
ご使用の前に最後まで必ずお読みください。 取扱説明書は定期的に更新されます。
定期的にWEBサイトをご確認頂き、正しい知識で正しくお使いください。

WARNING

本商品はB2i専用の赤外線受信機です。ご使用の際にはB2i専用の赤外線送信機が必要です。

対象年齢 : 10歳以上

B-i0002
B2i MAIN RECEIVER
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使用上の注意 ご使用前に必ずご確認ください1

2

警　告
使用する場所や装着するエアソフトガンの使用ルールに沿って、周囲に不快
感や恐怖を与えないようご使用ください。

以下の警告・注意をよく読み、故障やトラブルが起きないよう、
正しくご使用ください。

注　意
●必ず認定フィールド・指定された場所でご使用ください。●製品はエアソフトガンや身体に正し
く装着してください。●装着するエアソフトガンのBB弾は抜いてからご使用ください。●フィール
ドの環境や設備等の条件により、赤外線の有効射程距離は変わる場合があります。●他の赤外線を
送信する機器に受信機を近づけないでください。●製品は防火、防水、防塵ではありません。●高
温・多湿の場所に保管しないでください。●落下させたり、振り回したりしないでください。●隙間
にものを入れないでください。●ケーブルを無理に引っ張らないでください。●可動部を無理に
動かさないでください。●レンズや製品本体に傷や汚れが付くと、性能が落ちる場合があります。
●発火・火災の原因にならないよう、レンズの先端を太陽に向けないでください。●銃口・光源を長
時間見続けないでください。●充電の際はバッテリーや製品に適した充電器をご使用ください。　
●指定の電圧以外のバッテリーは使用しないでください。●バッテリーや充電ケーブルの接続時
に、ショート等が起きないよう注意してください。●製品は正しく保管してください。●持ち運ぶ
際はエアソフトガン等から取り外し、ケースやバッグに入れて持ち運んでください。●思わぬ事故
の恐れがありますので、対象年齢未満のお子様には触れさせないでください。●ペースメーカー等
医療機器の近くで使用しないでください。●分解・改造をした場合、動作保証やアフターサービス
の対象外となります。●リチウム電池を含む製品を廃棄する場合はリチウム電池を取り出し、分別
の上、廃棄をお願いします。バッテリーの廃棄は自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。　
●製品を使用したことによって発生した事件・事故、怪我、装着したエアソフトガンやその周辺機
器への器物損壊等において一切の責任を負いかねます。●製品を使用して、体調に異変を感じた場
合、速やかに病院・医師にご相談ください。

ver. 1.0.0



セット内容2

3

B2i MAIN RECEIVER (以降本体) × 1① 充電ケーブル × 1③バンド × 1②
使用上の注意 × 1④

④
③

②①

ver. 1.0.0



本商品以外に必要なもの3

4

エアソフトガンに装着されたB2i専用の赤外線送信機●

例 : B2i STANDARD

他のB2i専用の赤外線送信機も展開予定

B2i SUB RECEIVER●

B2i専用のアプリケーションをインストールしたスマートフォン●

ARCサイドレールのあるヘルメット● マウント●

ver. 1.0.0



各部名称4

5

Micro B端子 A端子

面ファスナー

赤外線受光部

充電用Micro USBポート
（Micro Bタイプのコネクター）

スライドスイッチ

マウント用バックル

赤色LED

※B2i SUB RECEIVER(別売り)と
接続することができます。詳し
くはB2i SUB RECEIVER取扱
説明書をご確認ください。

バンドホルダー
リセットボタン

ケーブルホルダー
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赤外線の特性5
B2iの商品は、光の一種である赤外線を用いて当たり判定を行っているため、太陽光や蛍光灯（インバー
タータイプ）等の影響を受信機が受け、有効射程距離が変わる場合があります。

条件の１つとして、晴天時の太陽と受信機が向き合った場合に強く影響を受けます。

6

B2iの商品は屋内外を問わず快適に遊べるよう構造の検討や部品の選定を行っておりますが、影響が出て
しまう場合は赤外線の特性としてご理解ください。

太陽光 蛍光灯（インバータータイプ）等

有効射程距離 (短) 有効射程距離

. . .

