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1. はじめに

「LX-B4FM」Bluetoothコミュニケーションバイクインカムをお買い上げいただき誠にあ

りがとうございます。下記で「LX-B4FM」をB4にします。

本製品を安全、快適にお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書を必ず読んでくだ

さい。

このマニュアルでは、B4の操作方法を説明していますが、ご利用開始前に、お使いの携

帯電話やGPS機器のBluetooth機能について各機器の取り扱い説明書をご一読いただくこ

とをお勧めいたします。

 お買い上げいただきましたB4を他のB4と接続することで1.6kmまでのインカム通話が

可能になります(通話距離は環境により短くなる可能があります)。

 B4はオープンフェスとフルフェススタイルのヘルメットに取り付けるように設計さ

れたバイクインカムです。

 B4をヘルメットに装着し、携帯電話でのハンズフリーの通話、ミュージックプレーヤ

ーの音楽やGPSナビケーションシステムの音声を聴いたり、他のライダーとの会話を

ワイヤレスで快適にお楽しみいただきます。

 B4はHSP、HFP、A2DPなどのプロファイルに対応しているため、殆どのBluetoothヘッ

ドセットとペアリングできます。Siri or S-Voiceを起動でき、音声コントロールで

電話をかけます。また、バイク乗りながら、FMラジオを楽しめます。
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2. 商品内容

 LX-B4FM本体

 スピーカーマイクセット

 USB充電ケーブル

 取付ブラケット

 3M両面テープブラケット

 取扱説明書
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3. 取り付け方法

3.1 ブラケットをヘルメット左側の帽体と内装の間に挟んで、ヘルメットに本

体を固定します。取付タイプと3M両面テープタイプの2種類のブラケットがあ

ります。ご自由に使用ください。

3.1.2 もし取付ブラケットを使用すると、何か困ったことがあったら、3M両面

テープをご利用ください。3M両面テープブラケットをヘルメットに粘って、

15秒ぐらい押してください。そして、24時間後ご使用ください。

注意：ご利用のため、3M両面テープのブラケットを用意されますが、弊社が

取付ブラケットをご利用おすすめです。3M両面テープを使用した際に発生し

たリスクにつきまして、ご自身の選択と責任で、弊社は一切の責任を負いか

ねます。

3.2 フルフェイスヘルメットに大体鼻の位置の左側には、ボタンマイクのベル

クロを置いてください。そして、ナイロンテープを合わせて、スピーカーに接

続してください。
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※オープンフェイスヘルメットに使用する場合、ブームマイクを使用して、マ

イクに付けられた白いマックを口の方へ向かってご利用ください。

3.3 スピーカーをヘルメットの内側にに入れます。スピーカーとマイクのナイ

ロンテープをしっかり合わせてください。

3.4 スピーカーとマイクの線をヘルメットの隙間に押し込んみます。

注意：短いのスピーカーをヘルメットの左側に、長いのスピーカーを右側に

置いてください。

3.5 LX-B4FM本体をブラケットに取り付けます。本体をブラケットの上から底

部にスライドして、「ガッチ」と音がして、しっかりはまってください。
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3.5 LX-B4FM本体を外すには、本体をブラケットの上底部から上部にスライド

して、「ガッチ」と音がして、外してください。

4. 操作方法

ご使用の前にフル充電してください。

本製品が DC アダプターが付属しておりません。他の DC 5V の充電器またはパソコンの

usb コードに充電できます。予めご了承ください。充電の時ランプが赤くなります。充電

完了すれば、ランプが青色になります。

防水機能を強化するため、このインカムのスピーカーポートが少し違います。大きな力を

入れて、奥まで押し込んでください。「ガッチ」と音がして、しっかりはまってください
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4A.電源オン・オフ

