
パナソニック製iPod接続用ケーブル　iPod適用一覧

対象ナビゲーション　：　MZ608117　

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 display)

2004/11～ ○

iPod
(第5世代 with Video)

30/60GB：2005/10～
80GB：2006/9～

○

第１世代　iPod classic
(80GB,160GB)

2007/9～ ○

第２世代　iPod classic
(120GB) 08MY

2008/9～ ○

第２世代  iPod classic
(160GB) 09MY

2009/9～ ○

iPod mini(第1世代) 2004/7～ ○

iPod mini 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 nano(第6世代) 2010/9～ △

iPod nano(第7世代) 2012/10～ ○ １．０．１／１．０．２

iPod touch(第1世代) 2007/9～ ○

iPod touch(第2世代) 2008/9～ ×

iPod touch(End 2009) 2009/9～ ×

iPod touch(第4世代) 2010/9～ ×

iPod touch(第5世代) 2012/9～ ×

iPhone(3G) 2008/6～ ×

iPhone(3GS) 2009/6～ ×

iPhone　4 2010/6～ ×

iPhone　4S 2011/10～ ×

iPhone　5 2012/9～ ×

iPhone　5S 2013/9～ ×

iPhone　5C 2013/9～ ×

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～ －

※ビデオファイル再生には対応していません。

※  充電できません。
※ Lightningコネクタを30Pinコネクタに変換するアダプタが必要です。

・iphon2.0 Softwere Updatefor ipod Touch以降のバージョンアップには
対応していません
・充電できません
・画面と音が異なる曲のまま１曲リピート再生状態になることがあります。
（1.1.5は除く）
・接続時、ipod側に「Storada　画面」表示されません（1.1.5は除く）

3.0/3.1.3

2.2.1/3.1.1/3.1.3/
4.0/4.2.1

シャッフル再生時に曲リストが、更新されません

1.4.1～

－ Dockコネクタ非搭載のため

2.0/2.0.1

１．４．１ Ｖｅｒ１．４は未確認

1.3.1～

1.0/1.0.3/1.0.4

1.1.2～

ＨＰ掲載注意書き内容です。
・画面と音が異なる曲のまま１曲リピート再生状態になることがあります。
・シャッフル再生時に曲リストが更新されません。
充電できません
シャッフル再生時に曲リストが更新されません（Ver.1.0.4 は除く）

充電できません

3.1.1～

1.0.1～
・画面と音が異なる曲のまま１曲リピート再生状態になることがあります。
・シャッフル再生時に曲リストが更新されません。

2.0.2/2.0.3/2.0.4

備考

－ Dockコネクタ非搭載のため

－ Dockコネクタ非搭載のため

2.3～

機種
適合

iPod
ソフトウェア バージョン

1.2.1～

1.2.1～

5.0/6.0/6.1.3

6.0/6.1.4

充電できません1.0.1/1.0.2

1.0

3.1/3.1.1/3.1.3/
4.0/4.2.1

4.2.1

2.2.1/3.0.1/3.1/3.1.3

4.0/4.2.1

1.0/1.0.2/1.1.3

1.0.1/1.1.5

○　ミュージック再生に対応
×　接続できません
－　確認できていません


