスポンジ/スペアスピーカー用面ファスナー：1枚

BT GOユニバーサル

BT GOジェット

BT GOユニバーサル

BT GOジェット

左スピーカー

ブームマイク

ワイヤードマイク
右スピーカー

マイクロ
USB端子

－ボタン ＋ボタン

ボタンユニット LED

（ユニバーサル）

（ジェット）

左スピーカー

ワイヤードマイク
ボタンユニット

ボタンユニット

ブームマイク

ブームマイク

右スピーカー

左スピーカー 右スピーカー

USB充電ケーブル

左スピーカー右スピーカー

マイクロ
USB端子

マイク

＋ボタン

－ボタン

LED

市販のUSB充電器

左スピーカー

LED

マイクロ
USB端子

面ファスナー

面ファスナー



①　　　ボタンを押すと数秒後に音楽が再生されます。
※音楽が聞こえない場合は、もう一度　　　ボタンを押してください。
※インターカム通話中に音楽を聴くことはできません。
※スマートフォンやミュージックプレーヤーがスキップ／リピートに対応している場合、
　スキップ／リピート操作が可能です。

　　　　　ボタン（短押し）　　　　　：再生／停止
　　　　　ボタン（ダブルクリック）　：次の曲へ
　　　　　ボタン（ダブルクリック）　：曲の先頭へ

※選曲はペアリングしたスマートフォンやミュージックプレイヤーで行います。

■使いかた BT GOユニバーサルのイラストで説明しています。

BT GOとのペアリング
①１台目のBTGOを電源ON状態から　　　ボタンを赤色と青色のLEDが
交互に点滅するまで約５秒押します。
②２台目のBTGOを電源ON状態から　　　ボタンを赤色と青色のLEDが
交互に点滅するまで約５秒押します。
③しばらくすると、ペアリングが完了し、赤色LEDの点滅から青色LEDの
点滅になります。

※　　　ボタンに登録できるBTGOは、１台です。
※ペアリングする毎にペアリング情報は、上書きされます。
※ペアリングをキャンセルする場合は、　　　ボタンを
　ダブルクリックします。

①他のMIDLAND製品のユニバーサルインターカム機能（他社インカム製
品とペアリングする）の手順で、ぺアリングモードにしてください。
②BTGOを電源OFFの状態から　　　ボタンを赤色と青色のLEDが交互に
点滅するまで約5秒押します。
③しばらくすると、ペアリングが完了し、赤色LEDの点滅から青色LEDの
点滅になります。

※　　　  ボタンに登録できる他のMIDLAND製品は1台です。
※BTGOの　　　  ボタンには携帯電話の登録も可能ですが、ぺアリングする毎にペア   
　リング情報は上書きされますので、ご注意ください。
※ペアリングをキャンセルする場合は、　　　ボタンを
　ダブルクリックします。

スマートフォン/ナビ/レーダー等のBluetooh対応機器とのペアリング
①電源OFF状態から　　　ボタンを赤色と青色のLEDが交互に点滅するまで約５秒押します。
②スマートフォン等のBluetooth機器のBluetooth検索をONまたは、
ペアリング状態にします。
※スマートフォン等が認識すると、Midland BTGOと表示されます。
※スマートフォン等のBluetooth機器のペアリング方法や操作については、
　お使いの機器付属の取扱説明書を参照してください。

③Midland BTGOを選択します。PINCODEを要求された場合、
００００を入力します。
※ペアリングが完了すると、赤色LEDの点滅から青色LEDの点滅になります。

※　　　ボタンに登録できるBluetoothデバイスは、１台です。
※ペアリングする毎にペアリング情報は、上書きされます。
※ペアリングをキャンセルする場合は、　　　ボタンをダブルクリックします。

ペアリング操作　

◎初めてお使いになるには、ペアリングが必要です。
インターカム通話する場合、BTGOとのペアリングが必要です。
スマートフォン等のBluetoothデバイスを使用する場合もペアリングが必要です。

◎音楽を聴くには、ペアリングが必要です。
BT GOで音楽を聴くにはスマートフォンやミュージックプレイヤーとの
ペアリングが必要です。

通話をやめる
①　　　ボタンを押します。
※インターカム通話前に音楽を聴いていた場合は、音楽に自動的に戻ります。
※インターカム通話中に音楽を聴くことはできません。

音楽を聴く

音楽を聴いている時にリダイヤル発信する
①　　　ボタンを押して音楽を停止する。
②　　　ボタンをダブルクリックしてリダイヤル発信する。

音楽を聴いている時にインターカム通話する
①　　　ボタンを押し、インターカム通話します。
　※インターカム通話終了後、自動的に
　音楽再生に戻ります。

音楽を聴いている時のインターカム呼び出しの応答
①自動的にインターカム通話になり、通話します。
　※インターカム通話終了後、自動的に音楽再生に戻ります。

インターカム通話

スマートフォンやミュージックプレイヤーで音楽を聴く

操作一覧表

ペアリング情報のリセット
本製品に登録した接続機器の全てのペアリング情報をリセットします。
※バッテリーが十分に残っている状態で行ってください。

電源OFFから　　　ボタンと　　　ボタンを同時に青色LEDが約３秒点灯するまで
約７秒間押します。

操作モードの切り替え方

GPSナビ／レーダーの音声案内（※Bluetooth対応機器）
GPSナビやレーダーをペアリングするとナビ等からの音声案内を聴くことができます。
インターカム中に音声案内が入った場合、インターカム通話は、音声案内終了まで中断
されます。
※お使いのBluetooth機器によっては、インターカム通話が優先される場合があります。