太陽と
向き合っている

有効射程距離 有効射程距離 (短)

. . .

太陽と
向き合っている

ピリリリ!

ピリリリ!
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充電方法6

USBケーブルのA端子をUSB電源等に接続し充電します。③

USBケーブルのMicro B端子を本体の充電用
Micro USBポートへ接続します。

②

快適にご使用いただくため、ご購入後は充電を行ってください。
予め充電はされておりますが、ご購入の時期などによってはFull Charge状態ではない場合があります。

7

バッテリーはリチウムポリマー電池（約100mAh)を内蔵
頭部へ装着してもゲームに集中できるよう軽量化された設計になっております。

※

Low BatteryからFull Chargeまでの時間は約1時間です。※

商品の特徴

次のページに続く

市販のモバイルバッテリー（別売り）

市販のUSB充電器（別売り）

スライドスイッチを[OFF/      ]側にします。①

ver. 1.0.0



充電が開始されると、充電開始音と共に赤色
LEDが発光します。

④ 充電が完了すると、充電完了音と共に赤色LED
が消灯します。

⑤

8

バッテリーが劣化する恐れがある為、充電が完了
したら必ずUSBケーブルを抜いてください。

ピリリリ! ピリリリ!
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本体裏側のバンドホルダーにバンドを通します。①

頭部の正面に本体が来るように、頭または市販の帽子やヘルメット等にバンドを巻き、面ファスナーで
しっかりと固定してください。

②

取付方法7

9

付属のバンド、もしくはマウント用バックルを使用する2通りの取り付け方を
選択できます。お好みで取り付けてください。

※商品の特徴

逆向きに取り付けてしまうと赤外線受光部が太陽光の影響で反応しにくくな
りますので、正しい向きで取り付けてください。

●警告・注意

バンドを使用した取付方法

バンドホルダー

バンド

上下方向を間違えないようご注意ください。

上

まっすぐに装着してください。

次のページに続く

ご使用後は逆の手順で取り外して保管してください。
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10

マウント（別売り）への取付方法

マウント用バックルをマウント用フィンガー(別売り)とかみ合わせて固定します。①

上下方向を間違えないよう
ご注意ください。

本体を取り付けたマウントをマウント対応ヘルメット(別売り)に取り付けて、ご使用ください。③

上

まっすぐに装着してください。

ご使用後は逆の手順で取り外して保管してください。
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遊び方8

11

下図の組み合わせで遊ぶ事が出来ます。

送信機を取り付けたエアソフトガンと受信機のみで遊ぶ場合

GAME OVERは存在しません。ゼロインや試射、ゲームまで幅広くご活用いただけます。

送信機を取り付けた
エアソフトガン

受信機

使うもの

大人数でプレイ可能な赤外線銃のサバイバルゲームが楽しめます。
詳しくはB2i専用のアプリケーションの取扱説明書をご確認ください。

赤外線銃のサバイバルゲーム

送信機を取り付けた
エアソフトガン

受信機 スマートフォン ネットワーク
サーバー

使うもの
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ヒットについて9

本商品では”ヒット判定”と”チップ判定”が用意されています。
“チップ判定”ではヒットにならず、狙われている事をチップ音と共に赤色LEDの発光でお知らせします。

B2i STANDARD
＋

エアソフトガン

ピリリリ!

※赤外線は視認できません。
※本商品以外は別売りです。

ヒット判定とチップ判定について

赤外線照射範囲

ヒット判定

チップ判定

ピリリリ! ピピピッ!

