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4 Riders Interphone-V4 

取扱説明書 
 

製品の紹介 

本製品は 4 Riders Interphone-V4 といいます。 

下記の機能を楽しむことができます。 

１．最大４機間で同時無線通話。 

２．Bluetooth 機能のある携帯電話での通話。 

３．Bluetooth 機能のある音楽プレイヤーやナビ音声を聴く。 

＊メーカーや機種により Bluetooth 機能が連携しない製品もございます。 

４．FM ラジオを聴く。 

 

最大４機間で同時通話が可能 

最大通信距離:約 700m（障害物無しの場合約 1000m） 

待機時間:約 240 時間 / 使用時間:8 時間 

電池容量:500mA / 充電時間:約 3 時間 

サイズ:長さ 8.5cm、幅 4.5cm、厚み 2cm、アンテナ長さ 5cm 

本体機能 

・生活用防水 ・ノイズキャンセラー(DSP)  

・Bluetooth 機能(A2DP / EDR) ・FM ラジオ 76～90MHz 

・ペアリング登録可能:２機・ペアリンググループ数:４機 
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ヘルメットへの装着 

１．ヘルメットの左端の最適な位置へ、ヘルメットを挟むようにクリップをネジ

で装着して下さい。 

2．装着したクリップに本製品を挿し込んで下さい。 

3．マジックテープの付いた二つのスピーカーを左右それぞれ一つずつはめ込ん

で下さい。短いコードが付いている方が左側になります。スピーカーの位置

により音の聞こえが違いますので、最適な位置に合わせて下さい。 

４．マイクの位置はできるだけ風が当たらないところにして下さい。唇の前にく

る位置がベストです。 

５．スピーカーとマイクの装着が完了したら、本製品にコードを接続して   下さ

い。プラグはしっかり本製品に差し込んで下さい。差し込みがしっかりされ

ていないと正常に音が聞こえなかったり、雑音がしたりします。 

 

  

     
正しい  マイクの位置   正しくない マイクの位置 

操作方法 

最初に充電をして下さい。フル充電は約３時間です。 

２通りの充電方法があります。 １．USB 充電 ２．AC アダプター充電 

充電中はランプが赤く点灯します。充電が完了するとランプは消えます。AC ア

ダプターのランプは消えません。 
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＊長期間使用がないと内蔵のバッテリーが劣化してしまいます。バッテリーをで

