
KT-BMD01
お買い上げ いただきありがとうございます。運転中は安全運転を最優先して本製品をお使いください。取扱説明書

Bear Lizard
ご使用になる前に
●ご利用の前に、この取扱説明書、及び接続（通信）する機器に付属の取扱説明書を良くお読みいただき、内容をよく理解し、正しく
ご利用くださいますよう、お願いいたします。　●この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管していただき、この商
品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。　●本体の操作は、停止した状態で行なってください。走
行中の操作は事故、転倒に繋がり大変危険です。　●携帯電話と同様に運転中の操作は取り締まりの対象となる場合があります。
※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

セット内容

機器の名称

●Bluetoothが付いていない無線機などの機器を、Bluetooth対応にすることができます。
●KT-BSH02以外のBluetooth機器で、Pinナンバーが0000,1111,8888,0123,1234の
　機器にもペアリングが可能な基本設計です。ただし全ての機器に接続を保証するもの
　ではございません。

主な特長

主な仕様

電源ON
電源OFF
モード切替
ペアリング
音楽専用モード

無線・音楽両用モード
無線専用モード
待機モード

電力低下の警告

緑色ランプ1回点滅
緑色ランプ高速点滅5回
緑色ランプ高速点滅

赤・緑色ランプ高速で交互点滅
緑色ランプ1回点滅
緑色ランプ2回点滅
緑色ランプ3回点滅
緑色ランプ1回点滅
赤色ランプ1回点滅

①KT-BMD01とKT-BSH02以外は、Bluetooth機器の電源をOFFにしてください。
②KT-BSH02のAボタン（電源ボタン）を約8秒間押しペアリングモードにしてください。
　この時、Cボタンは緑と赤がゆっくり点滅します。
③KT-BMD01の電源ボタンを約8秒間押しペアリングモードにしてください。
　この時電源ランプは緑と赤で高速に点滅します。
④ペアリングが完了するとKT-BSH02より"ピッ"という音がします。
　KT-BMD01の電源ランプとKT-BSH02のCランプが緑で1回、点滅していれば正常です。
※詳しくは、製品パッケージ台紙中面の「クイック ユーザーマニュアル」をご覧ください。

ランプ信号表示一覧

1音楽専用モード……電源ランプ　緑点滅1回
Bluetooht機能を内臓しない音楽プレーヤーに接続し、音楽をKT-BSH02へワイヤレ
スで飛ばすモードです。Naviの音声案内も音楽専用モードで使用してください。
音楽専用モード時に、KT-BSH02がタンデム、携帯電話とペアリングしている場合は
タンデム会話、携帯での通話が可能です。

電源ボタンを押すと、トグルでモードが切り替わります。初めに電源を入れた時は、
1音楽専用モードになります。以後、電源ボタンを押すことで、2無線機・音楽両用
モード→3無線機専用モード→1音楽専用モードの順に切り替わります。

2無線機・音楽両用モード……電源ランプ　緑点滅2回
ハンディー無線機に接続し、ワイヤレスで無線通話と音楽を聞くモードです。この
時、アマチュア無線の場合は必ず外部アンテナでご使用ください。このモードはPTT
スイッチを押したり、相手から受信した場合のみKT-BSH02に自動で接続します。通
常は待機状態になりますので、音楽やNaviの音声を聞くことができます。音楽を聞い
ている時にPTTスイッチを押したり無線を受信すると、KT-BMD01が自動で無線機
に切替わります。この時、音楽が切断されて無線機での通話ができるようになりま
す。切り替わり時間は接続する機器により多少変わります。
【自分から送信する場合】
①1度PTTスイッチをON/OFFしてください。
②KT-BMD01が自動的にKT-BSH02に接続します。
　その時スピーカーから"ピッ"と音がします。
③音楽モードから無線機モードに切換わったら会話してください。
【相手から受信する場合】
①音楽モードから無線モードに切換えるときは、送信者又は受信者が上記の動作を　行って
ください。
②通話が開始されるまで5から10秒後に切換わりますのでご注意ください。
※KT-BMD01と無線機との接続をメインに使う場合は、この後で説明する無線機専用モード
でお使いください。KT-BSH02にタンデム、携帯電話をペアリングしている場合はタンデム会
話、携帯での通話が可能です。タンデムや携帯電話を使用中の場合は無線機の使用はできま
せん。

