
■ 2011年11月更新情報
三菱電機製ナビゲーション［C9M2 V6 650］
Bluetooth®対応携帯電話一覧

通信事業者名 メーカー 機種
データ通信

(楽曲情報の取得)
電話帳転送
（電話番号）

ハンズフリー通話 BluetoothAudio

NTT Docomo F-06B ×(*1) ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

F-07B ○ ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

F-01C ○ ○ ○(*2)(*3) ×(*4)(*5)(*6)(*7)(*8)

F-02C ○ ○ ○(*2)(*3) ×(*4)(*5)(*6)(*7)(*8)

F-03C ○ ○ ○(*2)(*3) ×(*4)(*5)(*6)(*7)(*8)

F-09C ○(*22) ○ ○(*2) ○(*4)(*5)

F-10C ○(*22) ○ ○(*2) ○(*4)(*5)

L-03C ○(*9) ×(*10) ○(*2)(*3) ×(*4)(*5)(*11)(*12)

L-04C ×(*14) ×(*15) ○(*2)(*3)(*16)(*17) ○(*12)(*18)(*19)(*20)

L-07C ×(*14) ×(*15) ○(*2)(*16)(*17) ○(*5)

N-04B ○ ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

N-07B ×(*13) ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

N-08B ○ ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

N-02C ○ ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

N-03C ○ ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

N-04C ×(*14) ×(*15) ○(*2)(*3)(*16)(*17) ○(*12)(*18)(*19)(*20)

N-05C ○(*22) ○ ○(*2) ○(*4)(*5)

N-06C ×(*14) ○ ○(*2)(*16)(*17) ○(*12)(*18)(*23)

P-04B ×(*13) ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

P-06B ×(*13) ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

P-03C ×(*13) ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

Galaxy S ×(*14) ×(*15) ○(*2)(*3)(*16)(*17) ○(*12)(*18)(*19)(*20)

Galaxy Tab ×(*14) ×(*15) ○(*2)(*3)(*16)(*17) ○(*12)(*18)(*19)(*20)

Galaxy SⅡ ×(*14) ○ ○(*2)(*16)(*17) ○(*5)

SH-07B ×(*1) ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

SH-10B ×(*14) ○ ○(*2)(*3)(*16)(*17) ○(*12)(*18)(*19)(*20)

SH-01C ○ ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

SH-03C ×(*14) ○ ○(*2)(*3)(*17) ○(*5)

SH-05C ○ ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

SH-06C ○ ○ ○(*2)(*3) ○(*4)(*5)

SH-10C ○(*22) ○ ○(*2) ○(*4)(*5)

SH-12C ×(*14) ○ ○(*2)(*17) ○(*5)

Xperia ×(*14) ×(*15) ○(*2)(*3)(*16)(*17) ○(*12)(*18)(*19)(*20)

Xperia arc ×(*14) ○ ○(*2)(*3)(*16)(*17) ○(*12)(*18)(*19)(*20)

Xperia acro(SO-02C) ×(*14) ○ ○(*2)(*16)(*17) ○(*12)(*18)(*23)

T-01B ×(*14) ×(*15) ○(*2)(*3)(*16)(*17) ○(*12)(*21)

T-01C ×(*14) ×(*15) ○(*2)(*3)(*16)(*17) ○(*12)(*18)(*19)(*20)

※携帯電話によっては、対応しない機能があります。

※接続確認結果は、評価時点のものです。
　 接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い
　 評価が変わる場合があります。予めご了承ください。
※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては
　 全てのデータが転送されない場合があります。