• 電源オンにする

電源ボタンを約3秒押し、LED ランプが青色になれ点灯すれば、電源がオンにします。

また、音声で電池の残量をお知らせします。

• 電源オフ

電源ボタンを約3秒押し、LED ランプが赤色になってから消灯すれば、電源がオンにし

ます。

• 充電する

充電する時、USBケーブルが充電ポートに接続してください。充電状態は、LED プラン

が赤色の点灯からLED プランが青色に変わればフルに充電されたことになります。フル充

電までに約2.5時間かかる。

• バッテリ低下の知らせ

約10％低バッテリになると、LED プランが点滅して青色から赤色に変わる。そして、5

分間毎に音が鳴り、バッテリが低下していることを知らせます。

4B.Bluetooth 対応機器とのペアリング方法

LX-B4FMはiPhoneやAndroidスマートフォン、MP3とGPSのようなBluetooth ディバイス、

他のLEXINバイクインカム製品とペアリングできます。Bluetooth機能が備えればペアリン

グできます。そして、ペアリングしたら、次回対応範囲に入れば自動的にペアリングでき

ます。
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• スマートフォンとペアリング

1. 電源Offの状態から電源ボタンを約6秒押し続けてください。LEDランプが赤色と青色点

滅すれば、ペアリングモードに入ります。

2. 携帯電話の検索画面に“LX-B4FM”を選んでください。

3. ピンコードが必要な場合0000を入力してください。

4. LEDプランが青色に点滅すると、ペアリング完了されました。

• ステレオブルートゥースアダプターとペアリング

1.オディオソースをオンにして、 ステレオブルートゥースアダプターを準備してくださ

い。

2. LX-B4FMをペアリングモードにしてください。(前と同じ)

3. ステレオブルートゥースアダプターをオンにしてください。

4. ペアリングされたら、音楽を楽しめます。

• ナビゲーションとペアリング

1.バイクを乗りながら、ナビゲーションの音声案内を聞こえます。

2.ペアリング操作は携帯電話との同じです。

3.ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。

• 他のブランドのインカムとペアリング(LX-R６とペアリングを例として）

1. B4FMをオンにしてください。そして、インターコムボタンを押してください。ランプ

が赤青点滅すれば、ペアリングモードに入ります。

2. B4FMのインターコムボタンを短く押して、2台のインカムのプランが青いしか点滅す

れば、ペアリング完了です。

B4FMの音量+と音量-ボタンを同時に短く押してから、お互いに通話ができます。電源ボ

タンを押すと、通話中断です。

※：他社のインカムをペアリングする時、各機器の取扱説明書にご確認ください。

5. 操作と機能

5.1音量調整

音量-ボタンと音量+ボタンによって、音量調整をする。音量を最大/最初にすると、「ビ

ープ」と音がします。
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電源ボタンを押すと、音楽停止/再生できます。

音楽を聞く時、音量‐ボタンを押し続けると、次の曲を送ります。逆に、音量＋ボタンを

押し続けると、前回の曲に戻ります。

注意：スマホにて音楽を聞くとき、スマホの音量を最大にしてください。

5.2 着信応答/拒否

5.2.1. 着信応答

電話が掛けてきた時、約12秒後に自動的に電話に出る。または、電源ボタンを

押して、すぐ電話に出ます。

注意：インターコムボタンと電源ボタンを3秒間押すと、自動着信応答機能を無効にします。無効にす

ると、赤いランプが三回点滅します。もう一度押すと、また自動着信応答機能を有効にします。有効に

すると、青いランプが3回点滅します。

5.2.2. 着信拒否

電話に出ない場合、電源ボタンを2秒押し続けてください。

5.2.3. 通信終了

電源ボタンを１回押して、通話が終了されます。

5.2.4.音声ダイヤル

待機モードに、電源ボタンを 2回クリックして、Siri/S-Voice を起動します。

「ビープ」と音がして、スマホ側から SiriSiri/S-Voiceを起動し、連絡先の名前

を呼んでハンズフリーでダイヤルできます。

5.2.5.リダイヤル

音量+ボタンをダブルクリックして、最後に呼び出された電話番号をリダイヤ

ルできます。

注意：場合によって、電波などの影響でBluetooth接続が切断されることが可能です。こ

の時、電源ボタンを短く押して、再接続できます。

5.3 LX-B4FM同士とペアリング

全二重通信で、LX-B4FMを他のB4FM同士とペアリングして、最大4台まで接続できます。

2台のB4FM、3台のB4FM、4台のB4FMを接続操作がそれぞれ違います。3台または3台以上の

B4FMをペアリングするとき、端末機とブリッジ機があります。通信距離を最大の範囲にす

るため、走行中ライダーはユニットが接続された順序と同じく並んでください。
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注意：インカムを接続する前に、インカムを全部リセットすることをおすすめます。