12

B2i専用の赤外線送信機から照射された赤外線を受信すると、 ヒット音と共に赤色LEDの発光でヒットを
周囲へお知らせします。
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13

スリープについて

一定時間経過後、赤色LEDが5回点滅するとスリープに入ります。

[ON]時にスリープになると、送信機から撃たれても反応しません。

スリープ中は、B2i専用のアプリケーションと接続できません。

B2i専用のアプリケーションと接続している場合は、スリープになりません。

ピピーッ

ON

点滅(3回)
スリープから復帰

スリープまでの時間スライドスイッチの位置

OFF/      

ON

約30秒

約30分

本商品は省電力のため、[ON]または[OFF/      ]時、一定時間受信や操作が無いと自動でスリープする機能
が備わっております。

10

ver. 1.0.0

ONから復帰させる場合

① 再び遊ぶときはスライドスイッチを[ON]にして
ください。

②

点滅(3回)

ピピーッ

ON

スリープから復帰

スライドスイッチを[OFF/      ]にすると、停止音
と共に赤色LEDが3回点滅し、スリープから復帰
します。

OFF/      

ピプーッ

OFFから復帰させる場合

スライドスイッチを[ON]にすると、起動音と共に赤色LEDが3回点滅し、スリープから復帰します。①

点滅(５回)

・・・・・



本商品では正常な挙動をしなくなった場合の為に、リセットボタンをご用意しております。
必要に応じてご使用ください。

先の細い棒等をご使用いただき、押してください。
リセット音とともに赤色LEDが3回点滅したらリセットが完了となります。

14

リセットボタン

11 リセットボタン

ピリリッ
　ピリリッ!

点滅(3回)

強く押しすぎないようご注意ください。

リセットボタン
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メンテナンス12
定期的にメンテナンスを行っていただくことで、長くご使用いただくことが可能になります。
以下にメンテナンスポイントを記載いたしますので、手順に従ってメンテナンスを行ってください。

15

本体表側

面ファスナー

面ファスナー

本体表側

本体表側
ブロアー(別売り)等で本体表側のゴミ・ホコリを飛ばし、乾いたやわらかい布やレンズクロス等で表側
を傷つけないよう丁寧に拭いてください。

●

面ファスナー表面に付着したゴミ等は、ガムテープや歯ブラシ、つまようじ等で優しく取り除いてくださ
い。

面ファスナー●

メンテナンスポイント

ブロアー等

つまようじ等
歯ブラシ等

乾いたやわらかい布等
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使用済みリチウムポリマー電池の廃棄方法13
本商品にはパウチタイプのリチウムポリマー電池を使用しております。廃棄の際に自治体の指示により本
商品の分解が必要な場合は、以下の手順に従って分解してください。

16

本体裏側のネジを4箇所、プラスドライバーで取
り外します。

① 本体を裏返し、本体表側のパーツを取り外しま
す。

②

電池の廃棄は自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●

リチウムポリマー電池は取り扱いを誤ると大変危険な為、未成年のお客様は必ず保護者の方と一緒
に行ってください。

●

バッテリーを取り外す場合は、スライドスイッチを必ず[OFF/      ]側にしてください。
また、バッテリーは必ず使い切ってから取り外してください。

●

警告・注意

次のページに続く

・プラスドライバー × 1　・ニッパー × 1

分解に必要な道具

基板のネジを1箇所、プラスドライバーで取り外
します。

③ 本体裏側のパーツから基板を取り外すと、リチ
ウムポリマー電池が露出します。

④

リチウムポリマー電池

ver. 1.0.0



17

切断したリード線はショート防止の為、一本ずつテープ等の絶縁物で覆ってください。⑥

切断箇所

2本同時に切断しないでください。
ショートの危険があります。

バッテリー表面のフィルムをはがしたり、
分解は絶対にしないでください。

ニッパーを使用して、リチウムポリマー電池と基板に接続されたリード線を必ず一本ずつ切断します。⑤
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