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MIDLANDでつながろう!

BT NEXT PRO

ミッドランド・プロショップで何ができる？
Point

Point

4

1

取付やペアリングまで
全部おまかせ！

フルラインナップを
確認できる！

プロショップで購入した場

本体からアクセサリーまで、

合、その場で自分のヘルメット

ミッドランド製品のすべてが揃

にインターコムを取付けてくれ

うプロショップ。ウェブサイト

たり、組み合わせて使うブルー
トゥース機器とのペアリングま

やカタログの情報だけではなか
なか分からない、製品の質感や

でやってくれる。こうした取付

サイズ感といったものも、具体

けや初期設定、さらにファー

的にイメージできる。そして普

ムウエアのアップデートといっ
た、使用前の作業をプロの手で
行ってくれるのは安心だ。

段使っているヘルメットにイン
ターコムをあてがって、サイズ
を把握するのにも絶好の場だ。

Point

フラッグシップにふさわしい高機能・高性能に、
白く輝く存在感がプラス
プロショップでしか手に入らないこのモデルは、
まさにプレミアムなインターコムだ
写真／桑山章 イラスト／田中斉 文／八百山ゆーすけ
問：LINKS TEL075-708-2362 http://www.midlandradio.jp/

Specifications
価格：3 万 1320 円（シングル）
6 万 1560 円（ツイン）
最大通信距離：1600m（グループ通話 700m

2

プロショップ限定の
イベントを開催！

モデル選びを
しっかりサポート！

ミッドランドのスタッフが
ショップを訪れ、ミッドランド
製品に関するさらに詳しい解説
が聞ける「ミッドランドデー」
など、プロショップ限定のイベ
ントを開催。また、2016年に
実施した「BTT ボタン半額キャ
ンペー」のような、プロショッ
プ限定の、お得な特別プロモー
ションも行っている。

プロショップではミッドラン
ドが認定したアドバイザーが応
対してくれる。ミッドランド製
品に精通しているだけあって、
製品選びのうえで分からないこ
とにも、的確なアドバイスが期
待できる。自分のいつものツー
リングスタイルをアドバイザー
に伝えれば、その用途に適した
モデルを選んでくれる。

BT NEXT PROに
ホワイトモデル登場!!

ミッドランドの最新モデル
「BT NEXT PRO」
に、
限定ホワイトモデルが登場

Point

5

ミッドランドプロショップだけで買える

ミュージックシェアシェアリング10m）
最大通話時間：20 時間
同時通話人数：8 人（パッセンジャー 4 人含む）
ミッドランド製品接続台数：3 台
他社製品接続台数：2 台
携帯電話接続台数：2 台
防水性能：IPX6 相当
BTTボタン／ BT TALKアプリ：〇
ミュージックシェアリング：〇
（BT PROシリーズ同士のみ対応。
通話中は利用不可）
ステレオブレンド：〇
ブレーキライト（意匠登録済）
：〇
FMラジオ：〇（ワイド FM 対応）
AGC on-off：〇

