
デジタル複数同時通話無線機 

取扱説明書 

BRIDGECOM X5  BM-X5

ブリッジコム エックスファイブ 

安全のための注意事項 

火災や人身事故防止のため、電気製品は 

注意事項を必ずお守り下さい。 

万が一、変な音・においがしたり煙が出たら、 

１． 電源を切る 

２． 火気から遠ざける 

３． 問い合わせる 

＊お問い合わせ先は本書最後に記載してあります。 
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万が一、電池の液漏れが起きた場合。 

・ すぐに火気から遠ざけて下さい。漏れた液や気体に

引火して発火、破裂するおそれがあります。

・ 液が目に入った場合は、擦らず、すぐにきれいな水

で充分に洗い、医師の治療を受けて下さい。

・ 液が口に入った場合は、すぐに口を洗浄し、医師の

治療を受けて下さい。

・ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流し

て下さい。

必ずお守り下さい。 

・ 高温・低温の場所に長時間放置しないで下さい。

・ 本製品は完全防水ではありません。水没させます

と故障の原因になります。

・ 端子のゴム栓は、配線接続時以外は必ず栓をして

下さい。
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本体構造 

左側面 正面 右側面 

付属品＊各一つずつ

・ USB 充電ケーブル ・ストラップ

・ 取扱説明書（本書）

＊ ヘッドホンマイク、イヤホンマイクは別売です。 
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使用方法

１．電源オン／オフ 

オン：電源ボタンを数秒間長押し

して下さい。液晶画面に、 

音量が表示され、通話 LED 

が青色点滅します。 

オフ：電源ボタンを数秒間長押し

して下さい。液晶画面に OF 

と点滅表示され、電源がオフ 

になります。 

２．ヘッドホンマイク接続 

ヘッドホンマイクジャックにヘッド

ホンマイクもしくは、イヤホンマイク

を接続して下さい。どちらに繋いでも 

通話できます。 
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３．音量設定 - 電源が入ると音量が表示されます。 

UP／DOWN を押して音量を上げ下げして下さい。 

音量は 00～06 です。 

４．グループ設定 - 40 グループの登録が可能です。 

モード切替を数秒間長押しすると、液晶画面に下図が

表示され GRP が点滅し、GRP が点滅中に UP／DOWN を

押して 00～39 の番号を選択して下さい。同時に使用 

する本機のグループ番号は同じ番号に合わせて下さい。 
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５．ID 設定 - ID00 から 99 までの登録が可能です。 

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したらモード

切替を一回押すと下図が表示されます。ID が点滅中に

UP／DOWN を押し 00～99 の番号を選択して下さい。

ID00 がグループの親機となり MASTER と TALK が 

表示されます。 
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６．サイドトーン（自分の声）オン／オフ 

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したらモード

切替を連続で二回押すと下図が表示されます。SO が

点滅中に UP／DOWN を押し SF に合すとサイドトーンは

オフになり、SO はサイドトーンがオンになります。

サイドトーンがオンになりますと、バッテリー残量の

アイコンの左横に  のアイコンが表示されます。 

７．MUTE 設定 

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したらモード

切替を連続で三回押すと下図が表示されます。PO が

点滅中に UP／DOWN を押し PF に合すと MUTE 設定に 

なり傍聴のみになります。 
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８．マイク感度設定 

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したらモード

切替を連続で四回押すと下図が表示されます。C1 が

点滅中に UP／DOWN を押し C1～C5 を選択して下さい。 
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９．音量出力設定 

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したらモード

切替を連続で五回押すと下図が表示されます。UL が

点滅中に UP／DOWN を押し、UH に合すと音量出力が  

高くなり、声がよく聞こえますが、無線特有の雑音が  

聞こえます。UL は音量出力が低くなり、聞こえは落ちま

すが、雑音も聞こえなくなります。 

現場に合わせて調整して下さい。 
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１０．通話方法 

MASTER（ID00）は、電源を入れると TALK が表示 

され通話可能となります。MASTER 以外（ID01～99） 

は、通話／MUTE を長押しして TALK が表示されれば 

通話出来ます。 

１１．傍聴者と通話者の入れ替わり方 

５機が通話者になると、アンテナマークの横に PTT1 が 

点滅します。６機以上使用中に PTT1 が点滅し、傍聴者 

が通話／MUTE を長押しすると通話者になります。 

５機同時通話中に傍聴者が通話者になる場合、MASTER
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以外の通話者４機の中から、通話者になった順に傍聴者

へ入れ替わります。 

１２．通知音 

下記の通知音で状態をお知らせします。 

「プップッ」- TALK にした時 

通話距離範囲に戻った時 

「プープープー」- TALK を自分から外れた時 

通話距離範囲から外れた時 

「プープープー」が二回 - 通話者が増え、自動で傍聴者に 

入れ替わった時 

通話距離範囲から離れ、TALK 

から外された時 
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１３．バッテリー残量 

液晶画面の右上にバッテリー残量が表示されます。 

満充電から連続通話時間は、約 10 時間です。

１４．リセット 

電源ボタンと UP／DOWN を同時に 2 秒以上押し、ボタン 

を離すとリセットされ電源がオフになります。 

１５．充電 

USB ジャックに USB 充電ケーブルを繋いで下さい。 

充電中は充電 LED が赤く点灯し、充電が終了すると消灯 

します。バッテリーを使い切った状態から満充電までの 

時間は、約 3 時間です。 
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仕様 

周波数  ：2.403～2.480GHz 

定格出力 ：10mW/MHz 

受信感度 ：-95dBm 

周波数特性：50 Hz～7 KHz 

ＣＨ数  ：40 チャンネル 

電池容量 ：1100mA 

サイズ  ：H98mm x W49mm x D17mm 

重量   ：88g 

技術基準適合証明     □R 005-101162 
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保証とアフターサービスについて 

保証期間は、お買い上げ日から１年間（本体のみ） 

となります。 

 

販売店名 

 電 話   （    ） 

お買い上げ日    年   月   日 

 

修理を依頼される際は、まずお買い求め頂いた先へ 

ご相談下さい。 

 

品名：ブリッジコム X5  

品番：BM-X5 

 

使い方や修理のご相談は・・・ 

株式会社ベアリッジ 

お問い合わせサイト：http://bearidge.com/ 

電話：0569-89-7969 
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