
資料３－①富士通富士通富士通富士通テンテンテンテン製製製製iPodiPodiPodiPod接続用接続用接続用接続用ケーブルケーブルケーブルケーブル　　　　iPodiPodiPodiPod適用一覧適用一覧適用一覧適用一覧

・iPod接続用ケーブル(MZ608174)対象ナビゲーション　：　MZ608133
・iPod接続用ケーブル(MZ608175)対象ナビゲーション　：　MZ608134/MZ608905

発売年月
iPod接続ケーブル

(MZ608175)
iPod接続ケーブル

(MZ608174)

iPod
(第1世代 Dockコネクタ非搭載)

2001/11～ × ×

iPod
(第2世代 Dockコネクタ非搭載)

2002/8～ × ×

iPod
(第3世代 Dockコネクタ搭載)

2003/5～ × ×

iPod
(第4世代 クリックホイール搭載)

2004/7～ ○ ○

iPod
(第4世代 photo with color display)

2004/11～ ○ ○

iPod
(第5世代 with Video)

30/60GB：2005/10～
80GB：2006/9～

○　※ ○　※

iPod classic
(80GB,160GB)

2007/9～ ○　※ ○　※

iPod classic
(120GB)

2008/9～ ○　※ ○　※

iPod classic
(160GB End2009)

2009/9～ ○　※ ○　※

iPod mini(第1世代) 2004/7～ ○ ○
iPod mini(第2世代) 2005/2～ ○ ○
iPod shuffle(第1世代) 2005/1～ × ×
iPod shuffle
(aluminum第2世代 第1期)

2006/11～ × ×

iPod shuffle
(aluminum第2世代 第2期)

2007/9～ × ×

iPod shuffle
(aluminum第2世代 第3期)

2008/9～ × ×

iPod shuffle(第3世代 第1期) 2009/3～ × ×
iPod shuffle(第3世代 第2期) 2009/9～ × ×
iPod shuffle(第4世代 第1期) 2010/9～ × ×
iPod shuffle(第4世代 第2期) 2012/9～ × ×
iPod nano(第1世代) 2005/9～ ○ ○
iPod nano(第2世代 aluminum) 2006/9～ ○ ○
iPod nano(第3世代 aluminum) 2007/9～ ○　※ ○　※
iPod nano(第4世代) 2008/9～ ○　※ ○　※

iPod nano(第5世代) 2009/9～ ○　※ ○　※
iPodで撮影された動画の再生には対応して
いません

iPod nano(第6世代) 2010/9～ ○  ※ ○  ※

iPod nano(第7世代) 2012/10～ ○　※ ○　※
Apple製の変換アダプタ（Lightning-30ピン）
が必要となります

iPod ｔｏｕｃｈ(第1世代) 2007/9～ ○　※ ○　※
音楽再生はできますが、古いiPodのファー
ムウェアバージョンをお使いの場合プレイリ
スト表示ができないことがあります。

iPod touch(第2世代) 2008/9～ ○　※ ○　※
音楽再生はできますが、古いiPodのファー
ムウェアバージョンをお使いの場合プレイリ
スト表示ができないことがあります。

iPod touch(第3世代) 2009/9～ ○　※ ○　※
iPod touch(第4世代) 2010/9～ ○  ※ ○  ※

iPod touch(第5世代) 2012/9～ ○　※ ○　※
・iOS6.0の評価結果です
・Apple製の変換アダプタ（Lightning-30ピン）
が必要となります

