
HP用_携帯電話対応表_NR-MZ90シリーズ

◆Bluetooth対応機種 + ◆HDMI接続対応機種

au

分類 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 HDMI接続

A iPhone5 ×*14 × ○ ○*2 ○*1

iPhone5C ×*14 × ○ ○*2 ○*1

iPhone5S ×*14 × ○ ○*2 ○*1

iPhone6 ×*14 × ○*8 ○*2 ○*1

iPhone6 Plus ×*14 × ○*8 ○*2 ○*1

iPhone6s ×*14 × ○*8 ○*2 ○*1

iPhone6s Plus ×*14 × ○*8 ○*2 ○*1

F FJL22 ×*3 ○*18 ○*6*7*20*21 ○
*2*17*22*23*24*25*2

○*1

HTL22 ×*3 ○ ○ × ○*1

HTL23 ×*3 ○ ○*6*7*8 ○*2*11 ○*1

HTV31 ×*3 ○ ○ ○*2*11 ○*1

GRATINA × × × ×*12 ×*13

MARVERA ○ ○ ○ ○*2*16 ×*13

URBANO L01 ×*3 ○*18 ○*6*7*8 ○*2*19 ○*1

URBANO L02 ×*3 ○*18 ○*6*7*8 ○*2*11 ○*1

URBANO L03 ×*3 ○ ○*6*7*20*21 ○*2*11 ○*1

KYL22 ×*3 ○*18 ○*6*7*8 ○*2*19 ○*1

G01(KYY24) ×*3 ○*18 ○*6*7*20*21 ○*2*11 ×*13

KYY09 ○*29 ○ ○ × ×*13

KYV31 ×*3 ○*18 ○ ○*2*11 ○*1

KYV32 ×*3 ○*18 ○ ○*2*11 ×*13

KYV33 ×*3 ○*18 ○ ○*2*11 ×*13

KYV34 ×*3 ○ ○ ○*2*27 ×*13

KYV35 ×*3 ○ ○ ○*2*27 ×*13

LGL22 ×*3 ○*4 ○＊5*6*7*8 ○*2*16 ×*15

LGL23 ×*3 ○ ○*6*7*8 ○*2*11 ×*15

LGL24 ×*3 ○ ○*6*7*8 ○*2 ×*13

LGV31 ×*3 ○ ○*30 ○*2*17 ×*13

LGV32 ×*3 ○ ○ ×*27 ×*13

SOL23 ×*3 ○ ○*6*7*8 ○*2*26*31 ○*1

SOL24 ×*3 ○ ○*5*6*7*8 ○*2*17 ○*1

SOL25 ×*3 ○ ○ ○*2*16 ○*1

SOL26 ×*3 ○ ○*5*6*7*8 ○*2*11 ○*1

SOV31 ×*3 ○ ○ ○*2*11 ○*1

SCL22 ×*3 ○ ○*6*7*8 ○*2 ×*15

SCL23 ×*3 ○ ○*5*6*7*8 ○*2*17 ×*15

SCL24 ×*3 ○ ○*5*6*7*8 ×*27*28 ×*15

SCV31 ×*3 ○ ○ ○*2 ×*13

SHL22 ×*3 ○ ○ ○*2 ×*13

SHL23 ×*3 ○ ○*6*7 ○*2*11 ×*13

SHL24 ×*3 ○ ○＊5*6*7 ○*2*16 ×*13

SHL25 ×*3 ○ ○＊5*6*7 ○*2*16 ×*13

SHF31 ×*3 ○ ○*30 ○*2*11 ×*13

SHV31 ×*3 ○ ○*8*30 ○*2*11 ×*13

SHV32 ×*3 ○ ○ ○*2*11 ×*13
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※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、確認時点のものです。
　 接続確認の結果が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い
　 結果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。 
※携帯電話から送られてくる情報によっては情報が正しく表示されない場合があります。
※端末によっては途中で通信できなくなる場合があります。
　 携帯電話のBluetoothをOFF→ONすることで復帰する場合があります。

データ通信
(*3) DUNﾌﾟﾛﾌｧｲﾙは塔載しておりますが、接続確認試験の結果、接続不可です。

(*14) 必要ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ(DUN)非搭載です。

(*29) 簡単設定での接続は可能です。（接続に時間がかかる場合があります。）詳細設定での接続は不可となります。

電話帳転送
(*4) 電話帳転送中にｷｬﾝｾﾙを行う機能がありません。

(*18) 1回の送信上限が1件です。

ハンズフリー通話
(*5) 携帯端末から発信した際に、ナビに「非通知」等の表示がされ、相手の電話番号は表示されません。

(*6) ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ時に着信を受けた場合、ｽﾋﾟｰｶｰから擬似音が出た後に着信音が再生されません。

(*7) 非ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ時に着信を受けた場合、ｽﾋﾟｰｶｰから擬似音が出た後に着信音が再生されません。

(*8) 端末に応答保留機能非搭載です。

(*20) 着信中に、ﾅﾋﾞの「保留」ﾎﾞﾀﾝを押下しても、応答保留状態になりません。

(*21)携帯側で応答保留してもナビ側で正しく表示されない場合があります。

(*30) 着信音がﾅﾋﾞｽﾋﾟｰｶｰから再生されません（ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ、非ﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ時、両方とも確認済みです）。

BluetoothAudio
(*2)バッテリー残量が「？」で表示されます。（または表示されません。）

(*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、楽曲名が表示されません。

(*10) ｶｰﾅﾋﾞ上部に電池残量が表示されません。

(*11) ﾅﾋﾞ画面右下のBluetooth® Audioのﾒﾆｭｰ（▲印）が非表示になっており、非表示の再生ﾓｰﾄﾞ（ﾘﾋﾟｰﾄ再生、ﾗﾝﾀﾞﾑ再生、ｽｷｬﾝ再生など）の選択ができません。

(*12)必要プロファイル（A2DP）非搭載

(*16) 画面上にﾗﾝﾀﾞﾑ表示がされず、実際に再生がﾗﾝﾀﾞﾑになりません。

(*17) ﾗﾝﾀﾞﾑ再生できません。

(*19) 再生カウンターが正しく表示されません。

(*22)楽曲名が「NO TITLE」（またはUnknown）、作曲者が「NO NAME」（またはUnknown）と表示され、再生時間カウンターが00'00"のままで再生中でもナビ画面には停止アイコンが表示されます。

(*23)再生中に再生ボタンを押すと一時停止され、一時停止中に一時停止ボタンを押すと再生されます。

(*24)再生ボタンを押すとアイコンが再生アイコンに変わった後、停止アイコンに自動的に変わります。

(*25)一時停止ボタンを押すとアイコンが一時停止アイコンに変わった後、停止アイコンに自動的に変わります。

(*26) 再生、ﾄﾗｯｸｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ等で楽曲が切り替わっても、表示される楽曲詳細情報が一番 初に再生されたものから切り替わりません。

(*27)楽曲情報が「No Connection」と表示され、ボタン等が表示されておりません。

(*28)携帯側で操作すれば再生可能です。

(*31)BluetoothAudioを接続中かつBluetoothAudioを再生していない時は、BluetoothAudioの接続/切断を繰り返すことがあります。

　　　BluetoothAudioを再生するか、BluetoothAudioの接続を解除すると解消します。

HDMI接続
(*1)別売のHDMI変換ケーブルが必要です。

(*13) HDMI非搭載です。

(*15) HDMI変換ケーブルが接続できないため接続不可となります。

注意