3無線機専用モード……電源ランプ　緑点滅3回
ハンディー無線機に接続し、ワイヤレスで無線通話をするモードです。この時、アマ
チュア無線の場合は必ず外部アンテナでご使用ください。このモードは無線機に接
続された、KT-BMD01とKT-BSH02が常に接続したモードです。
無線機・音楽両用モードと違い、送受信時に頭切れの心配がありませんので無線機
をメインにお使いになる場合は、無線機専用モードをお使いください。
この時KT-BSH02にタンデム、携帯電話をペアリングしている場合はタンデム会
話、携帯での通話が可能です。タンデムや携帯電話を使用中の場合は無線機の使
用はできません。

KT-BMD01の接続モードは3種類

●KT-BMD01にペアリングするKT-BSH02には、Bluetooth機器を3台以上ペアリ
ングしないでください。
●アマチュア無線にKT-BMD01を接続する場合は、必ず外部アンテナをご使用くだ
さい。混信する場合があります。KT-BMD01とアマチュア無線機はなるべく離して
設置してください。
●KT-BMD01にペアリングされているKT-BSH02の電源が切れたりBluetooth範囲外
で接続が切れた場合、KT-BMD01の電源ランプがそれぞれのモードにより長く点
滅しますこの時、モードにより下記の操作をしてください。
【音楽専用モードの場合】……長い1回の点滅
①KT-BSH02の電源を入れ、KT-BMD01の電源ボタンを1回押します。
②KT-BMD01が自動でKT-BSH02と接続します。
③KT-BMD01の電源ボタンを音楽専用モードにして音楽を聞いてください。
【無線機・音楽両用モード】……長い2回の点滅
①KT-BSH02の電源を入れPTTスイッチを1回送信してください。
　KT-BMD01が自動で接続します。
②この時接続すると"ピッ"とKT-BSH02から聞こえます。
【無線機専用モード】……長い3回の点滅
①このモードの場合も無線機・音楽両用モードと同様にPTTスイッチを1回送信して
ください。自動で接続します。
②サービスエリアなどでBluetooth範囲を外れた場合も同様の操作をしてください。

●KT-BMD01の電源が切れた場合
　KT-BMD01の電源を入れてください。電源を入れると自動的に音楽専用モード戻
りますので、電源ボタンを押してお使いのモードに再設定してください。
●タンデム会話や携帯電話をご使用中は無線機の操作（送受信）はできませんので
ご注意ください。
●タンデム操作はKT-BSH02のボタンCを長く押し"ピピピッ"と鳴らして終了してく
ださい。

使用上の注意

KT-BMD01とKT-BSH02のペアリング

製品パッケージ台紙を開いて「クイック ユーザーマニュアル」も必ずご覧ください。

KT-BMD01-A マルチドングルオーディオセット
KT-BMD01/本体＋KT851/3.5ΦステレオAUXコード

 KT-BMD01

KT851 3.5ΦステレオAUXコード

KT-BMD01-S マルチドングル無線セット アイコム、アルインコ、スタンダード用
KT-BMD01/本体＋KT832/ハンディ接続コード

KT-BMD01-K マルチドングル無線セット ケンウッド用
KT-BMD01/本体＋KT832-K/ハンディ接続コードケンウッド用

 KT-BMD01

電源・ペアリング・モード切替ボタン
コード
接続端子

 KT-BMD01  KT-BSH02

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
 ▲

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
 ▲

 ▲ 
ピッ

 KT-BMD01 ※PTTスイッチは別売り

KT832ハンディ接続コード

※PTTスイッチは別売り

KT832-Kハンディ接続コード ケンウッド用

 KT-BMD01

F1D、G1D（Bluetooth V2.1+EDR）
2441MHz

0.000045W～0.0002W
HSP、A2DP

実用5m（最大10m）
実用8時間前後
120時間

単4アルカリ電池1本
60（L）、36（W）、16（H）
18g（本体のみ電池含まず）

電波の形式
周波数
空中線電力

利用可能なプロファイル
通信可能距離
通信可能時間
連続待受時間
電源
サイズ
重量

バッテリー
単4アルカリ
乾電池1本（ 　　  ）

裏面の接続例の図も合わせてご覧ください。



注意：KT-BMD01は複数のBluetoothには接続できません。

下記のシステムはNAVIにて音声案内と音楽を聞きながらiPhoneで携帯電話の通話、タンデムの使用ができます。
タンデム中はNAVIの音声案内と音楽は聞こえません。
iPhoneに電話がかかってきた場合は優先して電話に切り替わります。

下記のシステムは無線機で他車と会話をしながらiPhoneの音楽を聞きながら携帯電話の通話、タンデムの使用ができます。
タンデム中は無線機の受信は聞こえません。
iPhoneに電話がかかってきた場合は優先して電話に切り替わります。