(*1) 詳細、簡単共に接続動作が出来ません。
(*2) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされる。
(*3) 発番号通知拒否設定にて着信を受けた場合、ﾅﾋﾞに「非通知」と表示されず、着信中ですという旨のみ表示される。
(*4) ﾅﾋﾞ側のﾗﾝﾀﾞﾑ再生がｸﾞﾚｰｱｳﾄしており選択不可能。
(*5) Bluetooth Audio接続中、ﾅﾋﾞ画面上部の電池残量表示が、電池ﾏｰｸの上に「？」と表示される。
(*6) ﾅﾋﾞ側の再生ﾎﾞﾀﾝ、及び停止ﾎﾞﾀﾝを入力しても、反応がありません。
(*7) トラック情報の読み込みが行われません。
(*8) 携帯側から操作して再生させても、ﾅﾋﾞｽﾋﾟｰｶｰからは再生されない。
(*9) DTI接続において、通信中に回線が接続され、ﾃﾞｰﾀ入手が行えません。
(*10) ｶｰﾅﾋﾞ側がﾒﾓﾘ転送受付待機の状態になると、Bluetooth接続が切断され、転送を行うことができません。
(*11) ﾅﾋﾞ側にトラック情報が表示されません。
(*12) ｶｰﾅﾋﾞ上部に電池残量表示がありません。
(*13) 詳細、簡単共に接続しようと動作はするが切断される。
(*14) 必要ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ(DUN)非搭載。
(*15) 端末の初期機能として、電話帳のBluetooth送信の機能ががない。
(*16) 端末に応答保留機能がない。
(*17) 着信音がﾅﾋﾞｽﾋﾟｰｶｰから再生されない（ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ、非ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞの両方共に確認）。
(*18) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とﾅﾋﾞに表示され、楽曲名が表示されない。
(*19) ﾅﾋﾞ画面下部にﾄﾗｯｸｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝのﾒﾆｭｰが表示されない。
(*20) ﾅﾋﾞ画面右下にBluetooth Audioのﾒﾆｭｰが表示されない。
(*21) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とﾅﾋﾞに表示され、操作ﾒﾆｭｰが表示されない。
(*22) 詳細設定(DTI)の際、通信で取得を選択後、接続出来ませんというﾒｯｾｰｼﾞが表示され接続不可。
(*23) ﾅﾋﾞ画面右下にBluetooth Audioのﾒﾆｭｰが非表示になっており選択不可。
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通信事業者名 メーカー 機種
データ通信

(楽曲情報の取得)
電話帳転送
（電話番号）

ハンズフリー通話 BluetoothAudio

au by KDDI カシオ CA005 ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ○(*5)(*6)(*7)

CA006 ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ×(*8)

CA007 ○(*1) ○ ○(*2) ○(*28)(*29)(*30)

G'zOne TYPE-X ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ○(*15)(*16)(*17)

IS11CA ×(*10) ○(*24) ○(*2)(*12)(*26) ○(*28)(*31)

日立 beskey ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ○(*5)(*6)(*7)

HTC ISW11HT ×(*10) ×(*25) ○(*2)(*12)(*27) ○(*28)(*29)(*30)

SA002 ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ○(*6)(*7)

K007 ○(*1) ○ ○(*2)(*3) ○
パンテックワイヤレスジャパン IS06 ×(*10) ×(*11) ○(*2)(*3)(*12) ○(*6)(*18)(*19)(*20)

SH007 ○(*1) ○ ○(*2)(*3) ○
SH008 ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ○
SH009 ○(*1) ○ ○(*2)(*3) ○
SH010 ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ○
SH011 ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ○
IS01 ×(*10) ○ ○(*2)(*3)(*12) ○(*6)(*18)(*19)(*21)

IS03 ×(*10) ○ ○(*2)(*3)(*12) ○(*6)(*18)(*19)(*21)

IS05 ×(*10) ○ ○(*2)(*3)(*12) ○(*6)(*18)(*19)(*21)

IS12SH ×(*23) ○(*24) ○(*2)(*12) ○(*32)

INFOBAR A01 ×(*23) ○(*24) ×(*2)(*12) ○(*32)

S003 ○(*1) ○ ○(*2)(*3) ○
S004 ○(*1) ○ ○(*2)(*3) ○
S005 ○(*1) ○ ○(*2)(*3) ○
S006 ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ○(*5)

S007 ○(*1) ○ ○(*2) ○(*28)(*29)(*30)

URBANO MOND ○(*1) ○ ○(*2)(*3) ○
G11 ○(*1) ○ ○(*2) ○(*28)(*29)(*30)

IS11S ×(*10) ○(*24) ○(*2)(*12)(*27) ○(*28)(*29)(*30)

T004 ○(*1) ○ ○(*2)(*3) ○
T005 ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ○(*5)(*6)(*7)

T006 ○(*1) ○ ○(*2)(*3)(*4) ×(*9)

T007 ○(*1) ○ ○(*2) ○(*28)(*29)(*30)

T008 ○(*1) ○ ○(*2) ○(*28)(*29)(*30)

LIGHT POOL ○(*1) ○ ○(*2)(*3) ○
X-RAY ○(*1) ○ ○(*2)(*3) ○

IS04 ×(*10) ○
○(*2)(*3)

