
スマートフォン-インターナビ変換アダプター 『NVSPH-1』

必ずお読みください
B -MANU201834 - 0 1

使用上の注意安全のために

ご販売店様へ
1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入
日欄に記入し貴店名／住所、貴店印をご記入ご捺印
ください。

2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が
受けられません。

取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、
保証期間内に故障した場合には、ハードウェア保証規定
に従った保証をおこないますので、商品と本保証書をご
持参ご提示の上お買い求めの販売店または、弊社（修理
センター宛）にご依頼ください。

本製品の概要
本製品はスマートフォンとカーナビを接続し、インターナビ・プレミアム
クラブの情報サービスおよびハンズフリー通話機能を使用するための
製品です。
また、オーディオ出力機能も備え、Bluetoothオーディオプロファイルを
搭載したスマートフォンで再生された音楽を、車載オーディオで聴くこ
とができます。

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。お使いの際には、必ず記載事項をお守りください。

NVSPH-1
ご購入日より  12 ヶ月間 有効です

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱す
るか、本書を製品と一緒に送付してください。

ハードウェア保証書について

対応機種・仕様
ナビゲーション I/F 部
電源電圧
消費電流
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
質量
通信距離
外形寸法
適合規格

PDC用 16芯メス、FOMA用 10芯メス
ＤＣ12Ｖ
1A（MAX）
0～ 40℃ 80%以下 (結露なきこと )
-20 ～ +60℃　90%以下 (結露なきこと )
約 145g
100m
130(W)×88(D)×21(H)mm
電波法 工事設計認証、Bluetooth Ver.2.1 +EDR、JATE

現在対応しているスマートフォン /対応カーナビについては、弊社ホーム
ページで案内しています。

http://www.iodata.jp/product/mobile/caradp/nvsph-1/index.htm

■その他の注意事項
○本製品とカーナビの着脱は双方共電源が入っていない状態でおこなってください。
　電源が入った状態での着脱は故障の原因となります。
○以下の機能には対応しておりません。
　マルチタスク機能／キャッチホン機能／割り込み通話
○インターナビ通信中に着信があった場合、インターナビ通信は切断されます。
○スマートフォンやオーディオ機器によっては、本製品との接続が途切れてしまう
　ことがあります。その場合は再度接続しなおしてください。
○docomo、SoftBank 社製のスマートフォンをご利用の場合、カーナビからの
　メール送信機能は使用できません。
○iPhoneをご利用の場合、Bluetooth接続直後やアプリ：「カオパネ」起動直後は、
　カーナビでの電話操作（発信・着信応答など）に時間がかかることがあります。
○お使いのスマートフォンやカーナビの機種によっては、以下のような現象が
　発生する場合がありますが、これは本機の仕様ですので予めご了承ください。
　①音声通話の着信に対し、応答を保留した場合
　　・保留中に相手からの音声がこちらに聞こえる
　　・スマートフォンを操作して応答保留にしたとき、カーナビに通話中、
　　   もしくは一瞬通話終了と表示される
　②発信の際、呼び出し音が聞こえる前にスマートフォンを操作して発信を中止
　　した場合、カーナビの画面表示が発信中もしくは通話中のままになる
　③スマートフォンを操作して発信した場合
　　・カーナビの画面に発信中と表示されず、呼び出し音がスピーカーから
　　   聞こえない
　　・カーナビのマイク、スピーカを使用して通話が開始できるまで十数秒かかる
　④スマートフォンに相手の電話番号が表示されているにもかかわらず、カー
　　ナビの画面では電話番号非通知または通知無しと表示される
　⑤発信時に相手が電話に出なかった場合、50秒ほどで発信を中止して待ち
　　受け状態に戻る
　⑥ハンズフリー通話をしているときや、スマートフォンの音楽をカーオーディオで
　　聴いているときに、状況によって雑音が入る
　⑦カーナビに電話帳を転送するとき、正常に反映されない文字がある

危険

警告

注意

本製品を修理・改造・分解しない
破損し、けがやご利用の機器の故障の原因になります。

本製品の小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思わ
れる場合は、ただちに医師にご相談ください。

ぬらしたり、水気の多い場所で使わない
火災・感電の原因になります。
・水の入ったもの（コップなど）を上に置かないでください。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
火災の原因になります。

故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

本製品はしっかりと固定する
走行中に本製品の位置を変えたり、本製品を固定しようとしてハンドルから手を離
したりすると事故の原因となります。

本製品を使用する場合は、接続するスマートフォンのメーカーが指示して
いる警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使う
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。
また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります

