
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。
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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
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 MINI の特徴
●高音質Hi-Fiスピーカー標準搭載
●スマートフォーンと接続して通話や音楽再生
●BT MINI 2台で最大200 mのインターカム通話
（タンデムでのご使用がお勧めです。）

■BT MINIの簡単操作

■中身を確認しましょう（同梱物）

■充電のしかた

■電源のON／OFF

■基本性能
●Bluetooth 3.0 チップセット搭載 ●接続プロファイル：HFP, A2DP, AVRCP
●スマートフォーンなどの機器とBluetooth接続 ●DSPノイズキャンセレーション 機能搭載
●ワイヤレスヘッドセットとして、スマートフォーンから音楽、ナビなどの音声を
Hi-Fi スピーカー音源で聴く事が可能

●接続されているスマートフォーンから、着信応答や、電話発信する事が可能
●タンデム間通話インターカムとして、接続可能 ●最大通信距離200m インターカム通話可能
●連続インターカム通信時間　最大８時間 ●充電時間　２時間　　●防水仕様　IPX6相当

■装着のしかた■操作一覧表

■安全にお使いいただくために

BT MINI 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。
ご使用になる前に本書を必ずお読みいただきその手順に従ってください。本書はいつでも参照
できるように大切に保管してください。

コントロールボタンとボリュームマイナスボタンを
同時に1秒押す
オーディオキットが装着されている場合は起動後に、
「電源オン」とバッテリー残量のアナウンスが流れます

■ボリュームの調整
プラス/マイナス ボタンを短く押して調整する

コントロールボタンとボリュームマイナスボタンを
同時に1秒押す
オーディオキットが装着されている場合は起動後に、
「電源オフ」のアナウンスが流れます

●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

使用する前に必ず充電してください。

同梱のUSB-タイプC コネクターケーブルを使用して充電を行います。
USBサイドは、パソコンやUSBコネクターのある電源ポートに
指して充電を始めます。
本機、充電残量がない状態からおおよそ２時間でフル充電となります。
充電中は、本機LEDランプが赤色に点滅します。

※コネクター　USBタイプCを使用しており、充電用とオーディオ
キットの接続を兼用しています。（両方同時の使用はできません）

注意

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.midlandeurope.com

※同梱物は、予告なく変更する事が
ございます。

ダブルクリック

ダブル
クリック

ダブル
クリック

ダブルクリック

または

音楽再生中に

音楽再生中に

同時に1秒

3秒

3秒

電源オフから5秒

BT MINIの取り付け

BT MINIの取り外し

マイクとスピーカーの取り付け

オーディオキットの取り付け

ダブル
クリック

電源オフから5秒

高音質　　　　　　　　　　搭載高音質　　　　　　　　　　搭載
コントロールボタンによる簡単操作コントロールボタンによる簡単操作
「いい音」でスマートフォーンから音楽を楽しめる「いい音」でスマートフォーンから音楽を楽しめる

コントロールボタン

USB-タイプCコネクター

コネクター※

コネクター※

プラスボタン

マイナスボタン

多機能操作ボタン
ペアリングや音楽再生等の操作が
このボタンで可能

ボリュームを上げる

ボリュームを下げる

プラスボタン

マイナスボタン

コントロールボタン

マイナスボタン

名称（型番）

最初に、ヘルメットへの本機の取り付けを行います。
同梱の強力粘着テープを使用するので、ヘルメット貼付面
の油分などの汚れを除去して、きれいな状態にします。
粘着テープの剥離紙を剥がさない状態で、
ヘルメット左耳サイドのなるべく平面な部分を
探し、位置決めを行います。

【ヒント】
位置決めの際には、必ず粘着テープマウントと本機を
装着した状態で確認を行い、本機・ヘルメットの操作に
支障が生じないか確認してください。

粘着テープマウントは、両サイドに切れ込みが入っています。
切り込みを部分を折り曲げ、位置決めを行なった後に、
粘着テープの剥離紙を剥がし、粘着テープの両端が必ず
ヘルメットに密着する状態にて設置してください。

粘着テープマウントの装着が終われば、インカムを
装着します。マウントの穴にインカムのフックを掛け、
スライドダウンしてロックさせます。

クリップ上部(A)を押しながら、
インカムを上にスライドさせてロックを解除させます。

ヘルメットの中で、スピーカーの位置を仮決めして音楽などを鳴らし、
スピーカーの位置(音の出方）
を検証してください。

オーディオキットの端子を本体のコネクターに接続します。

※コネクター　USBタイプCを使用しており、充電用とオーディオ
キットの接続を兼用しています。（両方同時の使用はできません）

【ヒント】
・スピーカーの音圧が足りない、音が聞こえづらいなどの問題の多くはスピーカーの
位置調整で直る場合が多いです。
・スピーカーの位置決めができたら、面ファスナーテープを貼りスピーカーを
ヘルメット内部に固定します。配線をヘルメット内装の中にしまいます。

同時に、マイクを設置します。
フルフェイスヘルメットには、フルフェイスマイク、
ジェットヘルメット、システムヘルメットには、
ブームマイクが適しています。
マイクは指向性タイプとなっています。
特にブームマイクの場合は、マイクの向き
（表裏）に注意して設置ください。

【ヒント】
・インカムのマイクは、指向性があります。　相手に対して声が通りにくいなどの
問題が有る場合は、マイクの位置を修正する事で改善される場合が多いです。
・ブームマイクは、左耳の近くにマイクの根元がくるように設置します。

