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ＣＨ１-はじめに

１．４ インターフォン 構成品

１．１ はじめに
インターフォンＡＶＡＮＴ(以降本機)は、スイッチパネルに凹凸を付けたデザインでグローブしたまま機能選択が簡単に出来ます。
複数（最大８名まで）のライダーが本機とBluetooh対応デバイスのペアリングで、音楽を聞きながらインカム通話でツーリングを
楽しむ事が出来る洗練された商品です。
本機は、付属のアタッチメントを使うことでほとんどのヘルメットに装着する事ができます。

●スピーカーキット

本機は、防塵および防水の性能水準『ＩＰ６７』、悪天候などの状況化でも使用が出来ます。

１．２ 警告
■バッテリー
ご使用前に充電を行ってください。
保管際は十分な充電と定期的な充電を行ってください。過放電により、バッテリーの損傷を引き起こす可能性があります。
保管での充電サイクルは隔月で充電を行い、過放電にならない様十分注意を払いバッテリーメンテナンスを行ってください。
■防水機能
オーディオコネクターキットに装着されたインターフォンユニットは、ＩＰ６７に従って分類されます。
オーディオコネクターキットに接続されたインターフォンユニットは、最大でも３０分、規程の圧力や時間で水中に沒しても水が
浸入しない商品です。

●フリップアップヘルメット/ジェットヘルメットマイク用

ＩＰ６７の分類ですが、ダイビングなどの高圧下、高い水圧がかかる可能性が有る状況下で使用出来ません。
又、激しい気象状況では使用を控えることをお勧め致します。
■本機の損傷を防ぐ為、下記の状況をお守りください。

●フルフェイスヘルメットマイク用

・３０分以上、水深１５ｃｍ〜１ｍに浸けないでください。
・雨等に濡れての保管はしないでください。やわらかい布で水分をふき取り保管を行ってください。
・本機は精密電子機器です。濡れた場合は本体を十分乾燥させ、水分除去を行ってください。
ソフトドリンク・イオン水・食塩水などの液体近くに本体機を置かないでください。
万が一淡水以外の液体に触れた場合、綺麗な柔らかい濡れた布でふき取り、十分乾燥させてください。

●充電、データ通信のマイクロＵＳＢケーブル

高圧洗浄機等、水圧が高い機器の近くに本体機を置かないでください。
オーディオキットのコネクターがしっかりと本体コネクターに挿入されているか、必ず確認してください。
コネクターが完全に挿入されていない場合、動作不良・音声不良を引き起こす原因や防水機能が
保てない原因となります。

１．３ 主な特徴
・インターフォン 本機は機器通信距離で最大１．７ｋｍ（オープンフィールド障害物が無い状態で）まで通信ができます。
最大８名まで参加可能です。
本機は、２つまでBluetooh対応機器（携帯電話/GPS）をペアリングできます。
・電話/GPS
音楽やＧＰＳ情報などは、インカム通話中でもバックグランドで聞く事がきます。
・FMラジオ

本機は日本国内のFMバンド・７６-１０８ＭＨｚに対応があり、内蔵のＦＭ-ＲＤＳ（※１）受信機能を持っております。
最大８局登録が出来、ソロツーリングやインターコム通話中に、バックグランドで聞く事が可能です。
（Ｎprojectの正規輸入製品は、ＦＭ対応バンドが７６-108ＭＨｚに対応。平行輸入品は対応バンドが異なります。）

・ミュージック

本機はBluetooh対応機器から音楽を再生することが出来ます。
音楽はＡ2ＤＰ（※2）およびＡＶＲＣＰ（※3）プロファイル（スマートフォン・ＭＰ３プレイヤー）を介して再生します。
音楽は、インターコム会話中でも、バックグランドで再生が出来ます。

・ボイスコマンド 本機はユーザーの声を認識して各操作が実行できます。
ハンドルから手を離さず、主な機能を操作です。
状況やペアリングした機器（スマ―トフォン等）により、認識しない場合があります。
・情報発信
読み上げ

本機は音声ガイダンス（合成音声）、ＲＤＳ情報を経由して入ってくるＦＭラジオ局の発信者の名前や
タイトルを読み上げる機能を備えてます。
（※日本国内ではＲＤＳ対応しておりませんので、周波数のコールバックになります。）

・クイックタッチ 本機はダイレクトで機能操作する、４つのクイックタッチインターフェースを備えています。
ボタンを１回押すだけでメニューに戻らず迅速かつ直接的に機能変更ができます。
・急速充電

●接着型ブラケット

●クランプ

●ベロクロ・マイクスポンジ・ヘルメットスポンジ

X2

※インターフォンＡＶＡＮＴツインパッケージには、赤色で囲っている上記のパーツが2セット
用意されております。
※１．
Ｒａｄｉｏ Ｄａｔａ Ｓｙｓｔｅｍ：欧州放送連合の事業。
※
２．Ａ２ＤＰ：Ａｄｖａｃｅ Ａｕｄｉｏ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｐｒｏｆａｉｌｅ デジタルオーディオプレーヤーから
ヘッドフォンまでのオーディオデーターのストリーミング。
※３．
Ａｖｒｃｐ：Ａｕｄｉｏ/Ｖｉｄｅｏ Ｒｅｍｏｔｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｐｒｏｆｉｌｅ デジタルオーディオプレーヤーに対して、
ワイヤレスリモートコントローラーから再生や停止の操作。

