
ディーラーオプション ナビ/オーディオ
Bluetooth®携帯電話/Bluetooth®オーディオ 確認リスト
■対応モデル：VXS-102VFi/102VSi＜クラリオン製＞

Bluetooth®携帯電話

キャリア メーカー 備考

Vodafone/SoftBank SHARP 913SH ※1 ※8
912SH ※1 ※2 ※8
814SH ※1 ※2 ※8
815SH ※1 ※8
816SH ※1 ※8
920SH ※1 ※8
820SH ※1 ※8
821SH ※1 ※4 ※8
823SH ※1 ※8
920SH YK ※1 ※8
921SH ※1 ※4 ※8
922SH
923SH
824SH
825SH
930SH  ※6
931SH ※1 ※8
932SH ※1 ※8
DM001SH ※1 ※8
DM002SH ※1 ※8
DM003SH

Samsung 805SC ※1 ※2 ※8
920SC ※1 ※2 ※8
820SC ※1 ※2 ※8
821SC ※1 ※2 ※8
930SC

Panasonic 810P ※1 ※8
920P ※1 ※8
921P ※1 ※8
930P ※1 ※8

TOSHIBA 911T ※1 ※2 ※8
912T
X01T ※2
920T
921T
823T ※1 ※8
824T ※1 ※8
830T

HTC ニッポン X02HT
X03HT
X04HT
X05HT

NOKIA X02NK ※4
N82

NEC 830N ※1 ※2 ※7 ※8

キャリア メーカー 備考

docomo Panasonic P902iS ※1 ※2 ※8
P903i ※1 ※2 ※8
P903iTV ※1 ※2 ※8
P903iX ※1 ※2 ※8
P904i ※1 ※2 ※5 ※8
P905i ※1 ※8
P905iTV ※5
P906i ※1 ※8
P-01A ※1 ※8
P-02A ※1 ※8

MOTOROLA M702iS
Fujitsu F1100

F-01A ※1 ※2 ※4 ※8

型番

型番



F-03A ※1 ※2 ※8
NOKIA NM705i

NM706i
SHARP SH906i

SH906iTV ※1 ※8
SH-01A
SH-03A
SH-04A

NEC N-01A ※1 ※2 ※7 ※8
N-02A ※1 ※2 ※3 ※8
N-04A ※1 ※2 ※3 ※8

HTC ニッポン HT1100
HT-01A
HT-02A

BlackBerry BlackBerry Bold ※1 ※8

キャリア メーカー 備考

au TOSHIBA W54T ※1 ※2 ※4 ※8
W56T
W61T
Sportio(W63T)
W65T ※5
T001

三洋電機 W54SA
W61SA
W63SA
W64SA

SonyEricsson W54S
W61S
Xmini(W65S)
Premier3(SOY01)
S001 ※1 ※8

SHARP W62SH
W64SH
SH001

カシオ G'zOne W62CA
W63CA ※2
CA001

HITACHI W62H
W63H
H001

Panasonic P001

※1 Bluetooth®オーディオとして接続直後は携帯電話からオーディオプレイヤーの操作が必要です。
※2 ナビから接続できない場合があります。接続できない場合は、携帯電話から接続操作を⾏ってください。
※3 ナビから接続を⾏うと、携帯電話側でオーディオプレーヤーが起動出来ない場合があります。携帯電話から接続操作を⾏ってください。
※4 ナビから接続を⾏うと、⾳声が正常に出⼒されない場合があります。携帯電話から接続操作を⾏ってください。
※5 トラックアップ/ダウン操作に対応していません。
※6 トラックダウン操作に対応していません。
※7 早送り/早戻し操作に対応していません。
※8 接続時、⾃動的に⾳楽再⽣をせずポーズ状態となる場合があります。その場合は再⽣/ポーズボタンを押してください。
  インターナビ通信後およびハンズフリー通話後も同様にポーズ状態となる場合があります。

※6,※7,※14の携帯電話からの接続について：
 ご使⽤になる場合は、ナビの⾃動接続設定をOFFにし、携帯電話の操作でBluetooth®オーディオを接続してください。
 すでに接続状態の場合は、携帯電話から切断操作を⾏ってください。
 携帯電話のメディアプレーヤーを停⽌した場合、Bluetooth®オーディオが切断される場合があります。再度接続を⾏う場合は、メディアプレイヤーを起動後、
 「ヘッドフォン切替」設定にて本機を選択してください。

型番

※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。同型番の携帯電話全ての結果を保証するものではありません。
※機種によっては動作確認後に仕様変更が⾏なわれて、機能が変更になり、⼀部機能が動作しない場合がございますので、予めご了承ください。
※Bluetooth®オーディオ再⽣時、電波状況や周囲の環境により⾳が途切れる場合があります。
※携帯電話は、電源ON、照明：オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、オートダイヤルロック：OFF、待受アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で接続
 および使⽤してください。
※Bluetooth®の特性上、まれに動作が不安定な場合があります。その場合、本製品または、オーディオ機器の電源を⼊れ直してください。
※製品名称や機能などは各社の商標または登録商標です。



Bluetooth®オーディオ

種別 メーカー 型番 ソフトウエア 備考

Bluetooth®アダプター mobilecast MPXAD500RI − ※1 ※2 ※3 ※4 ※7
Jabra A125S − ※1 ※2 ※3 ※4
bluetribe SBT01 − ※1 ※2 ※3 ※4 ※7
PLANEX BT-DockT − ※1 ※2 ※3 ※4 ※7 ※8
SONY WLA-NWB1 − ※1 ※2 ※3 ※4

Blutooth®プレーヤー SONY NW-A828/NW-A829 1.02 ※1 ※2 ※5 ※6
Panasonic SV-SD950N 1.00 ※1 ※2 ※5 ※6 ※7

※1 ペアリングはBluetooth®オーディオ側から⾏ってください。ナビゲーションから探索してのペアリングはできません。 
※2 Bluetooth®オーディオ機器側から接続操作を⾏ってください。ナビからは接続できません。 
※3 ナビゲーションから接続ができません。ナビゲーションの⾃動接続設定を「OFF」に変更し、ご使⽤ください。 
※4 ナビゲーションのパスキー設定をAudioAdapterと同じ値へ変更が必要です。 
※5 ナビゲーションから接続する場合、オーディオプレイヤー側で「接続待ち状態」へ設定する操作が必要です。 
※6 AVプロファイルの再接続を⾏うと、⾃動的に⾳楽を再⽣しない場合があります。 
※7 早送り/早戻し操作に対応していません。 
※8 STOP操作に対応していません。 

※この確認結果は、検証に使⽤したオーディオ機器に関しての結果です。同型番の製品全ての結果を保証するものではありません。
※機種によっては動作確認後に仕様変更が⾏なわれて、機能が変更になり、⼀部機能が動作しない場合がございますので、予めご了承ください。
※Bluetooth®オーディオ再⽣時、電波状況や周囲の環境により⾳が途切れる場合があります。
※Bluetooth®の特性上、まれに動作が不安定な場合があります。その場合、本製品または、オーディオ機器の電源を⼊れ直してください。
※製品名称や機能などは各社の商標または登録商標です。