(*12)(*13)(*14)

○(*6)(*18)

(*20)(*22)

※携帯電話によっては、対応しない機能があります。

※接続確認結果は、評価時点のものです。
　 接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い
　 評価が変わる場合があります。予めご了承ください。
※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては
　 全てのデータが転送されない場合があります。

(*1) ﾃﾞｰﾀ通信(DTI)は、携帯電話の仕様でAsync/FAX非対応のため接続不可。
(*2) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされる。
(*3) 発番号通知拒否設定にて着信を受けた場合、ﾅﾋﾞに「非通知」と表示されず、着信中ですという旨のみ表示される。
(*4) 応答保留中の音声がﾅﾋﾞｽﾋﾟｰｶｰから再生されない。
(*5) ﾅﾋﾞ側のﾗﾝﾀﾞﾑ再生がｸﾞﾚｰｱｳﾄしており選択不可能。
(*6) ｶｰﾅﾋﾞ上部に電池残量表示がありません。
(*7) ﾄﾗｯｸ情報の取得に失敗しました」というｴﾗｰ文書が表示され、ﾄﾗｯｸ情報が表示されない。
(*8) Bluetooth Audioがﾅﾋﾞｽﾋﾟｰｶｰからも携帯本体からも再生されない。
(*9) Bluetooth Audioの項目を選択すると、端末が操作不能状態となります。（電池パックの入れ替えで復帰します）。
(*10) 必要ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ(DUN)非搭載。
(*11) 転送直後、ﾅﾋﾞ側が再起動します。
(*12) 着信音がﾅﾋﾞｽﾋﾟｰｶｰから再生されない（ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ、非ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞの両方共に確認）。
(*13) 着信中にﾅﾋﾞの「保留」を押下しても、応答保留にならない。
(*14) 着信中に携帯電話の「保留」を押下すると、携帯電話側は応答保留状態になるが、ﾅﾋﾞ側には通話終了の表示がされる。
(*15) ｽﾋﾟｰｶｰ、携帯本体ともに楽曲の音がならない（再生動作自体はされている）
(*16) ﾅﾋﾞ側で停止を行っても、楽曲再生が停止しない。
(*17) ﾅﾋﾞ側でﾄﾗｯｸｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝを行った場合、携帯側の楽曲は切り替わるが、ﾅﾋﾞ側の楽曲表示が切り替わらない。
(*18) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とﾅﾋﾞに表示され、楽曲名が表示されない。
(*19) ﾅﾋﾞ側から再生した場合、ﾗﾝﾀﾞﾑ再生を選択しても楽曲がﾗﾝﾀﾞﾑにならない。
(*20) ﾄﾗｯｸ一覧を表示させる項目がない。
(*21) AVCRP1.3搭載端末の為、AVCRP1.4試験を割愛。
(*22) ﾅﾋﾞ画面上部に電池残量が「？」で表示される。
(*23) 詳細設定、簡単設定共に回線が切断されました。と表示され、接続出来ない。
(*24) 携帯側に転送をｷｬﾝｾﾙする機能がありません。
(*25) 端末側に電話帳をBluetooth送信する機能がない為、検証不可。
(*26) 応答保留中、携帯側の通話終了ﾎﾞﾀﾝを押下すると、通話状態に遷移する。
(*27) 端末側に応答保留機能がない為、応答保留関連は検証不可。
(*28) 表示する情報がありません、と表示され、楽曲名詳細が表示されません。
(*29) 右下にﾒﾆｭｰﾎﾞﾀﾝが表示されないため、ﾗﾝﾀﾞﾑ再生確認が不可。
(*30) ﾊﾞｯﾃﾘｰ残量が表示されません。
(*31) AVRCPﾊﾞｰｼﾞｮﾝが1.0の為、ﾗﾝﾀﾞﾑ試験、及びﾊﾞｯﾃﾘｰ残量試験は割愛。
(*32) 画面上に「NO TITLE」「NO NAME」と表示され、楽曲詳細が表示されない。
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通信事業者名 メーカー 機種
データ通信

(楽曲情報の取得)
電話帳転送
（電話番号）

ハンズフリー通話 BluetoothAudio

SoftBank アップル iPhone4 ×(*1)(*24) ×(*3)(*24) ○(*5)(*6)(*7)(*8)(*24) ○(*9)(*10)(*11)(*12)(*24)

Dell 001DL ×(*1) ×(*4) ○(*5)(*7)(*8) ○(*9)(*10)(*11)(*12)