Point

Point

岡山県岡山市
北区花尻あかね町 12-113
TEL086-214-1551

京都市伏見区横大路朱雀 36
TEL075-623-1417

静岡県浜松市東区原島町 525
TEL053-411-1170

千葉県柏市大島田 394
TEL04-7193-4182

神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-17-1
TEL045-790-1175

神奈川県横浜市都筑区長坂 12-7
TEL045-942-1171

RSタイチ本店

バイクワールド 名古屋店

ライコランド 土浦店

ナップス 前橋インター店

ナップス 埼玉店

大阪府大東市中垣内 3-1-25
TEL072-874-5315

愛知県名古屋市港区十一屋 1-16-1G-7モール2F
TEL052-381-8197

茨城県土浦市真鍋 5-8-15
TEL029-893-3920

群馬県高崎市中尾町 44-1
TEL027-370-1234

埼玉県桶川市末広 1-1-42
TEL048-778-3117

バイクワールド 伊丹店

ライコランド SEED岡崎店

ライコランド TOKYOBAY東雲

ナップス 横浜店

ナップス 千葉北インター店

兵庫県伊丹市北伊丹 5-96-1
オートバックス2F
TEL072-770-8197

愛知県岡崎市井ノ口町和田屋 7 番地
TEL0564-26-4786

東京都江東区東雲 2-7-12
TEL03-3527-7431

神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 1009
TEL045-853-1171

ライダーズスタンド 緑2りんかん

ライダーズスタンド 和光2りんかん

ライコランド 伊勢崎店

千葉県千葉市稲毛区長沼原町 731-17
フレスポ稲毛内
TEL043-304-2200

愛知県名古屋市緑区篭山 2-1210
TEL052-878-2305

埼玉県和光市下新倉 5-11-1
TEL048-452-6290

群馬県伊勢崎市宮子町 3427-12
TEL0270-26-1010
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ナップス
仙台泉インター店
宮城県黒川郡
富谷町上桜木 2-3-1
TEL022-779-0822

50

全国プロショップリスト

福岡県太宰府市大佐野 2-4
TEL092-922-8197

※ショップの並びは 音順

ナップス 港北店

【 関東エリア 】

ホワイトの輝きが
強いアピアランスを放つ

ナップス ベイサイド幸浦店

インターコムといえばその多く

ライコランド 柏店

167

が︑黒をベースにしたものが多い︒

ナップス 浜松店

広島県広島市西区観音新町 4-14
TEL082-297-8951

しかし︑本体のすべてがホワイト

【 中部エリア 】

RSタイチ京都店

ナップス 広島店

一色で包まれた特別なインターコ

【 近畿エリア 】

ナップス 岡山店

福岡県久留米市上津町 1164-2
TEL942-65-3189

ム が︑ ミ ッ ド ラ ン ド の﹁ B T

【 東北エリア 】

【 中国エリア 】

ライコランド 久留米上津店

NEXT PRO﹂限定ホワイト

トは︑ヘルメットに付けていると

モデルだ︒キラキラと輝くホワイ

強いアピアランスを放つ︒特に濃

色系やグラフィックモデルのヘル

メットに付ければ︑ひときわその

存在感を主張することだろう︒

も ち ろ んB T P R O シ リ ー ズ

のフラッグシップとして︑音楽や

4

ナビの音声案内を聞きながらイン

8

ターコム通話ができる﹁ステレオ

4

ブレンド﹂機能や︑ライダー 人︑

同時に会話ができる﹁グループ通

パッセンジャー 人の合計 人で

話モード﹂といった︑ハイレベル

この限定ホワイトモデルは︑全

な機能と性能が詰め込まれている︒

国 カ所以上に展開する﹁ミッド

20

バイクワールド 太宰府店

【 九州エリア 】
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ランド・プロショップ﹂だけで販

の前でやって見せてもらうと、
自分自身の覚えもいいはずだ。
また、使いこなせていなかった
機能を知るいい機会でもある。

売されている︒プロショップは製

アイテムがリリースされる可能
性は高い。人とは違うプレミア
ムなアイテムを使いたければ、
プロショップに行くしかない！

品選びからアフターケアまで︑ミ

ミッドランド製品を購入した
後に、実際に使ってみて分から
ないことがあったとしても心配
ない。プロショップで各種設定
や操作の仕方を分かりやすくア
ドバイスしてくれる。実際に目

ッドランド製品に精通したアドバ

ミッドランド製品をプロ
ショップで買うメリットのひと
つが、右ページで紹介したBT
NEXT PRO ホワイトモデルの
ような限定品が手に入れられる
こと。今後もプロショップ限定

イザーが対応するプレミアムな場︒

操作方法を
丁寧にレクチャー！

ここでしか買えない限定ホワイト

限定アイテムが
購入できる！

モデルは︑まさにそんなプレミア

3

ムな一品なのだ︒

6

166

BikeJIN

vol.168

166

