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■  使用周波数帯
本機では、BLUETOOTH接続中は、2.4 GHz
帯の周波数帯を使用します。他の無線機器も
同じ周波数を使っていることがあり、その機
器との電波干渉を防ぐため、下記事項に注意
してください。
本機の使用周波数帯では、電子レンジなど
の産業・科学・医療用機器のほか工場の製
造ラインなどでの移動体識別用の構内無線
局、免許を要しない特定小電力無線局、アマ
チュア無線局など（以下「他の無線局」と略
します。）があります。
１  BLUETOOTHを使う前に、近くで「他の無
線局」が運用されていないことを確認する。

２  万一、「他の無線局」に対して有害な電波干
渉の事例が生じた場合や、何かお困りのこ
とが起きたときは電波の発射を停止した
上、お買い上げの販売店または「サービス
ご相談窓口」へご相談ください。（P.221）

■  機器設定（無線局の免許は不要です。）
本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を
受けています。ただし、次のことは、法律で罰
せられることがあります。
 分解・改造をする
 製品銘板をはがす

■  周波数表示の見方(製品銘板に記載)
変調方式が FH-SS方式

2.402 GHz ～ 2.480 GHz の全域帯を使用

2.4 GHz 帯
を使用

電波与干渉距離
10 m以下

■  使用可能距離
見通し距離約10 m以内でご使用ください。
間に障害物がある場合や、建物の構造などに
より、使用可能距離は短くなります。

■  他機器からの影響
 本機と他のBLUETOOTH対応機器や2.4 GHz
帯を使用する機器の距離が近いと、電波干渉に
より、正常動作しない、雑音の発生など、不具合
が生じる可能性があります。
 放送局などが近く電波が強すぎる場合も同
じです。

■  使用制限
 全てのBLUETOOTH対応機器とのワイヤレ
ス通信を保証するものではありません。
 ワイヤレス通信するBLUETOOTH対応機器
は、Bluetooth SIG, Inc.の定める認証が必要
です。ただし、認証されていても対応機器の仕
様や設定により、接続できない場合や、操作方
法・表示・動作が異なる場合があります。
 ワイヤレス通信時は、使用環境などによりセ
キュリティが十分でない場合がありますので
ご注意ください。（BLUETOOTH標準規格に準
拠したセキュリティ機能に対応しています。）
 ワイヤレス通信時に発生したデータや情報
の漏洩について、当社は一切の責任を負い
かねますのでご了承ください。

■  用途制限
 本機のBLUETOOTH機能を使用するには、
BLUETOOTH対応機器がBLUETOOTH標
準規格Ver.1.2以降に対応している必要があ
ります。
 本機のBLUETOOTHの各機能を使用する
には、BLUETOOTH対応機器が下記のプロ
ファイルに対応している必要があります。

  ・ BLUETOOTH Audio 
→Advanced Audio Distribution Profile（A2DP） 
→Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

  ・ ハンズフリー通話 
→Hands-Free Profile（HFP）

  ・ 電話帳転送 
→ Object Push Profile（OPP）または 
Phone Book Access Profile（PBAP）

  ・ 「ここいこ♪」/「Drive P@ss」 
→Serial Port Profile（SPP）
 BLUETOOTH対応機器の仕様や設定によ
り、接続できない場合や、操作方法・表示・
動作が異なる場合があります。
 電波の状態によっては、音が途切れたり雑
音が入ったりする場合があります。

BLUETOOTHについて ＢＤ/DVD言語コード一覧表 下記の言語コードは、 
本機でのみ有効です。

コード 言語名称
1027 アファル語
1028 アプバジア語
1032 アフリカーンス語
1039 アムハラ語
1044 アラビア語
1045 アッサム語
1051 アイマラ語
1052 アゼルバイジャン語
1053 バシキール語
1057 ベラルーシ語
1059 ブルガリア語
1060 ビハーリー語
1061 ビスラマ語
1066 ベンガル、バングラ語
1067 チベット語
1070 ブルトン語
1079 カタロニア語
1093 コルシカ語
1097 チェコ語
1103 ウェールズ語
1105 デンマーク語
1109 ドイツ語
1130 ブータン語
1142 ギリシャ語
1144 英語
1145 エスペラント語
1149 スペイン語
1150 エストニア語
1151 バスク語
1157 ペルシャ語
1165 フィンランド語
1166 フィジー語
1171 フェロー語
1174 フランス語
1181 フリジア語
1183 アイルランド語
1186 スコットランドゲール語
1194 ガルシア語
1196 グアラニ語
1203 グジャラート語
1209 ハウサ語
1217 ヒンディー語
1226 クロアチア語
1229 ハンガリー語
1233 アルメニア語
1235 国際語
1239 国際語
1245 Inupiak 語

コード 言語名称
1495 サンスクリット語
1498 シンド語
1501 サンゴ語
1502 セルビアクロアチア語
1503 シンハラ語
1505 スロバキア語
1506 スロベニア語
1507 サモア語
1508 ショナ語
1509 ソマリ語
1511 アルバニア語
1512 セルビア語
1513 シスワティ語
1514 セストゥ語
1515 スンダ語
1516 スウェーデン語
1517 スワヒリ語
1521 タミール語
1525 テルグ語
1527 タジク語
1528 タイ語
1529 ティグリニャ語
1531 トゥルクメン語
1532 タガログ語
1534 セツワナ語
1535 トンガ語
1538 トルコ語
1539 ツォンガ語
1540 タタール語
1543 トウィ語
1557 ウクライナ語
1564 ウルドゥー語
1572 ウズベク語
1581 ベトナム語
1587 ボラピュク語
1613 ウォロフ語
1632 コーサ語
1665 ヨルバ語
1684 中国語
1697 ズール語

コード 言語名称
1248 インドネシア語
1253 アイスランド語
1254 イタリア語
1257 ヘブライ語
1261 日本語
1269 イディッシュ語
1283 ジャワ語
1287 グルジア語
1297 カザフ語
1298 グリーンランド語
1299 カンボジア語
1300 カンナダ語
1301 韓国語
1305 カシミール語
1307 クルド語
1311 キルギス語
1313 ラテン語
1326 リンガラ語
1327 ラオス語
1332 リトアニア語
1334 ラトビア、レット語
1345 マダガスカル語
1347 マオリ語
1349 マケドニア語
1350 マラヤーラム語
1352 モンゴル語
1353 モルダビア語
1356 マラータ語
1357 マレー語
1358 マルタ語
1363 ミャンマ語
1365 ナウル語
1369 ネパール語
1376 オランダ語
1379 ノルウェー語
1393 プロバンス語
1403 （アファン）オロモ語
1408 オリヤー語
1417 パンジャブ語
1428 ポーランド語
1435 パシュトー語
1436 ポルトガル語
1463 ケチュア語
1481 ラエティ＝ロマン語
1482 キルンディ語
1483 ルーマニア語
1489 ロシア語
1491 キニヤルワンダ語
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