
■ 2011年11月更新情報
パイオニア製ナビゲーション［Z9P2 V6 650］
Bluetooth®対応携帯電話一覧

通信事業者名 メーカー 機種 ハンズフリー通話 AVプロファイル対応 Data通信

NTT Docomo HTC HT1100 △　※1※5※8 × －　※26

HT-01A △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

HT-02A △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

HT-03A △　※1※5※8 △　※11※17※18※20 －　※26

LG L-03C ○*　※1※2※5 ○* ○

L-04C(Optimus chat) △　※5※8 △　※17※18 －　※26

L-07C(Optimus bright) △　※5※8 △　※17※18 －　※26
NEC N-01A ○*　※1※4 × －　※26

N-01B ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

N-02A ○*　※1※4 × －　※26

N-02B ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

N-02C ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

N-03C ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

N-04A ○*　※1※4 × －　※26

N-04B ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

N-04C(MEDIAS) △　※1※5※8 × －　※26

N-05C ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

N-06A ○*　※1※5 × ○*　※24

N-06C (MEDIAS WP) △　※1※5※8 × －　※26

N-07A ○*　※1※5 × ○*　※24

N-07B ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

N-08A ○*　※1※5 × ○*　※24

N-08B ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

N-09A ○*　※1※5 × ○*　※24

NM705i △　※2※3※8 △　※11※14※15※17※18※ ×

NM706i △　※2※3※8 △　※11※14※15※17※18※ ×

パナソニック P905i ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

P905iTV ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

P906i ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

P-01A ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

P-01B ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

P-02A ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

P-02B ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

P-03C ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

P-04B ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

P-05C ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

P-06B ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

P-07A ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

P-07C △　※1※5※8 △　※17※18 －　※26

P-08A ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

P-09A ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

シャープ SH906i ○*　※5 △　※14※17※18※20 ○
SH906iTV ○*　※5 △　※14※17※18※20 ○
SH-01A ○*　※5 △　※14※20 ○
SH-01B ○*　※5※9 △　※14※20 ○
SH-01C ○*　※5※9 △　※14 ○
SH-02B ○*　※5※9 △　※14※20 ○
SH-03A ○*　※5 △　※14※20 ○
SH-03B ○*　※5※9 △　※14 ○

SH-03C(LYNX 3D) ○*　※1※5 × －　※26

SH-04A ○*　※5 △　※14※20 ○
SH-05C ○*　※5※9 △　※14※20 ○
SH-06A ○*　※5※9 △　※14※20 ○
SH-06C ○*　※5※9 △　※14※20 ○
SH-07A ○*　※5※9 △　※14※20 ○
SH-07B ○*　※5※9 △　※14※20 ○
SH-10B ○*　※5 △　※14※15※16 －　※26

SH-10C ○*　※5※9 △　※14 ○
SH-12C ○*　※1※5 △　5※17※18 －　※26

SH-13C ○*　※1※5 △　※17※18 －　※26
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通信事業者名 メーカー 機種 ハンズフリー通話 AVプロファイル対応 Data通信