本機は急速充電で対応し、約８０％の充電を６０分で急速充電行うことが出来ます。
満充電には約９０分程要します。
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CH2-はじめに
２.１インストール手順
各部品のヘルメットへの装着は、以下の図に記されている手順で装着してください。

２．２メインコマンド
●音楽
音楽再生音量とインカム時音量は
個別に設定が可能。

1

●ボリュームアップ（＋）

2

●機能切り替えアップ（＜）
●電源On-Off
●インカム対応

●電話

Bluetooth Unit

●LED

耳の対応ポジションを見つけます。
ヘルメットの内装でもあるチークパットを可能であれば左右外します
(取り外し可能なチークパットの場合外します）

3

●ボリューム・ダウン（―）

●FMラジオ
ＦＭラジオ再生音量とインカム時音量は
個別に設定が可能。

4

■電源ＯＮ
■電源ＯＦＦ

スピーカーキット用の面ファスナーを耳の対応部分へ配置します

5

●機能切り替えダウン（＞）

スピーカーを設置

電源ボタンを長押しすると、LEDランプが 青に点滅します。
電源ボタンを長押したまま、ＬＥＤランプが赤色の点灯
するまで押し続けてください。

■音量 Volume（ボリューム）

音量を上げるには“ボリューム（＋）”を押し、音量を下げる
には“ボリューム（－）”を押してください。

■インターフォン機能

インカム機能を短押しし、インターコム通信を有効にします。

■ＦＭラジオ

ラジオ機能を短押しし、直接ＦＭラジオを起動させます。

■電話

直接電話にアクセスします。電話の応対時も使用。

■音楽

音楽機能を短押しし、音楽を再生します。

ヘルメットに応じてマイクキットを選択

これらのコマンドは、直接アクセスが可能となり、シンプルな
ボタン操作で１つの機能から別の機能へ切り替えが可能です。
他に移動する前に機能を無効にする必要はありません。

4

フリップアップヘルメット用/ジェットヘルメット用の設置

フルフェイスヘルメット用マイクの設置

２．３ バッテリーを充電します
下記の図の部分のキャップを外し、本体・コネクターへ付属のマイクロＵＳＢ充電ケーブルを挿入します。

▲

充電時のLED表示
○ＬＥＤ赤色点灯：充電中
○ＬＥＤ緑色点灯：充電完了

マイクロ USB

２．７．２インカム通話を使用した、オーディオソース・マルチ通話モード（最大８名のライダーで使用可能）
マルチモード通話中、ペアリングしたスマートフォンや搭載ＦＭチューナーを使用してBGMでラジオや音楽を聴く事が出来ますが、
同時にペアリングしているＧＰＳナビゲーションシステムの音声情報は聞くことが出来ません。
逆も同じくＧＰＳナビゲーションの音声案内をバックグランドで聞くことが出来ますが、同時にペアリングしたスマートフォンや
搭載ＦＭチューナーからの音楽を聴くことが出来ません。
電話の着信があった場合は、インカム・マルチ通話から切り離されますが、その他メンバーは繋がったままです。
２．８
ボイスコマンド
本機は、音声コマンドで制御することができます。この機能を使用するには以下のコマンドを発音します。

モード
全ての機能

２．４ ＬＥＤ表示
スタンバイ
インターフォン起動時
ペアリングモード（モバイル・ＧＰＳ）

音楽
スタンバイ時はLEDが２回連続で２秒ごとに青色で点滅。
LEDランプが青色で点滅。（スタンバイ時より少し遅くなります）
LEDランプは、赤色/青色と交互に点滅します。
ラジオＦＭ