他のMIDLAND製品とのペアリング

その他の機能

自動応答モード：オン
自動応答モード：オフ

音声ガイダンス 設定値
自動応答モードオン
自動応答モードオフ

電源ON/OFF

ボリューム調整

発着信操作

音楽の再生/停止

BTGO同士のインターカム通話

ＢＴＧＯとのペアリング

自動応答モード設定

スマートフォン等のBluetooth機器とのペアリング

ペアリング情報のリセット

電源ON
電源OFF

音量アップ
音量ダウン

ボイスダイヤル発信※

リダイヤル発信

着信応答
通話の終了
着信拒否
※携帯の音声認識機能起動

再生
停止
スキップ
リピート

通話開始
通話終了

オン／オフ切替（トグル設定）

ペアリング（ＢＴＧＯ）

ペアリング（Bluetooth機器）

リセット 

スマートフォン／
ミュージックプレーヤー

自動応答モードの設定
自動応答モードとは、着信が８秒継続したら自動的に応答する機能です。
※バッテリーが十分に残っている状態（バッテリーローでない状態）で行ってください。

電源ONから　　　ボタンを設定値がガイダンスされるまで約７秒間押します。
※設定する毎にオン/オフが交互に切替わります。

①　　　ボタンを押します。
数秒後に自動的に通話が開始されます。
※相手が通話中等で通話できなかった場合、しばらく待って
　再度　　　ボタンを押してください。

呼び出し、通話する

通話をやめる
　　　ボタンをクリック（短押し）します。

①　　　ボタンをダブルクリックし、「接続完了」の
音声案内が流れることをご確認ください。
②再度　　　ボタンをダブルクリックします。
数秒後に自動的に通話が開始されます。
※「接続完了」の音声案内が流れている場合は上記②の操作
　 のみ行ってください。
※相手が通話中等で通話できなかった場合、しばらく待っ
　て再度　　　 ボタンをダブルクリックしてください。

呼び出し、通話する

　　　ボタンと　　　ボタンを同時に約１秒押す
　　　ボタンと　　　ボタンを同時に約１秒押す

　　　ボタンを約１秒押す、もしくは長押し
　　　ボタンを約１秒押す、もしくは長押し

　　　ボタンをダブルクリック
　　　ボタンをダブルクリック
　　　ボタンをクリック
　　　ボタンをクリック
　　　ボタンを約３秒間押す

　　　ボタンのクリック
　　　ボタンのクリック
　　　ボタンのダブルクリック
　　　ボタンのダブルクリック

　　　ボタンをクリック
　　　ボタンをクリック

　　　ボタンを約７秒押す

　　　ボタンを約５秒押す

電源OFFから　　　ボタンを約５秒押す

電源OFFから　　　ボタンと　　　ボタンを同時に約７秒押す

ダブルクリック
1クリック後に

電話をかける
電話のかけ方は3通りあります。
Ａ：スマートフォンから直接ダイヤルする。
※携帯電話の機種によっては、携帯電話の音声をBluetoothに
　切り替える必要があります。

Ｂ：　　　ボタンをダブルクリックし、スマートフォンの
 リダイアル発信機能を使用する。
Ｃ：スマートフォンの音声認識を使用する。
①　　　ボタンをダブルクリック。
　②スマートフォン（携帯電話）の音声認識機能使って話し
　ます。
※スマートフォンが音声認識機能に対応している必要があります。
※音声認識の精度は、スマートフォンの音声認識機能に依存します。

着信に応答する
着信に応答する方法は2通りあります。
Ａ：　　　ボタンを押し、着信に応答する。
Ｂ：自動応答モードを使用する。
  自動応答モードとは、着信が８秒継続したら自動的に
  応答する機能です。
 （設定方法は、「その他の機能」→「自動応答モードの設定」）を参照。
※音楽を聴いている場合は、音楽が自動的に停止し、着信音に切り替わります。
※インターカム通話中は、インターカム通話が切れ、着信音に切り替わります。
　また、通話終了後に自動的にインターカム通話に戻ります。

電話を切る
通話中の電話の切り方は3通りあります。

Ａ：相手が電話を切るまで待つ。
　（自動的に電話が切れます。）

Ｂ：　　　ボタンを押す。

Ｃ：スマートフォンを操作して電話を切る。

着信中の電話に出たくない場合
　　　ボタンを３秒間押します。

スマートフォン（携帯電話）で通話

スマートフォン
（携帯電話）で
電話を切る

8秒後に自動応答

3秒

ダブルクリック

クリック

Ａ

Ａ

B

B

C

BT GO

BT GO

BT GO
BT GO

BT GO

BT GO

BT GO BT GO

BT GO

BT GO BT GO

BT GO
他のMIDLAMD製品

他のMIDLAMD製品BT GO

BT GO他のMIDLAND製品

“○○に
電話して”

BT GO

BT GOとの通話 他のMIDLAND製品との通話