iPhone　3G 2008/6～ × ×
iPhone　3GＳ 2009/6～ ○　※ ○　※ iOS6.0の評価結果です

iPhone　4 2010/6～ ○　※ ○　※ iOS6.0の評価結果です

iPhone　4Ｓ 2011/10～ ○　※ ○　※ iOS6.0の評価結果です

iPhone　5 2012/9～ ○　※ ○　※
・iOS6.0の評価結果です
・Apple製の変換アダプタ（Lightning-30ピン）
が必要となります

iPhone　5S 2013/9～
iPhone　5C 2013/9～
iPad Wi-Fi 2010/5～ × ×
iPad Wi-Fi ＋　3Ｇ 2010/5～ × ×
iPad2 Wi-Fi 2011/4～ × ×
iPad2 Wi-Fi ＋　3Ｇ 2011/4～ × ×
iPad 第3世代　Wi-Fi 2012/3～ × ×
iPad 第3世代　Wi-Fi ＋　Celluar 2012/3～ × ×
iPad 第4世代　Wi-Fi 2012/11～ × ×
iPad 第4世代　Wi-Fi ＋　Celluar 2012/11～ × ×
iPad mini Wi-Fi 2012/11～ × ×
iPad mini Wi-Fi ＋　Celluar 2012/11～ × ×
iPad Air Wi-Fi 2013/11～ × ×
iPad Air Wi-Fi ＋　Celluar 2013/11～ × ×
iPad mini Retina Wi-Fi 2013/11～ × ×
iPad mini Retina ＋ Celluar 2013/11～ × ×

○ : 接続可能　× : 接続不可能　

※ビデオファイル再生には対応していません。

備考

機種 適合



富士通富士通富士通富士通テンテンテンテン製製製製iPodiPodiPodiPod接続用接続用接続用接続用ケーブルケーブルケーブルケーブル　　　　iPodiPodiPodiPod適用一覧適用一覧適用一覧適用一覧

・対象ナビゲーション　：　MZ608111/MZ608122

適合

発売年月
iPod接続ケーブル

(MZ607398)

iPod
(第1世代 Dockコネクタ非搭載)

2001/11～ ×

iPod
(第2世代 Dockコネクタ非搭載)

2002/8～ ×

iPod
(第3世代 Dockコネクタ搭載)

2003/5～ ×

iPod
(第4世代 クリックホイール搭載)

2004/7～ ○

iPod
(第4世代 photo with color

2004/11～ ○

iPod
(第5世代 with Video)

30/60GB：2005/10～
80GB：2006/9～

○　※

iPod classic
(80GB,160GB)

2007/9～ ○　※

iPod classic
(120GB)

2008/9～ ○　※

iPod classic
(160GB End2009)

2009/9～ ○　※

iPod mini(第1世代) 2004/7～ ○
iPod mini(第2世代) 2005/2～ ○
iPod shuffle(第1世代) 2005/1～ ×
iPod shuffle
(aluminum第2世代 第1期)

2006/11～ ×

iPod shuffle
(aluminum第2世代 第2期)

2007/9～ ×

iPod shuffle
(aluminum第2世代 第3期)

2008/9～ ×

iPod shuffle(第3世代 第1期) 2009/3～ ×
iPod shuffle(第3世代 第2期) 2009/9～ ×
iPod shuffle(第4世代 第1期) 2010/9～ ×
iPod shuffle(第4世代 第2期) 2012/9～ ×
iPod nano(第1世代) 2005/9～ ○
iPod nano(第2世代 aluminum) 2006/9～ ○
iPod nano(第3世代 aluminum) 2007/9～ ○　※
iPod nano(第4世代) 2008/9～ ○　※

iPod nano(第5世代) 2009/9～ ○　※ iPodで撮影された動画の再生には対応していません

iPod nano(第6世代) 2010/9～ ○  ※

iPod nano(第7世代) 2012/10～ ○　※ Apple製の変換アダプタ（Lightning-30ピン）が必要となります

iPod ｔｏｕｃｈ(第1世代) 2007/9～ ○　※
音楽再生はできますが、古いiPodのファームウェアバージョンをお
使いの場合プレイリスト表示ができないことがあります。

iPod touch(第2世代) 2008/9～ ○　※
音楽再生はできますが、古いiPodのファームウェアバージョンをお
使いの場合プレイリスト表示ができないことがあります。