音量+ボタンと音量-ボタンを同時に押して、赤いランプが１回点滅して、リセット完了

です。

1) 2台 LX-B4FM同士のペアリング

ペアリング設定を説明するために、2台のB4を1,2とする。

①2台の LX-B4FM の接続

電源がオンにしてから、1と 2のインターコムボタンを約 2秒長押して、ラン

プが赤青点滅になれば、ペアリングモードに入ります。

unit 1 unit 2
インターコムボタンを１回クリックして、ランプが赤青点滅から青点滅になれ

ば、ペアリング完了です。

unit 1 unit 2
②インカム通信

一つのインカムのインターコムボタンを１回クリックして、3-5 秒間後 2台の

インカム同士の間通信できます。通信するとき、インカムのランプが赤青点滅

しています。

unit 1 unit 2
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③インカム通信切断

通信する時、インターコムボタンを１回クリックして、インカム通信が切断さ

れます。または、ランプが青色点滅になります。

unit 1 unit 2

2) 3台LX-B4FM同士のペアリング

Tips：接続するまで、理解しやすいように赤マックと青いマックをつけてください。3台

のB4FMを左から右まで順に1,2,3 とする。インカム2はブリッジインカムで、他の二つの

インカムは端末機です。

ペアリングする前に、最初１回リセットしてください。

①インカム1とインカム2のペアリング

1 と 2 の電源をオンにして、インターコムボタンと音量+ボタンを同時に 2 秒

ぐらい押します。ランプが赤青点滅になれば、ペアリングモードに入ります。

unit 1 unit 2
一つのインカムのインターコムを１回クリックして、ランプが赤青点滅から青

点滅になれば、ペアリング完了です。

unit 1or unit 2 unit 1or unit 2
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②インカム2とインカム3のペアリング

インカム3の電源をオンにして、2または3のインターコムボタンと音量-ボタン

を同時に押して、ランプが赤青点滅になれば、ペアリングモードに入ります。

unit 2 unit 3

そして、一つのインカムのインターコムボタンを１回クリックして、ランプが

赤青点滅から青点滅になれば、ペアリング完了です。

unit 2 or unit 3 unit 2 and unit 3

③3台のインカム同士の通信

1or2のインターコムボタンを１回クリックして、1と2のランプが青点滅から赤

青点滅になれば、1と2が通信できます。

unit 1 or unit 2 unit 1and unit 2

2or3のインターコムをダブルクリックして、2と3のランプが青点滅から赤青点

滅になれば、3台のインカムが同時通話できます。

unit 2 or unit 3 unit 2and unit 3
注意：通信中、3台のインカムのランプが赤青点滅しています。
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④インカム通信の切断

1あるいは2のインターコムボタンを１回クリックして、1と2のインカム通信を

切断します。2と3がまだ通信できます。

unit 1 or unit 2 unit 1and unit 2
2or3のインターコムボタンをダブルクリックして、2と3のインカム通信を切断

します。こうすると3台のインカム通信が切断されます。

unit 2 or unit 3 unit 2 and unit 3
注意：ブリッジ機とするインカム2は他のBluetoothデバイス(携帯電話、GPS

など）とペアリングできません。

3) 4台LX-B4FM同士のペアリング

Tips：接続するまで、理解しやすいように赤マックと青いマックをつけてください。3台
のB4FMを左から右まで順に1、2、3、4とします

ペアリングする前に、最初１回リセットしてください。

①ブリッジ機2と3の接続

2と3の電源をオンにして、2と3のインターコムボタンと音量-ボタンを同時に2

秒押します。ランプが青点滅から赤青点滅になれば、ペアリングモードに入り

ます。

unit 2 unit 3
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一つのインターコムボタンを１回クリックして、ランプが赤青点滅から青点滅