ペアリングモード（インターフォン）
他のインターコムデバイスを検索
各種設定時

LEDランプは、赤色/緑色と交互に点滅します。
LEDランプは、赤色/緑色と交互により高速点滅します。
LEDランプが紫色に点灯します。

電話

アクション

音声コマンド

音量を上げる

ハイ、インターフォン ボリューム・アップ

音量を下げる

ハイ、インターフォン ボリューム・ダウン

バッテリーの残量を確認します

ハイ、インターフォン チェックバッテリー

音楽の開始

ハイ、インターフォン ミュージック オン

音楽を一時停止

ハイ、インターフォン ミュージックオフ

次の曲を再生

ハイ、インターフォン ネクスト トラック

前の曲を再生

ハイ、インターフォン プリビオス トラック

FMラジオのスイッチＯＮ

ハイ、インターフォン レディオ オン

FMラジオのスイッチＯＦＦ

ハイ、インターフォン レディオ オフ

FMラジオの次局選択

ハイ、インターフォン ネクスト ステイション

ＦＭラジオの前局選択

ハイ、インターフォン プリビオス ステイション

登録したスピードダイヤル番号

ハイ、インターフォン スピード ダイヤル
ハイ、インターフォン リダイヤル ナンバー

充電時では

LEDランプが充電中の場合赤色に点灯、満充電時はLEDランプが緑色に
点灯します。

リダイアル
着信応答

アンサー

電池残量が少ない時は

LEDランプは赤色に点灯します。

着信拒否

イグノア

Siri(Apple)使用

ヘイ、シリ

Google assistant 使用

オーケー、グーグル

インターコムを開始

ハイ、インターフォン インターコム オン

２．５ 使用開始
電源ボタンを長押しし、電源をＯＮにします。この状態で本機はスタンバイ状態になります。
電源投入時に、バッテリー残量のアンサーバックが入ります。（バッテリーが十分にある場合は”バッテリー・ハイ”など・・・）
※ツインパッケージは、すぐに本機同士で使用できるように、ペアリングした状態で出荷しております。
２．６ 音声ガイダンスの言語設定
電源を入れた状態でUP ボタン(<)を５秒ほど押し、『設定』と聞こえるまで保持します。
その後、LEDランプは紫色に変わり、各種設定モードに切り替わります。
ボリューム(+)ボタンを短押しすると、以下の言語へ切り替わります。
英語→フランス語→イタリア語→ドイツ語→スペイン語→ロシア語→日本語→チェコ語→英語・・・・・
言語選択を設定は、UP ボタン(<)を長押しし、３回ビープ音が鳴り終わるとLEDランプが青色に点滅。設定が完了です。
※ビープ音は小さめです。
２．７ ＢＧＭインカム通話
本機は、個々にペアリングしたスマートフォンやＭＰ３プレーヤーでインカム会話中でも個々にＢＧＭで音楽を流しながら
インカム通話が可能です。
２．７．１ オーディオシェア・通話シェアモード
ペアリングしたスマートフォンやＧＰＳナビゲーターの音声や案内をセカンドライダー（もしくはパッセンジャー）と共有する
事が出来ます。
インカム通話ではオーディオシェアは出来ません。
電話着信の際は通話のシェアも可能です。インカム通話ではオーディオシェアによるＢＧＭ通話は出来ません。

インターフォン

音声コマンドを作動する際は、大きな声ではっきりと発声する必要があります。又、マイクの位置を口元近くへセットする事で
反応が良くなります。
尚、ペアリング機種の相性により動作する条件が異なります。
音声コマンドは、インターコム通話中に使用はできません。
２．９ ソフトウェアの管理
２．９．１ インターフォンアップデータ
インターフォンアップデータソフトウェアは、WINDOWSもしくはＭＡＣから直接フォームウェアをダウンロード
＆アップデート出来ます。
２．９．２ ソフトウェアの管理
インターフォンメニューやデバイスにインストールされておりますファームウェアのバージョン確認・ＦＭチューナー・メモリの確認、
短縮ダイヤルの割り当てなどはコントロールパネルで確認ができます。コントロールパネルのダウンロードはwww.interphone.com
サイトを参照してください。
２．９．３ スマートフォン用インターフォンＡＰＰ
スマートフォン用インターフォンアプリは、主な機能のセッティングをスマートフォンで設定できます。
Android Smartphone or iPhoneなどに専用アプリ『interphone』をダウロードして設定してください
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ＣＨ4-ＩＮＴＥＲＣＯＭ

ＣＨ３－ＳＥＴＵＰ
■設定モードに入ります。
電源をＯＮにした後、音声ガイダンスで『設定』と聞こえるまで（＜）ボタンを押し続けます。
その後、ＬＥＤランプは紫色に変わります。
■設定モードに入ります。
下記に示す図の各ボタンは、動作を変更させます。

本機でのインターフォン通信は様々な機能を使いながら最大８台まで、ペアリングしている本機同士が同時に話す機能を
持っています。

●設定モード
機能切り替えアップ（＜）
自動Volume調整ＯＮ/ＯＦＦ
最後にペアリングしたインターフォン

２個目

１個目

２個目

メイン

▲

▲

メイン

▲

１個目

▲

●電源Ｏｎ－Ｏｆｆ
インターコム通話/グループ通話

▲

●電話
音声コマンド
有効/無効

すでに２個のインターフォンがペアリングしてある場合。３個目のペアリングを実行すると,
１番最初にペアリングしたインターフォンがペアリングから除外されます。

▲

●ボリューム（＋）
言語ガイドと音声ガイドの選択

●音楽
ミックスオーディオレベル
低/中/高/オフ

▲

■各スイッチの機能

▲

■選択した設定を保存します。
設定された動作を保存するためには、ビープ音が３回なるまでUP ボタン(<)押しつづけルと設定モード終了です。
設定終了でＬＥＤランプは青色に点滅します。