iPod touch(第3世代) 2009/9～ ○　※
iPod touch(第4世代) 2010/9～ ○  ※

iPod touch(第5世代) 2012/9～ ○　※
・iOS6.0の評価結果です
・Apple製の変換アダプタ（Lightning-30ピン）が必要となります

iPhone　3G 2008/6～ ×

iPhone　3GS 2009/6～ ○　※
・iOS6.0の評価結果です
・iPod側の電源を入れた状態および、ACC ONした状態で接続して
ください。

iPhone　4 2010/6～ ○　※
・iOS6.0の評価結果です
・iPod側の電源を入れた状態および、ACC ONした状態で接続して
ください。

iPhone　4S 2011/10～ ○　※
・iOS6.0の評価結果です
・iPod側の電源を入れた状態および、ACC ONした状態で接続して
ください。

iPhone　5 2012/9～ ○　※
・iOS6.0の評価結果です
・Apple製の変換アダプタ（Lightning-30ピン）が必要となります

iPhone　5S 2013/9～
iPhone　5C 2013/9～
iPad Wi-Fi 2010/5～ ×
iPad Wi-Fi ＋　3Ｇ 2010/5～ ×
iPad2 Wi-Fi 2011/4～ ×
iPad2 Wi-Fi ＋　3Ｇ 2011/4～ ×
iPad 第3世代　Wi-Fi 2012/3～ ×
iPad 第3世代　Wi-Fi ＋　Celluar 2012/3～ ×
iPad 第4世代　Wi-Fi 2012/11～ ×
iPad 第4世代　Wi-Fi ＋　Celluar 2012/11～ ×
iPad mini Wi-Fi 2012/11～ ×
iPad mini Wi-Fi ＋　Celluar 2012/11～ ×
iPad Air Wi-Fi 2013/11～ ×
iPad Air Wi-Fi ＋　Celluar 2013/11～ ×
iPad mini Retina Wi-Fi 2013/11～ ×
iPad mini Retina ＋ Celluar 2013/11～ ×

○ : 接続可能　× : 接続不可能　

※ビデオファイル再生には対応していません。

備考

機種



iPodiPodiPodiPod接続用接続用接続用接続用ケーブルケーブルケーブルケーブル((((MZMZMZMZ608198608198608198608198))))　　　　iPodiPodiPodiPod適用一覧適用一覧適用一覧適用一覧

※USB接続ケーブル(MZ608197)が別途必要となります。

発売年月

iPod
(第1世代 Dockコネクタ非搭載)

2001/11～ ×

iPod
(第2世代 Dockコネクタ非搭載)

2002/8～ ×

iPod
(第3世代 Dockコネクタ搭載)

2003/5～ ×

iPod
(第4世代 クリックホイール搭載)

2004/7～ ○

iPod
(第4世代 photo with color

2004/11～ ○

iPod
(第5世代 with Video)

30/60GB：2005/10～
80GB：2006/9～

○
※1

iPod classic
(80GB,160GB)

2007/9～ ○
※1

iPod classic
(120GB)

2008/9～ ○
※1

iPod classic
(160GB End2009)

2009/9～ ○
※1

iPod mini(第1世代) 2004/7～ ×

iPod mini(第2世代) 2005/2～ ×

iPod shuffle(第1世代) 2005/1～ ×

iPod shuffle
(aluminum第2世代 第1期)

2006/11～ ×

iPod shuffle
(aluminum第2世代 第2期)

2007/9～ ×

iPod shuffle
(aluminum第2世代 第3期)

2008/9～ ×

iPod shuffle(第3世代 第1期) 2009/3～ ×
iPod shuffle(第3世代 第2期) 2009/9～ ×
iPod shuffle(第4世代 第1期) 2010/9～ ×
iPod shuffle(第4世代 第2期) 2012/9～ ×

