
デイトナ インカム
DT-01

ファームアップ後の
操作方法

商品No. 98913 / 98914

本書をよくお読みの上
正しくご使用ください。

「ファームアップ後は、操作方法が変わります」
新しくファームアップデートを行うと

旧ファームアップデート時と、DT-01本体の
操作方法が変わります。

ご了承いただいた上で、ファームアップデートを行ってください。
※各部の名称は変わりません。
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本書「デイトナ インカム ファームアップ後の操作方法」で説明する各
部の名前を表示します。

電源ON / OFF・インカムのペアリング・インカム通話の開始 / 終了　に
使用します。

各種ブルートゥース機器のペアリング・携帯電話の操作・音楽の再生 / 停止
に使用します。

ボリューム調整・音楽の曲送り / 曲戻し　に使用します。

1 各部の名前

MボタンAボタン

■ Aボタン

■ Mボタン

■ Vボタン

充電をする際に付属のUSBケーブル（Type-C）を接続します。
■ 防水キャップ付きUSB差込口

Vボタン

防水キャップ付き
USB差込口
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初めてご使用になる時や、長時間使用していない場合は、必ず充電を
行ってからご使用ください。

●本体にUSB電源アダプターは付属しません。市販のUSB電源アダプ
ター（定格 DC5V-0.8A 以上）をご用意ください。
●使用する充電器等により充電時間は異なります。
●所定の時間充電を行っても充電ができない場合は、デイトナまでお問い
合わせください。

充電が開始すると、Aボタン下部で赤色ランプが点灯します。充電が完了
すると青色に変わります。
充電は約2.5時間で完了します。本体の使用状況やバッテリー残量に
よって充電期時間は変わります。

2 インカム本体を充電する

防水キャップ

充電中
赤色ランプ
点灯

USB Type-C
ケーブル

市販のUSB
電源アダプター

インカム本体にUSBケーブルを差し込み電源アダプターを接続する。1
電源アダプターをコンセント（AC100V）に奥まで差し込む。2
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電源のON / OFFは「Aボタン」と「Vボタン」を使用します。電源が
ONになると、青色ランプが点灯します。
スピーカーに接続している場合は、スピーカーから「電源が入りまし
た」の音声案内が流れ、バッテリー残量をお知らせします。

Aボタン ＋ Vボタン（－）マイナス方向 を約4秒間同時に押します。
電源がONになると青色ランプが点灯します。スピーカーに接続している場合は
「電源が入りました」の音声案内が流れ、バッテリー残量をお知らせします。

3 電源の ON / OFF

Aボタン 長押し

Vボタン

（－）マイナス方向へ長押し
青色ランプ
点灯

Vボタンを（－）マイナス方向へ押しながら、
Aボタンを同時に長押し押しで電源ON。

Vボタンを（－）マイナス方向へ押しながら、
Aボタンを同時に長押し押しで電源OFF。

1

Aボタン ＋ Vボタン（－）マイナス方向 を約4秒間同時に押します。
電源がDFFになると赤色ランプが点灯します。スピーカーに接続している場合
は「電源を切ります」の音声案内が流れ、バッテリー残量をお知らせします。

2
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DT-01同士でペアリング操作をすると、最大で4台までのグループ
トークが可能です。

DT-01を最大4台まで、まとめて1回でペアリング可能です。
一度ペアリングを行えば、電源の ON / OFF のたびに、ペアリング操作を
行う必要はありません。
また、グループトーク中に、通信圏内から外れ通話が途切れてしまっても、
再度、通信圏内に戻れば、自動的にグループトークに復帰します。

違うメンバーと通話をしたい場合は、オールリセット後、新しいメンバー同
士でペアリングし直す必要があります。

4

A

DT-01 同士で話す　①

5

B

C D

■DT-01同士のグループトーク イメージ
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DT-01同士でペアリング操作をすると、最大で4台までのグループ
トークが可能です。

DT-01のペアリングは、1台が「親機」になり、残りのDT-01が「子機」になると
イメージしてください。

4

DT-01同士のペアリング時イメージ

DT-01 同士で話す　②

A 親機

B 子機 C 子機 D 子機

5

Aボタン
約4秒長押し

Mボタン
約4秒長押し
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DT-01同士でペアリング操作をすると、最大で4台までのグループ
トークが可能です。

Vボタンを（－）マイナス方向 + Aボタンを同時に長押しで、電源ON。
ペアリングをする全てのDT-01の電源を入れてください。

1

「親機」1台を除く全ての、DT-01（子機）をペアリングモードにする。3

4

DT-01同士でペアリングを開始する

DT-01 同士で話す　③

Ｍボタン
約4秒長押し

赤色ランプ
青色ランプ
交互点滅

子機

Mボタンを、赤色ランプ / 青色ランプが交互点滅するまで約4秒間押し続ける。

GセンサーがONの場合は、Mボタンを押しながら、ヘルメットをたたくとG
センサーが反応し、すぐにペアリングモードにすることも可能です。

「親機」となるDT-01をペアリングモードにする。2
Ａボタン
約4秒長押し

青色ランプ
高速点滅

親機

Ａボタンを、青色ランプが高速点滅するまで約4秒間押し続ける。

GセンサーがONの場合は、Mボタンを押しながら、ヘルメットをたたくとG
センサーが反応し、すぐにペアリングモードにすることも可能です。
※ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。

※ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。
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DT-01同士でペアリング操作をすると、最大で4台までのグループ
トークが可能です。

●通話中に、グループトークが通信圏外となり接続が切れても、再度、通信
圏内に戻ると、自動復帰しグループトークを再開できます。
●3人以上のグループトーク中に、接続が切れるなどでメンバーが増減する
と、通話音量が変化する場合がありますが、故障ではありません。
お手数ですが再度、音量調整をおこなってください。

グループペアリング済みのＤＴ-01で、呼び出しを行う。「親機」「子機」関係なく、
どれか1台のみで操作完了です。

1

4

DT-01同士でグループトークを開始する

DT-01 同士で話す　④

Ａボタン
2回押す

Ａボタン
1回押す

Ａボタンを2回押してください。グループペアリング済みのいずれか1台のみ操作
してください。グループトークが開始すると「通話開始」の音声案内が流れます。
しばらくすると「接続しました」の音声案内が流れ、通話ができる状態になります。
※その他のＤＴ-01で特に受信操作は必要ありません。自動でグループトークが
開始されます。

グループトークを終了する場合は、Ａボタンを1回おしてください。2
グループトーク中に、会話を終了したい場合はＡボタンを1回押してください。
会話が終了し「通話を終了します」の音声案内が流れます。
再度通話を開始する場合は、1のやり方でＡボタンを2回押してください。
※Aボタンを押したメンバーのみが通話終了します。



10

DT-01では、デイトナ他種インカムや、他社インカムとも1対1で会話が可
能です。この場合、DT-01 1台でペアリングできる他種 / 他社イン
カムは、1台のみとなります。
ＤＴ-01 1台で、デイトナ他種 / 他社インカムを複数使用したグループ
トークはご利用できません。ご注意ください。

5 DT-01 と他種 / 他社インカムと話す　①

DT-01 1台に対し他種 / 他社インカム1台のみ会話可能

デイトナ他種
他社インカム

DT-01 1台に対し他種 / 他社インカム複数台の会話不可

デイトナ他種
他社インカム

デイトナ他種
他社インカム

デイトナ他種
他社インカム
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DT-01では、デイトナ他種インカムや、他社インカムとも会話が可能です。
デイトナ他種インカムや、他社インカムと会話する場合は、ＤＴ-01 
1台につき1台のみペアリングが可能です。
ＤＴ-01 1台で、デイトナ他種 / 他社インカムを複数使用したグループ
トークはご利用はできません。ご注意ください。

5 DT-01 と他種 / 他社インカムと話す　②

Aボタン ＋ Vボタン（－）マイナス方向 を約4秒間同時に押します。
電源がONになると青色ランプが点灯します。スピーカーに接続している場合は
「電源が入りました」の音声案内が流れ、バッテリー残量をお知らせします。

Aボタン 長押し

Vボタン

（－）マイナス方向へ長押し
青色ランプ
点灯

Vボタンを（－）マイナス方向へ押しながら、
Aボタンを同時に長押し押しで電源ON。

1

DT-01の電源を入れる
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DT-01では、デイトナ他種インカムや、他社インカムとも1対1で会話が可
能です。この場合、DT-01 1台でペアリングできる他種 / 他社イン
カムは、1台のみとなります。
ＤＴ-01 1台で、デイトナ他種 / 他社インカムを複数使用したグループ
トークはご利用できません。ご注意ください。

5 DT-01 と他種 / 他社インカムと話す　③

Aボタンを青色ランプが高速点滅するまで、約4秒間押し続ける。2

Vボタンを（－）マイナス方向 + Aボタンを同時に長押しで、電源ON。
ペアリングをする全てのDT-01の電源を入れてください。
※ペアリングする他種 / 他社インカムもそれぞれの手順にそって、ペアリング
モードに設定してください。

1
DT-01 と他種 / 他社インカムでペアリングを開始する（DT-01側操作）

青色ランプ
高速点滅

他種 / 他社インカムとのペアリングが完了すると、ＤＴ-01の青色ランプが2回、
緑色ランプが1回、交互点滅します。スピーカーに接続している場合は「ペアリ
ング完了」との音声案内が流れます。

3

青色ランプ2回
緑色ランプ1回
高速点滅

Ａボタン
約4秒長押し

GセンサーがONの場合は、Mボタンを押しながら、ヘルメットをたたくとG
センサーが反応し、すぐにペアリングモードにすることも可能です。
※ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。
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DT-01では、デイトナ他種インカムや、他社インカムとも1対1で会話が可
能です。この場合、DT-01 1台でペアリングできる他種 / 他社イン
カムは、1台のみとなります。
ＤＴ-01 1台で、デイトナ他種 / 他社インカムを複数使用したグループ
トークはご利用できません。ご注意ください。