４．１ペアリング
インターコム通話を開始する前に、必ずグループでのペアリングが必要となります。
この設定を行う事でペアリングを解除しない限り、自動的に以前ペアリングしたデバイスで同時通話が行えます。
本機は、前シリーズとの互換性があります。
又、他社通話が可能な機能”ＡＮＹＣＯＭ”のおかげで、他社ブランドとの互換性があります。

３個目

４．１．１オートペアリング (ジーニアス・ペアリング)
オートペアリング機能”ジーニアス・ペアリング™”は、ワンアクションで最大８台の本機をペアリングできます。
１．電源を入れず、下記の図のようにボリューム（+）（-）を並べて行きます。最大８台まで設定ができます。

●ボリューム（ー）
スマートフォンの共有
（電話・オーディオ）
ＧＰＳのＯｎ／Ｏｆｆ
●機能切り替えアップ（＞）
ペアリングのキャンセル
（約５秒押し続けます）
最初のペアリングしたインターフォン

３．１システム設定
（＋）
言語:ボリューム(+)ボタンを押すと、音声ガイダンスと音声コマンドのための言語を設定します。
MIXレベル：インターフォン会話中、バックグランドで維持するボリュームを設定します。低/中/高/オフの４つを選択可能。
（＜）
自動VOLUME (ON/OFF):デバイスが周囲の騒音に応じて、ボリュームを調整します。手動で音量調整する場合はこちらの
機能は無効化します。最大音量レベルを行うには、自動音量調整機能をＯＦＦにしないとできません。

※イラストは８台です。

２．左側のユニットのみ操作します。まずは
電源ボタンと
設定ボタンを同時に押しＬＥＤ点滅赤色/緑色になるまで
保持してください。
イラストの様に左側のユニットのみ操作します、その他のユニットはそのまま待機します。
自動的に、順番でLED点滅赤色/緑色発光し登録されていきます。右端最後のユニットがスタンバイ モード（LEDが青色点滅）
に戻ると、この手順は自動的に終了です。LED は3 秒おきに青色点灯表示されます。
これですべてのユニットがペアリングされました。
>

●ＦＭラジオ
ＲＤＳ Ｏｎ/Off

INTERCOM HD / INTERCOM GROUP：High Definition Voiceを誇るインターフォンの通話は、高精細な音声を伝えることができ、
従来の携帯電話や固定電話よりも高品質、かつ自然な音声通話です。2人との会話のために設定します。
この機能はマルチユーザー（3～8人ユーザー）の間では動作しません。マルチユーザーでの通話をするためには、
INTERCOM GROUPへの切り替えを行ってください。
（＞）
ペアリングのキャンセル：約５秒間設定ボタン（＞）を押し続けてください。ペアリングされた機器がすべて削除されます。
RDSオン/オフ：日本では対応しておりません。
（ー）
スマートフォンのシェア・オーディオ機器のシェア：電話がかかってきた場合,インカム間で電話をシェア（共有）できます。（ＣＨ5.3参照）
初期の出荷状態はデフォルトで無効になっております。ボリューム(-)を押すたびに有効/無効へ変更できます。
有効にするとオーディオの共有も可能となります。
ボイスコマンド：ボイスコマンドボタンは押すたびに有効/無効されます。
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３．ペアリングされたユニット同士の通話を開始するためには、次を参照してください。
4.2/4.3/4.4参照

４．４ マルチユーザーインターホン会話（ＡＶＡＮＴのみで使用の場合）
１．ＡＶＡＮＴ①とＡＶＡＮＴ②、ＡＶＡＮＴ②とＡＶＡＮＴ③と同じように最大８台まで同じ手順で連結していきます。

>

３．ＡＶＡＮＴ②のＵＰ（＜）ボタン
【①＆②＆③の接続】

この状態から、本機の 電源ボタンを短押ししてください。ペアリング検索中とガイダンスが流れ、ペアリング完了後、
ＬＥＤランプは青色点滅に変わります。
４．１．３前作インターコムシリーズとのペアリング.
１．前作のインターフォンユニットの電源オフのまま、LEDランプが赤色/青色 と点滅するまで、中央のMFB又は、
ON/OFFボタンを押してください。
２．本機の電源がオフの状態から
電源ボタンと
設定ボタンを一緒に押します。
LEDランプが赤色/緑色に点滅します。

を押し、ＡＶＡＮＴ③からビープ音が２回聞こえるまで押し、ＡＶＡＮＴ③に接続します。

４．これ以降は同様の操作をＵＰ（＜）ボタン
グループを作ります。

1

>

３．本機

を押し、ＡＶＡＮＴ②からビープ音２回が聞こえるまで押し、ＡＶＡＮＴ②に接続します。

2

>

２．ＡＶＡＮＴ①のＵＰ(＜)ボタン
【①＆②の接続】

>

>

設定ボタンを一緒に押し、LEDランプが赤色/緑色に点滅する
１．本機を電源オフの状態から 電源ボタンと
状態にします。
電源ボタンと
設定ボタンを一緒に押し、LEDランプが赤色/緑色に点滅する状態にします。
２．ペアリング相手の