きるだけ長くご使用する為に、月に一度の充電をお勧めします。 
 

電源 ON：ランプに赤が点灯するまで電源ボタンを長押しして下さい。 

電源 OFF：OFF を押して下さい。OFF にしてもペアリング解消されません。 
 

Bluetooth 機能が搭載された携帯電話や音楽プレイヤーとのペアリング 

ペアリングとは機器と機器の電波を同調させ、お互いに通話できる状態にする 

ことをここでは言います。本製品と Bluetooth が搭載された携帯電話や音楽プレ

イヤーなどのディバイスとのペアリングを行う前に、お持ちの携帯電話や音楽プ

レイヤー、ナビの説明書などの Bluetooth 機能の使用方法を、よく確認されて 

から始めて下さい。 

＊機種によってはペアリングがうまくいかないものもございます。 
 

Bluetooth ディバイスとのペアリングの手順 

１．携帯電話や音楽プレイヤー、ナビの Bluetooth 機能を有効にして下さい。 

２．本製品の電源 ON をランプが赤と青の点滅をするまで長押し(約 8 秒間)して

下さい。 

３．携帯電話や音楽プレイヤー、ナビの Bluetooth 機能が本製品を探します。 

４．見つけると“V4”と表示します。V4 を選択して下さい。 

５．ディバイスを選択するとパスワード入力が必要な場合もあります。必要な  

場合は“0000”と入力して下さい。 

６．入力が完了するとペアリングが完了します。その際本製品のランプの点滅が

青のみになります。 

＊複数で御使用される場合は Bluetooth ディバイスへの接続が限定されます。 

下記で詳しく説明しています。一度ペアリングをすると電源を OFF にしても  

ペアリングは解消されません。 
 

携帯電話の応答 

携帯電話に着信があるとコール音が聞こえ、数秒で自動的に通話（自動応答）と

なります。通話を終了する際は電源ボタンを押すか、相手が通話を切ると自動に

終了となります。 

＊メーカーや機種により Bluetooth 機能が連携しない製品もございます。 
 

携帯電話の発信 

通常携帯電話を使用するようにダイヤルすれば通話可能です。 

＊メーカーや機種により Bluetooth 機能が連携しない製品もございます。 

＊安全の為、絶対に運転中にはしないで下さい。 
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リダイヤル機能 

電源ボタンを約２秒間押すと、リダイヤルできます。 

携帯電話のメーカーや機種によりこの機能に対応できないものもあります。何か

の拍子で本製品と携帯電話の同調が乱れることがまれにありますが、電源ボタン

を押し、一度切って再度繋ぐと元に戻ります。 
 

音楽プレイヤーの再生 

電源ボタンを押すと再生され、もう一度押すと停止します。 
 

FM ラジオ 

本製品を起動した後、FM ボタンを約 3 秒間押して、ランプが青く光ると、FM

ラジオが聴けます。音量ボタンを短く押すと、前へまたは後ろへチャンネルを変

更できます。音量ボタンを長押しすると、音量アップもしくはダウンできます。 
 

自動切替 

無線会話中や音楽または FM を聴いている場合、Bluetooth でペアリングした 

携帯電話から着信があると、音声は自動的に携帯通話に切り替わります。電話を

切った後、システムは自動的に切り替わる前の状態に戻ります。 
 

ペアリング方法と無線通話 

まず①と②、③と④をそれぞれペアリングし、その後 ②と③をペアリングして 

①から④すべてが繋がるようになります。無線通話中に②と③の接続が切れて 

しまっても①と②、③と④は繋がっていますが、①と④は自動的に接続が切れて

しまいます。 
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無線通話ペアリングの手順 ４Riders 間 

1．①と②の電源を入れ、ランプが青の点滅をしたら、両方の A ボタンを 

約３秒間長押しし、ランプが赤と青の点滅に変わったら、①と②のどちら 

かの A ボタンを一回押します。両方のランプがゆっくりとした青の点滅に 

変われば①と②のペアリングは完了です。 

２．OFF ボタンを押して①と②の電源を落として下さい。 

３．③と④を上記の要領で同じようにペアリングして下さい。 

４．④の OFF ボタンだけを押して電源を落として下さい。 

５．②の電源を再度入れて②と③両方の B ボタンを３秒間長押しし、ランプ 

が赤と青の点滅に変わったら、②と③のどちらかの B ボタンを一回押し 

ます。両方のランプがゆっくりとした青の点滅に変われば、②と③の 

ペアリングも完了し、同時に①～④すべてのペアリングが完了です。 

一度ペアリングをすると電源を OFFにしてもペアリングは解消されません。 

再度ペアリングをするか、A や B ボタンを長押しすると登録したペアリング 

は解消されます。ペアリング方法が動画で見られます。 

 

 

 

 

 

無線通話 

１．①～④のすべての電源を入れます。 

２．①と②どちらかの A ボタン、③と④どちらかの A ボタンを押します。10 秒

程で①と②、③と④がそれぞれ繋がります。 

３．②と③どちらかの B ボタンを押します。１０秒程で①～④すべてが繋がり 

ます。 
 

３機もしくは４機で御使用になる場合 

①～③もしくは①～④を使用される場合、つなぎ役となる②や③が Bluetooth デ

ィバイスで繋いだり、FM ラジオを聴いたりすると、無線通話が正常にできなく

なります。①と④は無線通話から抜けて他の機能に切り替えても問題ありません。 
 

BT Interphone と６Riders との使用 
弊社が取り扱う他機種のインカム、BT Interphone と６Riders とのペアリング

をして使用することも可能です。４Riders が１機もしくは２機あれば、他のイン

カム 2 機種のどちらでも 1 機か 2 機追加し、3 人もしくは 4 人での同時通話が

可能となります。ペアリングのイメージ図の①と④の代わりに、他のインカム２
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機種に替えて使用することができるとお考え下さい。 