NTT Docomo F1100 △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 ○*　※24

F-01A ○*　※1※5 × ○*　※24

F-01B ○*　※1※5 × ○*　※24

F-01C ○*　※5 △※14 ○
F-02C ○*　※5 △※14 ○
F-03A ○*　※1※5 × ○*　※24

F-03B ○*　※1※5 × ○*　※24

F-03C ○*　※5 △※14 ○
F-04B × × ○*　※24

F-06B ○*　※5 × ○
F-07B ○*　※1※5 × ○*　※24

F-07C ○*　※1※4 × －　※26

F-09A ○*　※1※5 × ○*　※24

F-09C ○*　※5 △※14 ○
F-10C ○*　※5 △※14 ○
F-12C △　※1※5※8 × －　※26

RIM BlackBerry Bold △　※3※5※8 △　※13※17※18 ×

BlackBerry Bold 9700 △　※3※5※8 × ×

Black Berry Bold 9780 △　※3※5※8 × ×

Black Berry Curve 9300 △　※3※5※8 × ×

ソニー・エリクソン XPERIA(SO-01B) △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

XPERIA arc(SO-01C) △　※1※5※8 ○* －　※26

XPERIA acro(SO-02C) △　※1※5※8 ○* －　※26

Xperia ray(SO-03C) △　※1※5※8 ○* －　※26

サムスン SC01B △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

SC-01C(GALAXY Tab) △　※5※8 ○* －　※26

SC-02B(GALAXY S) △　※5※8 ○* －　※26

SC-02C(GALAXY　SⅡ) △　※1※5※8 ○* －　※26

東芝 T-01A △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

T-01B △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

T-01C △　※1※5※8 × －　※26

カシオ CA-01C ○*　※1※5 △　※17※18 ○*　※24

au by KDDI 東芝 W56T ○*　※7 ○*　※11 ○
W61T ○*　※7 ○*　※11 ○

Sportio(W63T) ○*　※7 ○*　※11 ○
W65T ○*　※7 ○*　※11 ○
T001 ○*　※7 ○*　※11 ○
T003 ○*　※6 ○*　※11 ○*

T004 ○*　※6 ○*　※11 ○*

T005 ○*　※6 ○*　※11 ○*

T006 ○*　※6 △　※11 ○*

T007 ○*　※6 ○*　※11 ○*

T008 ○*　※6 ○*　※11 ○*

IS02 △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 ○
LIGHT POOL ○*　※6 ○*　※11 ○*

biblio ○*　※6※7 ○*　※11 ○
IS04(REGZA Phone) ○*　※1※5 × －　※26

IS11T ○*　※1※5 × －　※26

IS12T △　※1※5※7 ○* －　※26

ソニー・エリクソン W54S ○*　※7 ○*　※11 ○
W61S ○*　※7 ○*　※11 ○

Xmini(W65S) ○*　※7 ○*　※11 ○
URBANO BARONE SOY03 ○*　※6 ○*　※11 ○*

URBANO MOND × ○*　※11 ×

Premier3 ○*　※7 ○*　※11 ○
G9 ○*　※7 ○*　※11 ○
G11 ○*　※6 △　※11 ○*

BRAVIA Phone U1 SOY02 ○*　※6 ○*　※11 ○*
IS11S (Xperia acro) △　※1※5※8 ○* －　※26

S001 ○*　※7 ○*　※11 ○
S003 ○*　※6 ○*　※11 ○*

S004 ○*　※6 ○*　※11 ○*

S005 ○*　※6 ○*　※11 ○*

S006(Cyber-shot) ○*　※6 ○*　※11 ○*

S007 ○*　※6 ○*　※11 ○*

サンヨー SA001 ○*　※6※7 ○*　※11 ○
SA002 ○*　※6 ○*　※11 ○*

W54SA ○*　※7 ○*　※11 ○
W61SA ○*　※7 ○*　※11 ○
W63SA ○*　※7 ○*　※11 ○
W64SA ○*　※7 ○*　※11 ○

富士通
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通信事業者名 メーカー 機種 ハンズフリー通話 AVプロファイル対応 Data通信

京セラ K007 × ○*　※11 ×

K009 ○*　※6 ○*　※11 ○*

G'zOne TYPE-X ○*　※6 ○*　※11 ○*

W62CA(G'zOne) ○*　※7 ○*　※11 ○
W63CA ○*　※7 ○*　※11 ○
CA001 ○*　※7 ○*　※11 ○
CA002 ○*　※7 ○*　※11 ○
CA003 ○*　※6※7 ○*　※11 ○
CA004 ○*　※7 ○*　※11 ○
CA005 ○*　※6 ○*　※11 ○*