X06HT ×(*1) ×(*4) ○(*5)(*6)(*7)(*8) ○(*9)(*10)(*11)(*12)

X06HT Ⅱ ×(*1) ×(*4) ○(*5)(*6)(*7)(*8) ○(*9)(*10)(*11)(*12)

001HT ×(*1) ×(*4) ○(*5)(*6)(*7)(*8) ○(*9)(*10)(*11)(*12)

841N ×(*1) ×(*4) ○(*5)(*8)(*18)(*19) ○(*20)

001N ×(*1) ×(*3) ○(*5)(*8) ○(*9)(*10)(*11)(*12)

001P ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ○(*20)

942P ×(*23) ○ ○(*5)(*8) ○(*15)(*20)

サムスン 941SC × ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*21)

001SH ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*22)

002SH ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*22)

003SH ○(*2) ○ ○(*5)(*7)(*8) ○(*13)(*14)

004SH ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*22)

005SH ○(*2) ○ ○(*5)(*7)(*8)
○

(*13)(*14)(*15)(*16)(*17)
841SH ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*22)

842SH ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*22)

944SH ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*22)

945SH ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*22)

DM007SH ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*22)

DM008SH ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*22)

DM009SH ○(*2) ○ ○(*5)(*7)(*8) ○(*13)(*14)

841SHs ○ ○ ○(*5)(*8)(*18)(*19) ×(*22)

ZTE 003Z ×(*1) ×(*4) ○(*5)(*6)(*7)(*8) ○(*9)(*10)(*11)(*12)

※携帯電話によっては、対応しない機能があります。
※接続確認結果は、評価時点のものです。
　 接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い
　 評価が変わる場合があります。予めご了承ください。
※携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては
　 全てのデータが転送されない場合があります。

(*1) 必要ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ(DUN)非搭載。
(*2) 詳細設定にて取得しようとした際、回線が切断される。
(*3) 必要ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ(OPP)非搭載。
(*4) 端末の初期機能として、電話帳のBluetooth送信の機能ががない。
(*5) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」の表示がされる。
(*6) 端末に応答保留機能がない。
(*7) 着信音がﾅﾋﾞｽﾋﾟｰｶｰから再生されない（ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ、非ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞの両方共に確認）。
(*8) 発番号通知拒否設定にて着信を受けた場合、ﾅﾋﾞに「非通知」と表示されず、着信中ですという旨のみ表示される。
(*9) Bluetooth Audio接続を行っても、「表示する情報がありません」とﾅﾋﾞに表示され、楽曲名が表示されない。
(*10) ﾅﾋﾞ画面下部にﾄﾗｯｸｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝのﾒﾆｭｰが表示されない。
(*11) ﾅﾋﾞ画面右下にBluetooth Audioのﾒﾆｭｰが表示されない。
(*12) ﾅﾋﾞ画面上部に電池残量が表示されない。
(*13) ﾅﾋﾞ画面上部に電池残量が「？」で表示される。
(*14) ﾄﾗｯｸ一覧を表示させる項目がない。
（*15) ﾅﾋﾞ側から再生した場合、ﾄﾗｯｸ情報が表示されない。
（*16) ﾅﾋﾞ側から再生した場合、停止ﾎﾞﾀﾝを押しても楽曲が停止しない。
（*17) ﾅﾋﾞ側から再生した場合、ﾗﾝﾀﾞﾑ再生を選択しても楽曲がﾗﾝﾀﾞﾑにならない。
(*18) 携帯端末がﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ時に着信を受けると、擬似着信音後、ｽﾋﾟｰｶｰから着信音が聞こえない。
(*19) 携帯端末が非ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ時に着信を受けると、着信音がｽﾋﾟｰｶｰから再生されず、携帯端末からのみされる。
(*20) Bluetooth Audio接続中、ﾅﾋﾞ画面上部の電池残量表示が、電池ﾏｰｸの上に「？」と表示される。
(*21) Bluetooth接続時にｵｰﾃﾞｨｵ機能が接続されず、Bluetooth Audioが選択不可。
(*22)ｵｰﾃﾞｨｵ接続すると、Bluetooth接続不安定になる為、検証対象外。
(*23) 詳細、簡易共に接続が出来ない。
(*24)iOS5にVer.upされた場合については、動作保証対象外となります。

注意

HTC

NEC

パナソニック

シャープ
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