>

４．１．２手動ペアリング（ＡＶＡＮＴ同士の場合）

を接続するＡＶＡＮＴで行い、ＵＰボタンとビープ音を確認しながら

3

4
3

8
3

・・・・

電源ボタンを押します。

４．数秒後に相互のペアリングが完了し、インターコム会話が開始されます。
４．１．４他社インカムとのペアリング（ANYCOM）.
１．他社インターコム通話する場合、携帯電話と同様の方法でペアリングを設定します。その為、携帯電話が使用できません。
他社インターコムのペアリング設定は、ペアリングするインターコムのマニュアルに従って行ってください。
電源ボタンと
設定ボタンを一緒に押します。LEDランプが赤色/緑色に点滅します。
２．本機の電源をオフの状態で
>

３．本機の
電話ボタンを短押しします。
音声ガイダンスが流れます。音声ガイダンスに従い、ペアリングする他社製インカムをペアリングモードにしてください。
４．数秒後にユニットがペアリングされ,インターコム通話が開始されます。
４．２二つのユニットでインカム通話方法
■ＡＶＡＮＴで通話動作を行う時
１．ＡＶＡＮＴ①もしくはＡＶＡＮＴ②のどちらかの
インターコムボタンを短押しします。
２．インカム通話を終了するときはＡＶＡＮＴ①もしくはＡＶＡＮＴ②のどちらの
インターコムボタンを短押し、終了します。

2

1

ビープ音、ビープ音

ビープ音、ビープ音

ビープ音、ビープ音

ビープ音、ビープ音

４．５ 自動再接続
本機は、自動再接続機能が装備されております。ユニットが通信範囲外の場合は、再接続を試みます。
検索モードの時にアラート音が流れます。約１０分間検索から検知できなかった場合、スタンバイモードに変更し、
インターコムボタンを押します。
再接続は中断されます。再接続の停止や自動再接を行う際は
４．６ 警告・提案
インターコムＨＤ機能が有効の場合、マルチユーザー通話が出来ません。
通話に参加するときはGROUP INTERCOMに必ず設定してください。
マルチユーザー通話に参加すると、バックグランドでナビシステムの音声ガイダンスを聞くことが出来ません。
インターフォンブランドを使用することにより、良好なグループインカム通話が行えます。
■インターコム機器の音質は以下の影響を強く受けます。
・ヘルメット内にスピーカーとマイクが正しく取り付けられていること。
・周囲環境(電磁妨害,自然障害など)
・バイクの空力状態
・使用しているヘルメットの種類

４．３ ３台のＡＶＡＮＴでのインカム通話
１．あらかじめペアリングにしてある①と②と③の各インカムでインカム通話を行う場合は、②の
３台の通話が開始されます。ペアリングは（ＣＨ４．１を参照）

1

2

を押すことで

3

各インターコムの呼び出し方法
・３台でインカム通話中に、②のインカムが
・同様に３台でインカム通話中に①が
・同様に３台でインカム通話中に②が

ボタンを押すと会話が停止します。

ボタンを押すと相手の話を停止します。
ボタンを押すと相手の話を停止します。

3

最後にペアリングしたインターフォン
の呼び出しボタン(＜)

1

最初にペアリングしたインターフォン
の呼び出しボタン(＞)

2

・個別に呼び出ししたいときには、次の方法を使います。
３台でインカム通話を行っている場合、②が①と③のペアリングを経由の為、
①と③だけでは通話ができません。
②から③を呼び出す際は(＜)ボタンをビープ音が２回なるまで押してください。
同様に、①を呼び出す際は(＞)ボタンをビープ音が２回なるまで押してください。
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ＣＨ－５ 電話/ＧＰＳ/ＴＦＴマルチメディアシステム
本機は、携帯電話、ＧＰＳ、ＭＰ3プレーヤー、オートバイメーカーのマルチメディアシステムなどのBluetooth® 機器
に接続することが出来ます。
インターフォンＡＶＡＮＴは、同時に２つのBluetooth®機器へ接続することが出来ます。
５.１:ペアリング
ペアリングを行う機器と本機を使用する際は、必ず１回だけペアリングを認識させないといけません。
そのあとの本機は、自動的に以前ペアリングを行ったデバイスを認識し接続します。

５.３お使いの携帯電話を共有
インターフォンＡＶＡＮＴは、連結したインターコムとのグループ通話の中に携帯電話の共有が可能です。
※携帯電話の共有は、出荷時無効で設定されています。
その為、各インターフォンＡＶＡＮＴの設定（３．１参照）が必要です。

3
1

2

3

最後にペアリングした
インターフォンの呼び出し
ボタン(＜)