CA006 ○*　※6 ○*　※11 ○*

CA007 ○*　※6 ○*　※11 ○*

IS11CA △　※1※5※8 × －　※26

W62H ○*　※7 ○*　※11 ○
W63H ○*　※7 ○*　※11 ○
beskey ○*　※6 ○*　※11 ○*

H001 ○*　※7 ○*　※11 ○
Mobile Hi-Vision CAM Wooo ○*　※7 ○*　※11 ○

W62SH ○*　※7 ○*　※11 ○
W64SH ○*　※7 ○*　※11 ○
SH001 ○*　※7 ○*　※11 ○
SH002 ○*　※7 ○*　※11 ○
SH003 ○*　※6※7 ○*　※11 ○
SH004 ○*　※7 ○*　※11 ○
SH005 ○*　※6※7 ○*　※11 ○
SH006 ○*　※6 × ○*

SH007 ○*　※6 × ○*

SH008 ○*　※6 × ○*

SH009 ○*　※6 × ○*

SH010 ○*　※6 × ○*

SH011 ○*　※6 ○*　※11 ○*

Sportio water beat ○*　※7 ○*　※11 ○
IS01 ○*　※5 △　※14※15※16 －　※26

IS03 ○*　※1※5 × －　※26

IS05 ○*　※1※5 × －　※26

IS11SH ○*　※1※5 × ×

IS12SH ○*　※1※5 × ×

A01(INFOBAR) ○*　※1※5 × ×

パナソニック P001 ○*　※7 ○*　※11 ○

iida X-RAY ○*　※6 △　※11 ○*
E30HT △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

ISW11HT △　※5※8 ○*　※11 －　※26

PANTECH IS06(SIRIUS α) ○*　※1※5 × －　※26

IS11PT × ○* －　※26

SoftBank HTC X01HT △　※1※5※8 △　※14※17※18 －　※26

X02HT △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

X03HT △　※1※5※8 △　※14※17※18 －　※26

X04HT △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

X05HT △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

X06HT △　※5※8 ○*　※11 －　※26

X06HTⅡ △　※5※8 ○*　※11 －　※26

001HT(HTC Desire HD) △　※5※8 ○* ※11 －　※26

NEC 830N ○*　※1※4 × －　※26

841N ○*　※1※4 × －　※26

930N ○*　※1※4 × －　※26

931N ○*　※1※4 × －　※26

940N ○*　※1※4 × －　※26

001N ○*　※1※4 × －　※26

サムスン 820SC ○*　※3 ○*　※11 ○
821SC ○*　※3 ○*　※11 ○
920SC ○*　※3 × ○
930SC ○*　※3 ○*　※11 ○
931SC ○*　※3 ○*　※11 ○
940SC ○*　※3 ○*　※11 ○
941SC ○*　※3 ○*　※11 ○
X01SC △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26

HTC

日立

シャープ

カシオ
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通信事業者名 メーカー 機種 ハンズフリー通話 AVプロファイル対応 Data通信

SoftBank シャープ 001SH(PANTONE3） ○* ○* ○
002SH(AQUOS SHOT ) ○* ○* ○
003SH(GALAPAGOS) ○*　※1 △　※17※18 ○

004SH ○* ○* ○
005SH ○*　※1 △　※17※18 ○
006SH ○*　※1※5 △　※17※18 ○

007SH ○*　※1※5 △　※17※18 ○

009SH ○*　※1※5 △　※17※18 ○
812SHsⅡ ○* - ※12 ○

820SH ○* △　※17※18 ○
821SH ○* △　※17※18 ○
823SH ○* △　※17※18 ○
824SH ○* △　※17※18 ○
825SH ○* △　※17※18 ○
841SH ○* ○* ○
841SHs ○* ○* ○
842SH ○* ○* ○
920SH ○* △　※17※18 ○
921SH ○* △　※17※18 ○
922SH ○* △　※17※18 ○
923SH ○* ○* ○
930SH ○* ○* ○
931SH ○* ○* ○
932SH ○* ○* ○
933SH ○* ○* ○
934SH ○* ○* ○
935SH ○* ○* ○
936SH ○* ○* ○
940SH ○* ○* ○
941SH ○* ○* ○
942SH ○* ○* ○
943SH ○* ○* ○
944SH ○* ○* ○
945SH ○* ○* ○