【ヒント】
位置決めはしっかりと行ってください。
貼り間違いによる再利用はおすすめできません。

【ヒント】
インカムが充電された状態で行います。

NGの場合

すきまありNGヘルメット

粘着テープマウントOKの場合

多少のすきまはOK

切れ込み

A

BT MINI 同士の
インカム通話
開始 ・終話

曲の先頭へ

次の曲へ

再生/一時停止

音声認識機能の
起動

1ビープ

1ビープ

1ビープ

開始 1ビープ

1ビープ

終話 2ビープ

青色点滅電源オン+
バッテリー残量

電源オン・オフ

1ビープ

電話に出ない

電話着信応答
電話を切る

青色点滅ペアリング完了ペアリング完了

赤青の
速い点滅ペアリング

Bluetooth機器との
ペアリング開始

2ビープ

赤色点滅電源オフ

操作一覧 BT MINIの操作 音声案内 ビープ音 LEDライト

満充電
充電中 赤色点滅

青色点灯

まず音を聞いてみましょう

スマートフォーンの音声認識機能（Siri等）を
利用することが可能です。

1. オーディオキットを装着しましょう。

2. スマートフォーンとペアリングしましょう。

3. 音楽を再生しましょう。

BT MINI とスマートフォーンがペアリングされた状態で、
BT MINIのコントロールボタンをダブルクリック（2回短押し）
してください。音声認識機能が起動します。

「近くのコンビニを探して」
「○○さんに電話して」等、
BT MINIのマイクから話しかけてください。

オーディオキットの端子を本体のコネクターに
接続します。

コントロールボタンを3秒押すと数秒後に音楽が再生されます。

①電源OFF状態から[コントロール]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。
③Midland BT MINIを選択します。
PINCODEを要求された場合、
００００を入力します。

BT MINIをご購入いただきありがとうございます。

コネクター

Midland BTMINI
Pairing
MENU

Pairing
Code: 0000

BT MINI

BT MINI
フルフェイス用マイク
L1415

ジェット用マイク用
マイクスポンジ
84-01

BT MINI
スピーカー・マイク
面ファスナーテープ
L1428

BT MINI
粘着テープマウント
L1427

BT MINI
Hi-Fiスピーカー（36mm）
L1423

BT MINI
オーディオコネクティングケーブル
L1424

BT MINI
USB タイプC 充電ケーブル
充電ケーブル
L1426

BT MINI
ジェット用マイク
L1425

取扱説明書

PREMIUM ESSENTIAL

USB充電ケーブル
市販のUSB充電器

LED

オーディオキットの
端子部

links3
ハイライト表示

links3
ハイライト表示



◎音楽を聴くには、ペアリングが必要です。
①[コントロール]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[コントロール]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。

　　[コントロール]ボタン（3秒押し） ：再生／停止
　　[プラス]ボタン（ダブルクリック） ：次の曲へ
　　[マイナス]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も可能です。

■使いかた

①１台目のBT MINIを電源ON状態から[マイナス]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。
※ペアリングをキャンセルする場合は、[マイナス]ボタンをダブルクリックします。

②２台目のBT MINIを電源ON状態から[マイナス]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。
※[マイナス]ボタンに登録できるBT MINI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。

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。
②BT MINIを電源OFFの状態から[コントロール]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。
※ペアリングをキャンセルする場合は、[コントロール]ボタンをダブルクリックします。

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。
※[コントロール]ボタンに登録できる他のMIDLAND製品は1台です。
※BT MINIの[コントロール]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。

①電源OFF状態から[コントロール]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。
※ペアリングをキャンセルする場合は、[コントロール]ボタンをダブルクリックします。

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 BT MINI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 BT MINI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。

ペアリング操作 スマートフォン（携帯電話）で通話

音楽を聴く

BT MINIとの通話/終話方法

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[コントロール]ボタンと[マイナス]ボタンを、青色LEDが約３秒点灯する
まで同時に約７秒間押します。

BT MINI以外のインターカムとのペアリング

BT MINIとのペアリング

スマートフォン（携帯電話）とのペアリング

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

スマートフォン

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。
※工場出荷時設定はオフの場合があります。

電源ONから[プラス]ボタンと[マイナス]ボタンを設定値がガイダンスされるまで
約５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。

[コントロール]ボタンを短く1回押します。

通話をやめる
[コントロール]ボタンをクリック（短押し）します。

①[コントロール]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[コントロール]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
　[コントロール]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

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[マイナス]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[コントロール]ボタンまたは[プラス]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。

スマートフォーンの音声認識機能を使う
[コントロール]ボタンまたは[プラス]ボタンをダブルクリックします。

※iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

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：[コントロール]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：[コントロール]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
[コントロール]ボタンを３秒間押します。

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

5秒

3秒

7秒

7秒

5秒

5秒

5秒

5秒

ダブルクリック

ダブルクリック

ダブルクリック

ダブルクリック

ダブルクリック

クリック

ダブルクリック

Ａ

Ａ

Ａ

B

B

B

C

C

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

その他操作方法

BT MINI以外のインターカムとの通話方法

BT MINI
BT MINI

BT MINI

BT MINI
他のMIDLAMD製品

他のMIDLAMD製品BT MINI

BT MINI他のMIDLAND製品

“○○に
電話して”

他のMIDLAND製品との通話

または

または

（例）iPhoneのSiriの呼び出しが
可能です。

links3
ハイライト表示

links3
ハイライト表示