2

■ペアリング手順
１．お使いの携帯電話、ＧＰＳ、ＭＰ3プレーヤー、ＴＦＴマルティメディアシステムのアクティブ上のBluetooth®の詳細については、
ご使用機器のマニュアルを参照してください。
２．本機・電源をオフの状態で、
電源ボタンを長押しで、LED ランプが赤色／青色と点滅します。
この状態でペアリング待機モードになります。
３．同時に使用する、Bluetooth®対応携帯電話、ＧＰＳ、ＭＰ3プレーヤー、ＴＦＴマルチメディアシステムを検索します。
この際、登録する機器は、Bluetooth®検索モードにしててください。
４．お使いの機器が、『インターフォンＡＶＡＮＴ』を検索し、表示されたことを確認し、この項目を選択します。

1

携帯電話通話・シェアリングの起動・停止
（インターフォンペアリング２台まで）

最初にペアリングした
インターフォンの呼び出し
ボタン(＞)

ＡＶＡＮＴ②の”最後にペアリングしたインターフォンの呼び出しボタン（＜）”
を押し、ビープ音が2回なったら、すぐに指を離してください。
「最後にペアリングしたインターフォン」とコールバックの後ＡＶＡＮＴ③の起動
もしくは停止となります。

５．ＰＩＮコードが入力必要な際は、『0000』４ケタのゼロを入力してください。
６．ペアリングの完了で、『ペアリング成功』もしくは『携帯電話に接続しました』の音声ガイダンスが流れます。
この音声ガイダンスで流れれば成功です。
ペアリングが成功すると本機はスタンバイモードに移行し、LEDランプが３秒おきに青色点滅します。

ＡＶＡＮＴ②の”最初にペアリングしたインターフォンの呼び出しボタン（＞）”
を押し、ビープ音が2回なったら、すぐに指を離してください。
「最初にペアリングしたインターフォン」とコールバックの後ＡＶＡＮＴ①の起動
もしくは停止となります。

７．携帯電話等を連結した場合、Bluetooth®機器の電話帳へのアクセス許可を確定してください。
マルチカンファレンスモードでは、インカムを繋げた順番で携帯電話が共有されます。
５.２:電話の使用
電話の機能は、インターフォンＡＶＡＮＴの機能上もっとも優先度が高いコマンドとなります。
電話に出る

着信コールがあった場合、

電話ボタンを押していただくか、

ボイスコマンドを（2.8参照）を実行してください
通話を終了するには

通話を終了するには、

電話ボタンを押していただくか、他の通話を

待って終わらせます。
通話を拒否

着信を拒否する場合は、何も答えず数秒待っていただくか、
ボイスコマンドを（2.8参照）を実行してください。

ＰＯＩＮＴ
（＜）＆（＞）の各ボタンを押した際、ビープ音が２回流れます。すぐに指を離さないとシェアリングモードに入りません。
シェアリングモードに入った際は「最後にペアリングしたインターフォン」や「最初にペアリングしたインターフォン」とコールバック
が入ります。
５.４お使いの携帯電話を使用するために
本機１台に携帯電話を２機種ペアリングをした場合で、携帯電話を２台とも接続＆使用した際、機能として『ラストナンバーリコール』
と『音声コマンド』は最初に接続した携帯電話のみ使用できます。
音声通話を使用する際には、携帯電話からのインターネット接続が必要となる場合がございます。
ご使用の携帯電話によっては、で"音声通話"機能がサポートされていない場合があります。
詳細については,ご使用の携帯電話のマニュアルを参照してください。

待機中のAVANT INTERPHONEを使用すると、以下のコマンドを使用することが出来ます。

ボイスアシスタント
ラストナンバーリコール

電話ボタンを押していただくか、音声コマンド（2.8参照）を実行します。
電話ボタンを約1.5秒ビープ音が1回聞こえるまで長押し実行。
もしくは、音声コマンドを（2.8参照）実行してください。

スピードダイヤル
※コントロールパネルで設定が必要。
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５.５ ＧＰＳ
インターフォンＡＶＡＮＴをＧＰＳとペアリングすると（ＣＨ-5参照）、音声プロンプトがナビゲーターに送信されます。
双方のインターコム通話中（タンデム、もう一方のライダー）、ＧＰＳの指示はバックグランドで流れ、一緒に聞くことが出来ます。
グループ通話の場合は、会話中にバックグランドで聞くことができません。

注意：使用するＧＰＳは、Bluetooth® ヘッドセットと互換があることを確認してください。詳細についてはお使いの
ＧＰＳのユーザーマニュアルを参照してください。インターフォンＡＶＡＮＴは、ＧＰＳユニットとの接続を管理するため、
Bluetooth® HFPを使用しています。

電話ボタンを約3秒ビープ音が2回聞こえるまで長押し実行。
もしくは、音声コマンドを（2.8参照）実行してください。

自動車用のナビゲーションは、通常Bluetooth® HFPを搭載しておりません。そのためBluetooth® ヘッドセットにナビゲーションの
指示が送信できません。詳細については、ご使用のＧＰＳユーザーマニュアルを参照してください。