になれば、ペアリング完了です。

unit 2 or unit 3 unit 2 and unit 3
②端末機とブリッジ機のペアリング

まずは1と2をペアリングします。1の電源をオンにしてください。

1と2のインターコムボタンと音量+ボタンを同時に約2秒押します。1と2のラン

プが青点滅から赤青点滅になれば、ペアリングモードに入ります。

unit 1 unit 2
1or2のインターコムボタンを１回クリックして、1と2のランプが赤青点滅から

青点滅になれば、ペアリング完了です。

unit 1or unit 2 unit 1 and unit 2
次は3と4のペアリングです。

インカム4の電源をオンにして、3と4のインターコムボタンと音量+ボタンを同

時に2秒押して、ランプが青点滅から赤青点滅になれば、ペアリングモードに

入ります。

unit 3 unit 4
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3または4のインターコムボタンを１回クリックして、ランプが赤青点滅から青

点滅になれば、ペアリング完了です。

unit 3 or unit 4 unit 3 and unit 4

③4台インカム同時通信

2または3のインターコムをダブルクリックして、ランプが青点滅から赤青点滅

になれば、2と3の間通信できます。

unit 2 or unit 3 unit 2 and unit 3

1または2のインターコムボタンを１回クリックして、ランプが青点滅から赤青

点滅になれば、1と2が通信できます。

unit 1or unit 2 unit 1 and unit 2
最後に、3または4のインターコムボタンを１回クリックして、ランプが赤青点

滅になれば、3と4が通信できます。

unit 3 or unit 4 unit 3 and unit 4
注意：通信中、4台のランプが赤青点滅しています。
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④インカム通信の切断

2または3のインターコムボタンをダブルクリックすると、2と3の通信が切断さ

れます。1と2、3と4の通信がまだ続けます。

unit 2 or unit 3 unit 2 and unit 3
1または2のインターコムボタンを１回クリックすると、1と2の通信が切断され

ます。3と4の通信がまだ続けます。

unit 1or unit 2 unit 1 and unit 2

最後に3または4のインターコムボタンを1回クリックすると、3と4の通信が切

断されます。

unit 3or unit 4 unit 3 and unit 4
ヒント：インターコムボタンをダブりクリックすると、ブリッジ機を再接続

できます。端末機のインカムのインターコムボタンを１回クリックすると、

端末機とブリッジ機を再接続できます。

注意：

✾インカム通信する時、「ビープ」と音が聞こえます。また、他のインカム

と接続するには何秒の時間が必要で、接続完了までお待ちください。

✾ブリッジ機の接続が切断されたら、グループ通話できません。
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✾インカム1またはインカム4の接続が切断されたら、他の3台まだ同時通話で

きます。

✾もし一つのインカムのペアリングが切断されて、他の2台がまだ接続された

ままなら、接続できる範囲に上記の接続手順に従って、再接続してください。

✾接続範囲に離れたら、インカムの接続が切断されます。この場合、LX-B4FM

は自動的に8秒ごとにインカムの再接続を試みます。接続が再確立まで、高音

で2回のビープ音が聞こえます。再接続したくない場合、インターコムボタン

を押して、再接続を終了してください。

✾4台のB4FMを接続するため、最初はインターコムボタンと音量ーボタンで

ブリッジ機をペアリングすることをおすすめます。その後はブリッジ機と端

末機をペアリングしてください。また、グループ通話を保持するため、ブリ

ッジ機が接続しています。

ヒント：電量を保つため、通話しない時接続を切断してください。

重要：ブリッジ機の役割をやっているインカムは他のbluetoothデバイス(スマ

ホやGPSなど)とペアリングできません。ご注意ください。

5.4 他機種とペアリング

他機種とのペアリング方法が2台のB4FMのペアリング方法とほぼ同じです。

1 . B4FMと他機種のインカムがペアリングモードにして、B4FMのインターコム

ボタンを１回クリックして、2台とも青いランプが点滅すれば、ペアリング完

了です。

2 . B4FMの音量+と音量-を同時に１回クリックして、B4FMのランプが赤青点滅

になれば、通話できます。

3 . 電源ボタンを押すと、インカム通信が切断されます。
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5.5 ステレオ音楽とFMラジオ