5 DT-01 と他種 / 他社インカムと話す　④

ペアリング済みのＤＴ-01で、呼び出しを行う。1
他種 / 他社インカムと 1対1でトークを開始する

Ａボタン
3回押す

Ａボタン
1回押す

Ａボタンを3回押してください。グループトークが開始すると「通話開始」の音声
案内が流れます。

1対1での会話を終了する場合は、Ａボタンを1回押してください。2
グループトーク中に、会話を終了したい場合はＡボタンを1回押してください。会
話が終了し「通話を終了します」の音声案内が流れます。
再度通話を開始する場合は、1のやり方でＡボタンを3回押してください。

●通話中に、グループトークが通信圏外となり接続が切れても、再度、通信
圏内に戻ると、自動復帰しグループトークを再開できます。
●3人以上のグループトーク中に、接続が切れるなどでメンバーが増減する
と、通話音量が変化する場合がありますが、故障ではありません。
お手数ですが再度、音量調整をおこなってください。
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DT-01では、ブルートゥース機器（バイクナビ、レーダー、スマートフォンな
ど）と接続することが可能です。

6 ブルートゥース機器と接続する

ブルートゥース機器とペアリングを開始する

Vボタンを（－）マイナス方向 + Aボタンを同時に長押しで、電源ON。
ペアリングするブルートゥース機器の電源もONしてください。

1

音楽プレイヤーとペアリングを開始する。　（DT-01側の操作）2

Ｍボタン
約4秒長押し

赤色ランプ
青色ランプ
交互点滅

Mボタンを、赤色ランプ / 青色ランプが交互点滅するまで約4秒間押し続ける。
ペアリングが完了すると「接続しました」の音声案内が流れます。

●GセンサーがONの場合は、Mボタンを押しながら、ヘルメットをたたくと
Gセンサーが反応し、すぐにペアリングモードにすることも可能です。
●ブルートゥース機器側のペアリング方法については、それぞれの機器の
説明書をご確認ください。

※ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。



15

DT-01では、iPhoneに実装されている音声認識機能（siri）を使用するこ
とが可能です。
インカム通話中は操作できません。インカム通話を終了してから操作し
てください。

7 音声認識機能（siri）を起動する

音声認識機能（siri）を起動する

iPhoneとペアリング完了し、接続した状態で、Mボタンを約2秒間長押しします。1
Ｍボタン
約2秒長押し

●音声認識機能（siri）は、ペアリング完了し、接続したiPhoneでしか操作
できません。ご注意ください。
●インカム通話中は操作できません。インカム通話を終了してから操作し
てください。
●iＯＳのバージョンアップなどにより、使用できなくなる可能性があります。
●アンドロイド端末の作動は未確認です。

■商標
iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
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DT-01では、スマートフォンやブルートゥース機器音楽プレーヤーに接続し、
ACC対応で高音質なサウンドをワイヤレスで聴くことができます。

8 音楽を楽しむ　①

音楽プレイヤーを操作し音楽を楽しむ

Vボタンを（－）マイナス方向 + Aボタンを同時に長押しで、電源ON。
ペアリングするブルートゥース機器の電源もONしてください。

1

音楽プレイヤーとペアリングを開始する。　（DT-01側の操作）2

Ｍボタン
約4秒長押し

赤色ランプ
青色ランプ
交互点滅

Mボタンを、赤色ランプ / 青色ランプが交互点滅するまで約4秒間押し続ける。

●GセンサーがONの場合は、Mボタンを押しながら、ヘルメットをたたくと
Gセンサーが反応し、すぐにペアリングモードにすることも可能です。
●ブルートゥース機器側のペアリング方法、操作方法については、それぞ
れの機器の説明書をご確認ください。

※ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。
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DT-01では、スマートフォンやブルートゥース機器音楽プレーヤーに接続し、
ACC対応で高音質なサウンドをワイヤレスで聴くことができます。

8 音楽を楽しむ　②

Mボタンを1回押すごとに「音楽の再生」 ⇔ 「音楽の一時停止」に切り替わります。
ＧセンサーＯＮにしている場合は、ヘルメットを1回たたくことでも同じ操作が可能。

DT-01側の操作方法

■ 音楽の再生 / 音楽の一時停止

音楽操作中に Vボタンを（－）マイナス方向へ、約2秒間長押しします。
ＧセンサーＯＮにしている場合は、ヘルメットを3回たたくことでも同じ操作が可能。

■ 曲戻し

音楽操作中に Vボタンを（＋）プラス方向へ、約2秒間長押しします。
ＧセンサーＯＮにしている場合は、ヘルメットを2回たたくことでも同じ操作が可能。

■ 曲送り

Ｍボタン1回押すごとに
「音楽の再生」

⇔
「音楽の一時停止」

●ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。
●DT-01側での、これらの操作は「AVRCP（リモコン機能）」対応ブルートゥース
機器のみ可能です。非対応のブルートゥース機器では操作できません。

Vボタンを（－）方向へ
約2秒間押す

■ 曲戻し

Vボタンを（＋）方向へ
約2秒間押す

■ 曲送り