ノキア NokiaN82 △　※2※3※8 △　※11※14※15※17※18※ ○
X02NK △　※2※3※8 △　※11※14※15※17※18※ ○

パナソニック 820P ○*　※3 - ※12 ×

821P ○*　※3 - ※12 ×

822P ○*　※3 - ※12 ×

920P ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24※25

921P ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24※25

930P ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

931P ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

940P ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

941P ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

942P ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24

001P(LUMIX Phone) ○*　※1※5 △　※14※17※18 ○*　※24
003P △　※1※5※8 △　※17※18 －　※26

東芝 823T ○*　※2※3 ○*　※11 ○
824T ○*　※2※3 ○*　※11 ○

830T ○*　※2※3 ○*　※11 ○
920T ○*　※2※3 ○*　※11 ○
921T ○*　※2※3 ○*　※11 ○
X01T △　※1※5※8 △　※14※15※16※17※18 －　※26

X02T △　※1※5※8 △　※14※15※17※18 －　※26
アップル ｉPhone3G △　※6※7※8 -　※12 －　※26

ｉPhone3GS △　※6※8 △　※17※18※21※22 －　※26

ｉPhone4 △　※1※6※8 △　※17※18※21※22 －　※26
DELL 001DL △　※1※5※8 × －　※26

Huawei 007HW △　※1※5※8 ○* －　※26

ZTE 003Z △　※1※5※8 × －　※26

008Z △　※1※5※8 × －　※26

通信事業者名 メーカー 機種 ハンズフリー通話 AVプロファイル対応 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続
WILLCOM シャープ WILLCOM 03 (WS020SH) × △　※14※15 －　※26

WILLCOM D4 (WS016SH) △　※1※5※10 △　※14※15※17※18※19 －　※26

WS027SH × △　※14※15※17※18※19 －　※26

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2011年11月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行わ
れ、 一覧表の情報が変更になる可能性があります。 通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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※ 表中、○＊印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により
　  一部正常に動作しない機能があります。
※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。
※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。
※2 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。
※3 登録後は携帯側で接続を確認される場合が有ります。
※4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけられません。
※5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。
※6 ナビからの登録は、出来ません。
※7 携帯電話からHFP接続が出来ません。
※8 携帯電話に応答保留機能がありません。
※9　簡単ペアリングに対応しています。(簡単ペアリング：パスキー入力を省略し簡単に登録できる機能)

※10 応答保留にすると、ナビでのハンズフリーが出来ない場合があります。
※11　登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。
※12　BTオーディオ機能がありません。
※13　AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。

※15　ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
※16　ACC　ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
※17　ナビからの早送り操作は出来ません。
※18　ナビからの巻戻し操作は出来ません。
※19　AVRCP(1.3)に対応していません。
※20　ナビからA2DP接続動作ができない場合があります。
※21　ナビからのトラックup操作は出来ません。
※22　ナビからのトラックdown操作は出来ません。
※23　ナビからA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません。
※24　データ通信を行うには、携帯電話の操作が必要です。
※25　データ通信を行うには、PCと携帯電話を接続して電話機の設定を行う必要があります。
※26　携帯電話にデータ通信機能がありません。

※14　AV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。

※ 表中、－印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※次のプロファイルに対応しています。
　●HFP（Hands Free Profile)

　●OPP（Object Push Profile)

　●DUN（Dial Up Network Profile)

　●A2DP（Advanced　Audio　Distribution　Profile)

　●AVRCP（Audio/Video　Remote　Control　Profile）
　●PBAP（Phone　Book　Access　Profile）
　●HSP（Headset　Profile）
  通信

※ 2011年11月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承く
ださい。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではあ
りません。

※ ｢インターネット接続可否｣とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたインターネット接続機能の使用可否です。
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