BluetoothにてまたはFMラジオにて、ステレオ音楽を聞こえます。

• Bluetoothステレオ

Bluetoothオーディオステレオは前で説明したBluetoothオーディオステレオ

ペアリングの手順に従ってLX-B4FMとペアリングする必要があります。

LX-B4FMはA2DP をサポートしているため、Bluetoothオーディオステレオが

A2DPに対応している場合、LX-B4FMを使用して音量調整、音楽再生・一時停

止、曲送り/曲戻り機能が働きます

 音量+または音量-ボタンを押して音量を調整します。

 インターコムボタンを短く押して、音楽を再生/一時停止します

• FM ラジオ

音量-ボタンを2秒押して、FMラジオモードに入ります。音量+または音量-ボ

タンを2回クリックと目的の放送局を探します。

5.6 機能優先順位

LX-B4FMは次の優先順位で動作します。

1. 携帯電話(最高）

2. インターコム

3. Bluetoothステレオ音楽

4. FMラジオ（最低）

優先順位が低い機能は、順位が高い機能によって常に中断されます。例えば、ステレオ音

楽はインカム通信によって中断され、インカム通信は携帯電話通信によって中断されます。

5.7 リセット

ペアリングしないまま、赤いランスが点滅するまで、音量-ボタンと音量+ボタンを同時に

長押してください。

5.8バッテリー低下の知らせ

音量+ボタンを長押すと、音声でバッテリーの残量を知らせます。低バッテリーになると、

五分間毎にビープ音が鳴り、バッテリーが低下していることを知らせます。
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6.安全にお使いいただくために

LX-B4FMを安全にお使いいただくために、必ずお読みください。

注意

本製品を道路で使用する場合は、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。

大音量を聴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、重大な事故の原因となります。

本体に無理な力をかけないでください。無理に力をかければ破損や故障の原因になりま

す。

本製品んを分解・改造しないでください。火事や感電などの原因になります。

本製品が DC アダプターが付属しておりません。別途にご用意ください

7.仕様

製品仕様

Bluetooth 規格 v3.0

対応プロファイル A2DP、HSP、HFP、ICP

ペアリンググループ数 最大 4人同時通話

通信最大飛距離 1600ｍ

使用可能時間 12-15 時間

待機時間 350 時間

FM ラジオ対応周波数 86-108MHZ,日本国内対応周波：68-90

充電時間 2.5 時間

認証 FCC CE

電池容量 800mA

付属品

インカム本体、USB 充電ケーブル、

3M 両面マジックテープ

ヘルメット固定ブラケット

ブームイヤホンマイク(ジェット型ヘルメット用)、

ワイヤードイヤホンマイク(フルフェイス型ヘルメット用）
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8. 製品保証について

 本商品の保証期間は購入日から1年間です。説明書の内容をお読みになり

理解した上で商品をご利用してください。

 本商品は厳重に管理された工場にて生産・管理しておりますが、万が一不

良が発生した場合、本商品のみの保証対象といたします。本商品以外の部

品代金、修理工賃、整備などで発生した費用は保証対象外とさせていただ

きます。

 外観上本体に大きな外傷、割れがある場合、保証対象外とさせていただき

ます。予めご了承ください。

 保証修理を依頼された場合、当店にメールを送ってください。

 保証期間であっても有償となる場合もあります。予めご了承ください。

 水の侵入による故障はいかなる場合でも保証対象外となります。予めご了承ください。

【返品・交換連絡先】

＜メールアドレス＞

kate@lexinmotorcycle.com

abby@lexinmotorcycle.com

mailto:kate@lexinmotorcycle.com
mailto:abby@lexinmotorcycle.com


WWW.LEXINMOTORCYCLE.COM

kate@lexinmotorcycle.com

+1 (800) 380-8248

http://www.lexinmotorcycle.com
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