iPod nano(第1世代) 2005/9～ ○

iPod nano(第2世代 aluminum) 2006/9～ ○

iPod nano(第3世代 aluminum) 2007/9～ ○
※1

iPod nano(第4世代) 2008/9～ ○
※1

iPod nano(第5世代) 2009/9～ ○
・※1
・iPodで撮影された動画の再生には対応し
ていません

iPod nano(第6世代) 2010/9～ ○
※1

iPod nano(第7世代) 2012/10～ ○ ※1　※3

iPod ｔｏｕｃｈ(第1世代) 2007/9～ ○

・※1
・音楽再生はできますが、古いiPodのファー
ムウェアバージョンをお使いの場合プレイリ
スト表示ができないことがあります。

iPod touch(第2世代) 2008/9～ ○

・※1
・音楽再生はできますが、古いiPodのファー
ムウェアバージョンをお使いの場合プレイリ
スト表示ができないことがあります。

iPod touch(第3世代) 2009/9～ ○ ※1

iPod touch(第4世代) 2010/9～ ○ ※1

iPod touch(第5世代) 2012/9～ ○

・iOS7.0.4の評価結果です
・※1　※2　※3
・iPodでアルバムシャッフル設定中に接続し
ないでください
・リピート操作時、曲終了後ロックする場合
があります。iPodを本機から外してリセット
し、再度接続をお試しください

iPhone　3G 2008/6～ ×
iPhone　3GS 2009/6～ ×

iPhone　4 2010/6～ ○

・iOS7.0.4の評価結果です
・※1　※2
・iPodでアルバムシャッフル設定中に接続し
ないでください
・リピート操作時、曲終了後ロックする場合
があります。iPodを本機から外してリセット
し、再度接続をお試しください

iPhone　4S 2011/10～ ○

・iOS7.0.4の評価結果です
・※1　※2
・iPodでアルバムシャッフル設定中に接続し
ないでください
・リピート操作時、曲終了後ロックする場合
があります。iPodを本機から外してリセット
し、再度接続をお試しください

iPhone　5 2012/9～ ○

・iOS7.0.4の評価結果です
・※1　※2　※3
・iPodでアルバムシャッフル設定中に接続し
ないでください
・リピート操作時、曲終了後ロックする場合
があります。iPodを本機から外してリセット
し、再度接続をお試しください

iPhone　5S 2013/9～ ○

・iOS7.0.3の評価結果です
・※1　※2　※3
・リピート操作時、曲終了後ロックする場合
があります。iPodを本機から外してリセット
し、再度接続をお試しください

iPhone　5C 2013/9～ ○

・iOS7.0.3の評価結果です
・※1　※2　※3
・リピート操作時、曲終了後ロックする場合
があります。iPodを本機から外してリセット
し、再度接続をお試しください

iPad Wi-Fi 2010/5～ ×
iPad Wi-Fi ＋　3Ｇ 2010/5～ ×
iPad2 Wi-Fi 2011/4～ ×
iPad2 Wi-Fi ＋　3Ｇ 2011/4～ ×
iPad 第3世代　Wi-Fi 2012/3～ ×
iPad 第3世代　Wi-Fi ＋　Celluar 2012/3～ ×
iPad 第4世代　Wi-Fi 2012/11～ ×
iPad 第4世代　Wi-Fi ＋　Celluar 2012/11～ ×
iPad mini Wi-Fi 2012/11～ ×
iPad mini Wi-Fi ＋　Celluar 2012/11～ ×
iPad Air Wi-Fi 2013/11～ ×
iPad Air Wi-Fi ＋　Celluar 2013/11～ ×
iPad mini Retina Wi-Fi 2013/11～ ×
iPad mini Retina ＋ Celluar 2013/11～ ×

○ : 接続可能　× : 接続不可能　

※1　ビデオファイル再生には対応していません。
※2　iPod側の電源を入れた状態およびACC-ONした状態で接続してください。

機種

備考適合

※3　Apple純正のLightning ⇔ 30ピンDockの変換アダプタ、もしくは新iPhone/iPodに同梱の
　 　　USB⇔Lightning変換ケーブルを使用しての検証結果です。

・対象ナビゲーション　：　MZ608920/MZ608933
　　　　　　　　　　　　　　　　MZ608943/MZ608947