下記のシステムは無線機で他車と会話をしながらiPhoneで携帯電話の通話、タンデムの使用ができます。
タンデム中は無線機の受信は聞こえません。
iPhoneに電話がかかってきた場合は優先して電話に切り替わります。

タンデム、NAVI、iPhone（電話）を使用する場合の接続例 （この時、NAVIはBluetooth非搭載）

タンデム、無線機、iPhone（音楽と電話）を使用する場合の接続例（この時、無線機はBluetooth非搭載）

タンデム、無線機、iPhone（電話）を使用する場合の接続例 （この時、無線機はBluetooth非搭載）

KT851を使用し有線
にてKT-BDM01と接
続。音楽専用モード
を使って接続状態に
します。

オーディオプレイヤー、
NAVIを接続する場合は
音楽専用モードでご使
用ください。
（電源ランプ 緑点滅1回）

KT-BMD01とKT-BSH02
はペアリングしNAVIの
音声案内と音楽を聞くこ
とができます。この時
KT-BMD01とKT-BSH02
は常時接続しています。

KT-BMD01とKT-BSH02
はペアリングし無線機の
送受信が可能です。この時
KT-BMD01とKT-BSH02
は常時接続しています。

2人乗りでタンデム会話を開始する場合はどちらかのタンデム開始ボタンを
長押ししてタンデム会話を開始してください。タンデムを終了する場合も長
押ししてください。

2人乗りでタンデム会話を開始する場合はどちらかのタンデム開始ボタンを
長押ししてタンデム会話を開始してください。タンデムを終了する場合も長
押ししてください。

iPhoneはKT-BSH02にペアリングし
ます。ペアリングした後KT-BMD01を
KT-BSH02に接続してからiPhoneを
KT-BSH02に接続します。
※iPhoneからの音楽は聞けません。

パッセンジャー側
KT-BSH02 KT-BSH02 KT-BMD01

NAVI

iPhone

パッセンジャー側

ライダー側

タンデムは通常に
ペアリングする

タンデム開始ボタン、
電話着信ボタン

KT-832を使用してハンディー
機に接続してください。
この時、PTTスイッチは別途ご
用意ください。（KENWOODの
場合はKT-832K）
アマチュア無線機をご使用の
場合は必ず外部アンテナをご
使用ください。
Bluetoothに悪影響を与えエ
ラーになります。

KT-832を使用してハンディー
機に接続してください。
この時、PTTスイッチは別途
ご用意ください。（KENWOOD
の場合はKT-832K）
アマチュア無線機をご使用の
場合は必ず外部アンテナをご
使用ください。
Bluetoothに悪影響を与えエ
ラーになります。

無線機と音楽をを接続する場合は無線機・音楽両用モードでご使用ください。（電源ランプ緑
点滅2回）
このモードの場合は音楽と無線機を切り替えながら使用できます。切り替えには5秒から10
秒程度時間がかかります。切替わり時間は接続する機器により多少変わります。
【送信する時】
1度PTTスイッチをON/OFFしてください。ここで音楽専用モードから無線機専用モードに
切り替わります。（ピッと音がします）
音がしたらPTTスイッチを押して会話を始めてください。
【受信する時】
相手側の方に1度PTTスイッチをON/OFFしてもらってください。
無線機が受信状態になると無線機接続モードに切り替わります。
この時、ピッと音がします。PTTスイッチを押して相手にしゃべりかけてください。
10数秒会話が無ければ自動的に音楽モードに切り替わります。

KT-BMD01とKT-BSH02
はペアリングし待機
モードになります。

iPhoneはKT-BSH02にペアリングします。
接続状態で音楽を聞くことができます。

ライダー側

タンデムは通常に
ペアリングする

タンデム開始ボタン、
電話着信ボタン

無線機を接続する場合
は無線機専用モードで
ご使用ください。（電源
ランプ緑点滅3回）
送受信の切り替えがス
ムーズに行えます。

2人乗りでタンデム会話を開始する場合はどちらかのタンデム開始ボタンを
長押ししてタンデム会話を開始してください。タンデムを終了する場合も長
押ししてください。

iPhoneはKT-BSH02にペアリングし
ます。ペアリングした後KT-BMD01を
KT-BSH02に接続してからiPhoneを
KT-BSH02に接続します。
※iPhoneからの音楽は聞けません。

タンデム側 ライダー側

タンデムは通常に
ペアリングする

タンデム開始ボタン、
電話着信ボタン