ＣＨ－６ ＦＭ ＲＡＤＩＯ
本機は、FMチューナー・８局のプリセットメモリーを持ち、保存が可能です。
本機で操作の直接設定は可能ですが、インターフォンホームページよりコントロールパネルのダウンロードで、PCから
設定を行うとラジオ局が簡単にプリセットできます。
インターフォンホームページ・ダウンロードサイト

■ https://www.interphone.com/en-gb/Firmware

ＣＨ－７ ＭＵＳＩＣ
本機は、Bluetooth® 機器から音楽を再生させることが出来ます。（スマートフォン、ＭＰ3プレーヤーなど）
プロファイルは、Ａ2ＤＰを使用します。本機で（5.1参照）対応機器へペアリングを行って使用してください。
７．１ 音楽再生
再生・一時停止

音楽ボタンを押します。もしくはボイスコマンドを実行
（2.8参照）

６．１/ＦＭラジオを聴きます
ラジオＯＮ/ＯＦＦ

ラジオボタンを押してください
指示してください（2.8参照）

前後のステーション検索

もしくはボイスコマンドで

設定ボタン（＜）（＞）UP / DOWNでステーションを検索します。
または、ボイスコマンド（2.8参照）で指示してください。
ステーションは（７６ＭＨｚ～１０８ＭＨｚ）まで検索します。
設定ボタン（＜）（＞）UP / DOWN

曲の選択

設定ボタン（＜）（＞）UP / DOWNで選曲。もしくはボイス
コマンドで選曲（2.8参照）

７．２ 音楽の共有
本機は、別のインターフォンと一緒に共有できる”オーディオシェアリング”機能を持ってきます。

メモリーの選択

メモリーを記憶させるには、設定ボタン（＜）ＵＰを押し、
ビープ音が鳴るまで押し続けます。

1

2

3

前回記憶させたステーションは、設定ボタン（＞） DOWNを押し、
ビープ音が鳴るまで押し続けてください。
ステーションの記憶

3

最後にペアリングした
インターフォンの呼び出し
ボタン(＜)

2

選局が決まりましたら ラジオボタンをビープ音が鳴るまで（1.5秒）
押してください。聞いている放送局の登録が出来ます。
設定ボタン（＜）（＞）UP / DOWNを押してメモリーを選択します。
1番から8番まで設定可能
ラジオボタン

を押して、メモリーの確認をします。

1
自動一時保存

ラジオボタン
を長押しし、2回のビープ音がするまで（約3秒）
押します。最適な状況のラジオの8つのステーションを保持します。
この方法は一時的な方法なので、インターフォンＡＶＡＮＴを再起動
させた場合、こちらの情報は削除されます。

ＦＭラジオの共有 起動・停止
（インターフォンペアリング２台まで）
2

1

ＡＶＡＮＴ②の”最後にペアリングしたインターフォンの呼び出しボタン
（＜）”を押し、ビープ音が2回なったら、すぐに指を離してください。
ＡＶＡＮＴ③の起動もしくは停止となります。

3

ＡＶＡＮＴ②の”最初にペアリングしたインターフォンの呼び出しボタン
（＞）”を押し、ビープ音が2回なったら、すぐに指を離してください。
ＡＶＡＮＴ①の起動もしくは停止となります。
2

最後にペアリングした

3 インターフォンの呼び出し
ボタン(＜)

オーディオシェアリング 起動・停止
（インターフォン２台まで）

最初にペアリングした
インターフォンの呼び出し
ボタン(＞)

ＡＶＡＮＴ②の”最後にペアリングしたインターフォンの呼び出しボタン（＜）”
を押し、ビープ音が2回なったら、すぐに指を離してください。
ＡＶＡＮＴ③の起動もしくは停止となります。
ＡＶＡＮＴ②の”最後にペアリングしたインターフォンの呼び出しボタン（＞）”
を押し、ビープ音が2回なったら、すぐに指を離してください。
ＡＶＡＮＴ①の起動もしくは停止となります。

オーディオシェアリングモードでは、ＬＥＤランプが１＋短く連続２点灯を繰り返す表示になります。
ＰＯＩＮＴ
（＜）＆（＞）の各ボタンを押した際、ビープ音が２回流れます。すぐに指を離さないとシェアリングモードに入りません。

最初にペアリングした

1 インターフォンの呼び出しボタン(＞)

ＰＯＩＮＴ
（＜）＆（＞）の各ボタンを押した際、ビープ音が２回流れます。すぐに指を離さないとシェアリングモードに入りません。
６．２/ＦＭ-ＭＩＸ
ＦＭミックス機能を使用すると、別のインターコム会話中にバックグランドでＦＭラジオを聴くことが出来ます。それらを有効にさせる
には、（3.1参照してください）『高/中/低』の値があり、ＦＭミックスの音量を設定する必要があります。インカムの会話中、
バックグランドで聴きながらラジオの音量設定を行います。
６．３ ＦＭラジオの警告と提案
この機能を無効にするには、ミックス音量を『オフ』に設定してください。（3.1参照）