BT Interphone と６Riders とのペアリング方法 
 

BT Interphone の場合 

１．BT Interphone の電源ボタンをランプが赤と青の点滅になるまで長押しして下  

さい。 

２．４Riders の電源を入れ、A ボタンをランプが赤と青の点滅になるまで長押しして

下さい。 

３．両インカムのランプが赤と青の点滅になったら、４Riders の A ボタンを再度押し

て下さい。この時必ず４Riders 側のボタンを押して下さい。BT Interphone 側の

ボタンを押してもペアリングはできません。 

４．ペアリング完了すると両方のランプがゆっくりとした青の点滅に変わります。 

５．ペアリング後、４Riders の A ボタンを押すと繋がり、通話ができます。 

６．ペアリング後、最初に繋ぐ時は、必ず４Riders の A ボタンを押して繋いで下さい。

その後は、どちらのボタンを押しても繋がります。 

 

注意!!  

４Riders 同士でペアリングするよりも、呼出しから接続までに５秒程掛ります。 

呼び出し中、切断してしまったように感じますがププっと鳴った後繋がります。 
 

６Riders の場合 

１．６Riders の電源を入れ接続したいボタンをランプが赤と青の点滅になるまで長押

しして下さい。 

２．４Riders の電源を入れ、A ボタンをランプが赤と青の点滅になるまで長押しして

下さい。 

３．両インカムのランプが赤と青の点滅になったら、４Riders の A ボタンを再度押し

て下さい。この時必ず４Riders 側のボタンを押して下さい。６Riders 側のボタン

を押してもペアリングはできません。 

４．ペアリングが完了すると両方のランプがゆっくりとした青の点滅に変わります。 

５．ペアリング後、４Riders の A ボタンを押すと繋がり、通話ができます。 

６．ペアリング後、最初に繋ぐ時は、必ず４Riders の A ボタンを押して繋いで下さい。

その後は、どちらのボタンを押しても繋がります。 

 

注意!!  

４Riders 同士でペアリングするよりも、呼出しから接続までに５秒程掛ります。 

呼び出し中、切断してしまったように感じますがププっと鳴った後繋がります。 
 

４Riders を 1 機と６Riders を 2 機使用される時の注意点 
ペアリング後、最初４Riders から呼び出しますが、その後は６Riders 側から呼び出さ

ないと 3 機同時通話ができません。４Riders 2 機の場合は、どちらからの接続でも構

いませんが“3 機で使用する時だけ”注意が必要となります。 
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こんなときは？ 

正常に作動しない 

十分に充電をして下さい。フル充電は約３時間です。 
 

音が聞こえない 

通話ボタンを押してから、相手に繋がるまでに少々時間が掛かります。音が遠い

場合はボリュームを＋ボタンで上げて下さい。スピーカーの位置がずれていない

か確認して下さい。 
 

混線、音が割れる 

他の電波が障害で正常に機能しないことがありますが、電源ＯＮ/Ａボタンと電源

ＯＦＦ/リセットを同時に押すと正常に戻ります。 
 

ピューピュー音が出る 

マイクとスピーカーの距離が近過ぎるとこのような音がでます。マイクとスピー

カーは離してお使い下さい。 
 

携帯電話や音楽プレイヤーが切断する 

電波の影響で切断することがあります。電話/再生を一回押すと再び繋がります。 
 

携帯電話と連携しない 

ほとんどの Bluetooth 機能付の携帯電話と連携いたしますが、まれに機能しない

メーカーや機種もございます。 

その際、繋がっても、会話ができない場合や、会話ができても A ボタンでの操作

ができない場合もあります。 
 

上記の症状が改善されない 

一度電源を切り、ペアリングを再度行って下さい。 
             

 


