適合機種/適合機能 一覧
適合機種

2017年7月現在

適合機能

iPod touch 第 6 世代 / 第 5 世代

電話
応答/切

※1

リモート
コントロール

Siri

音声
コントロール

ボイス
オーバー

※3

Face
Time

動画撮影時
の収音

※2

iPod touch 第 4 世代
iPod touch 第 3 世代

iPod touch 第 2 世代 ,
iPod classic 120GB / 160GB (2009),
iPod nano 第 4 世代 ビデオ, iPad

iPod nano 第 7 世代 / 第 6 世代 ,
iPod shuffle 第 4 世代 / 第 3 世代

iPod nano 第 5 世代 カメラ
iPhone SE / 6s / 6s Plus /
iPhone 6 / 6 Plus /5s / 5c / 5 / 4S

※2

iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Pro (12.9 inch) 第 2 世代 /
iPad Pro (10.5 inch) / (9.7 inch) / (12.9 inch)
iPad Air 2, iPad Air, iPad 第 5 世代 / 第 4 世代 /
第 3 世代 ,iPad mini 4 / 3 / 2 / iPad mini
iPad 2
※1 再生／一時停止／曲送り／曲戻し／音量調整の操作が可能。iPod classic 120GB／160GB(2009)、iPod nano 第4世代以外は早送り／早戻しの操作もできます。
※2 Siriがオンになっている場合、音声コントロールは使用できません。 ※3 着信応答/切の操作が可能。
・ iPhone 7／7 Plusで使用する際は、iPhone 7／7 Plusに付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
・ iPhone 3Gには使用できません。
・リモートコントロールとマイクはiPod nano（第4世代以降）、iPod classic（120GB、160GBの2009年モデル以降）、iPod touch
（第2世代以降）、iPhone 3GS以降、iPad（iPad2以降）
のみに対応しています。
リモートコントロールはiPod shuffle（第3世代以降）
に対応します。
オーディオ機能はすべてのiPodモデルに対応します。
・ソフトウェアのバージョンは、iPod nano 1.0.3
（第4世代）、iPod classic 2.0.1（120GB）、
iPod touch 2.2以降（第2世代）
が必要です。
●
「Made for iPod／iPhone／iPad」
とは、iPhone、iPad、
および iPod モデル専用に接続するよう設計され、
アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された
電子アクセサリであることを示しています。
アップルは、本製品の機能、安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
＊ iPod、iPhoneまたはiPadはApple.lncの商標です。

Compatible models
Model

As of July, 2017

Compatible functions

iPod touch 6th / 5th generation

Answer and
end calls

※1

Remote
control

Siri

Voice
control

Voice
over

※3

Face
Time

Sound pickup
on video
recording

※2

iPod touch 4th generation
iPod touch 3rd generation
iPod touch 2nd generation,
iPod classic 120GB / 160GB (2009),
iPod nano 4th generation(video),iPad

iPod nano 7th / 6th generation,
iPod shuffle 4th / 3rd generation

iPod nano 5th generation(video camera)
iPhone SE / 6s / 6s Plus /
iPhone 6 / 6 Plus /5s / 5c / 5 / 4S

※2

iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Pro (12.9 inch) 2nd Generation /
iPad Pro (10.5 inch) / (9.7 inch) / (12.9 inch)
iPad Air 2, iPad Air, iPad 5th / 4th /
3rd generation,iPad mini 4 / 3 / 2 / iPad mini
iPad 2
※1 You can control 'play' 'pause' 'forward' 'rewind' 'volume', and 'fast-forward' 'fast-rewind' except iPod classic(120GB,160GB after 2009 models), iPod nano(after 4th generation).
※2 You cannot control “Voice control” if booting “Siri”. ※3 You can control answer and end calls.
・The Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter attached with iPhone 7 / 7 Plus is required in case of connection to iPhone 7 / 7 Plus.
・These products are not compatible with iPhone 3G.
・Remote controller/microphone are compatible only with iPod nano(after 4th generation), iPod classic(120GB, 160GB after 2009 models), iPod touch(after 2nd generation), iPhone3GS, iPhone4,
iPhone4S, iPad, iPad2. Remote controller is compatible also with iPod shuffle(after 3rd generation). Audio function is compatible with all iPod models. You need the latest iPod software.
・Requires software version 1.0.3 for iPod nano(4th generation), 2.0.1 for iPod classic(120GB), and 2.2 or later for iPod touch(2nd generation).
“Made for iPod”,“Made for iPhone”, and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
＊ iPod, iPhone and iPad are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.