７．３ 音楽の機能および提案
・Bluetooth® 対応機器からA2DPによりステレオ音楽を送信できます。
・Bluetooth® 対応機器をAVRCPによりリモートコントロールが出来ます。
・音楽の音質は、オーディオソースの品質に依存します。

・本機はＲＤＳ機能（欧州規格の為、日本国内では対応しておりません。）を備えたＦＭ受信機が装備されております。
・選局された放送信号があまりにも弱くなった場合、本機は、同じステーション内で使用される代替えの周波数に調整されます。
・本機がラジオ局にチューニングされている場合、音声ガイダンスは、ラジオ局周波数を案内します。
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ＣＨ-８ ＡＵＸ

SAR is measured with the device at 0 mm to the body, while transmitting at the highest certified output power
level in all frequency bands of the device. The maximum SAR value is 1.75 W/kg (head/body) averaged over
10 gram of tissue.

本機で３.５ｍｍジャック使用の、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ非対応機器（ＭＰ3プレイヤーなど）から音楽を再生する事が出来ます。
非対応機器を使用するには、適切なマイクロＵＳＢ/3.5ｍｍピンジャック（インターフォンオプションケーブル）を
使用して再生出来ます。

WARNING: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Only use
provided headset.
Federal Communications Commission (FCC) Statement
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Statement
15.21 You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.
15.105(b) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC/ISED rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules and ISED licence-exempt RSS standard(s)
Operation is subject to the following two conditions :
1)This device may not cause interference and
2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
FCC/ISED RF Radiation Exposure Statement :
This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for
satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

８.１ ＡＵＸ Ｍｕｓｉｃ Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ
ＡＵＸでの音楽の起動・停止

音楽ボタンを長押し、ビープ音が1回鳴るまで押してください。

音楽の共有 起動・停止（ユニットは２機まで共有）

ＡＶＡＮＴ②の”最後にペアリングしたインターフォンの呼び出しボタン（＜）”
を押し、ビープ音が2回なったら、すぐに指を離してください。
ＡＶＡＮＴ③の起動もしくは停止となります。
ＡＶＡＮＴ②の”最初にペアリングしたインターフォンの呼び出しボタン（＞）”
を押し、ビープ音が2回なったら、すぐに指を離してください。
ＡＶＡＮＴ①の起動もしくは停止となります。

1

2

最後にペアリングした
インターフォンの呼び出し
ボタン(＜)

3

3

2
最初にペアリングした
インターフォンの呼び出し
ボタン(＞)

1

インターコムが会話設定で、ＡＵＸ音楽を再生すると、『ＭＩＸレベル』の設定（3.1参照）に対応した音量レベルでＢＧＭモードになります。
ＣＨ-９ オーディオイコライザー
インターフォンＡＶＡＮＴは、いくつかのイコライザー機能を搭載しております。
ＦＭラジオ、音楽、ＡＵＸで聞いている場合は、使用可能な5つ選択肢の中で優先設定を選択できます。
オーディオイコライザー機能

EN -INSTRUCTIONS FOR THE DISPOSAL OF APPLIANCES FOR DOMESTIC USERS
(Applicable in countries in the European Union and those with separate waste collection systems)
This mark on the product or documentation indicates that this product must not be disposed of with other
household waste at the end of its life. To avoid any damage to health or the environment due to improper
disposal of waste, the user must separate this product from other types of waste and recycle it in a responsible
manner to promote the sustainable re-use of the material resources.
Domestic users should contact the dealer where they purchased the product or the local government office
for all the information regarding separate waste collection and recycling for this type of product. Corporate
users should contact the supplier and verify the terms and conditions in the purchase contract. This product
must not be mixed with other commercial waste.
This product has a battery than cannot be replaced by the user. Do not attempt to open the device to remove
the battery as this could cause malfunctions and seriously damage the product. When disposing of the
product, please contact the local waste disposal authority to remove the battery. The battery inside the
device was designed to be able to be used during the entire life cycle of the product

音楽ボタンをビープ音が2回鳴るまで押します。
押すごとに『フラット』『ロック』『ポップ』『レゲエ』『テクノ』
音楽ボタンをビープ音が2回鳴るまで押します。
オーディオソースに 関係なく設定されます

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Bluetooth compliance: Bluetooth Ver5.0 - Class II
Supported Bluetooth profiles: HFP A2DP AVRCP
Frequency: 2.402-2.480GHz
Power: 18dBm EIRP / 10dBm EIRP
Operating temperature: 0 - 45°C
Charging temperature: 10 - 40°C
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Dimensions mm: 55x85x25
Weight: 66 g
Capacity: Up to 10 meters
Talk time: 20 h
Stand-by time: 500h with voice command off
Charging time: 1,5 h
Battery type: Lithium-ion rechargeable

EN - Cellularline S.p.A., declares that this Bluetooth headset complies with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.cellularline.com/_/
declaration-of-conformity
Cellularline S.p.A., also declares that this Bluetooth headset complies with the RoHS Directive 2011/65/EU.