ダッシュボードの上や夏場の車内など高温になる場所に設置や放置をしない
高温になり、火災の原因になります。

運転者は走行中に本製品を操作しない
走行中に操作するとわき見運転になり、事故の原因になりますので、絶対におやめく
ださい。また、走行中に本製品が動かないようにしっかりと固定してください。
使うときは、先に安全な場所に車を止めてください。

本製品を以下のような場所に設置しない
事故の原因になります。
●運転や移動の妨げになるところ　　●エアバッグ動作の妨げになるところ
●前方の視界を妨げるところ
●夜間トンネル内などで本製品の画面がフロントガラスに映り込むようなところ
　（前方の視界の妨げになります。）

危険

警告
注意

● 警告および注意表示
この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生
じます。

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあ
ります。

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害
を与えたりすることがあります。

● 絵記号の意味

禁止

指示を守る

本製品を踏まない
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

長時間にわたり一定個所に触れ続けない
本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。
長時間にわたり一定個所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。

人が通行するような場所に配線しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

電源コードは、添付品または指定品のもの以外を使わない
電源コードから発煙したり火災の原因になります。

電源コードにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加
工などはしない
火災、感電の原因になります。

ゆるいコネクターにつながない
プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみ
があるコネクターにはつながないでください。発熱して火災の原因になります。

プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、火
災や感電の原因になります。

電源（コード・プラグ）について

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにプラグを抜く
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
ケーブル被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

添付の電源コードは他の機器につながない
添付の電源コードは本製品専用です。他の機器につなぐと、火災や感電
の原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性
の高いものの近くで使わない
火災の原因になります。

■本製品を以下の場所で使用・保管しないでください。
　故障の原因になります。
　○振動や衝撃が加わる　○直射日光が当たる
　○湿気やほこりが多い 　○温湿度差が激しい
　○水分や湿気の多い、結露が起きる（台所、浴室など）
　○傾いている ○静電気の影響が強い
　○強い磁力が発生する（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など）
　○腐食性ガス雰囲気中（Cl2,H2S,NH3,SO2,NOxなど）
　○熱の発生するものの近く（ストーブ、ヒーターなど）
＜使用時のみ制限＞
　○保温・保湿性の高いものの近く（じゅうたん・スポンジ・ダンボール・発泡
　　スチロールなど）

■本製品は精密部品です。
　以下のことをおこなわないでください。
　○落としたり、衝撃を加えない
　○重いものを上に載せない
　○水などの液体やクリップなどの小部品を上に置かない
　○内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

■自動車内でのご利用に関する注意事項
　○本製品はダッシュボードの上には設置しないでください。高温により
　　故障・変形の原因となります。
　○安全のため、本製品の接続・設定・確認操作などは、必ず安全な場所に
　　停車しているときにおこなってください。
　　また、設置場所やケーブル類は運転およびエアバッグ動作に支障が
　　ないよう十分注意してください。
　○運転中にスマートフォンを操作することは法令で禁止されています。

■通信速度に関する注意事項
　通信速度は以下のようになります。

○ハンズフリー TELコード（PDC）接続時：最大9.6 kbps（理論値）
　　これは、カーナビのPDC用ケーブルを使用するため、本製品とカーナビ間の
　　通信速度がPDC(MOVA)と同等となるためです。

○ハンズフリー TELコード（FOMA）接続時：最大64/384 kbps（理論値）

本製品を病院内で使わない
医療機器の誤動作の原因になります。

本製品を飛行機の中で使わない
飛行機の計器などの誤動作の原因になります。

ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等の近くでは使用しない
電波によりペースメーカー等の動作に影響を与える恐れがあります。

内容物の確認
□ 本体

□ 必ずお読みください：1枚（本書） □ セットアップガイド：1枚

□ 電源コード (2m)：1本

□ Android 用給電専用ケーブル [microB]（80cm)：1本

□ オーディオケーブル（2m）：1本

シリアル番号(S/N)は本製品に貼られている12桁
の英数字です。（ 例：ABC0987654ZX ）

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx



[ご注意]
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用ま
たはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいか
なる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんの
で、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and 
provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

アフターサービス

[商標について]
● I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● Bluetooth®はその商標権者が所有しており、株式会社アイ・オー・データ機器はライセンスに基づき使用しています。
● インターナビ・プレミアムクラブは本田技研工業株式会社の運営するサービスです。
● iPhoneはApple inc.の商標です。
● iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
● Android およびGoogle Playは、Google Inc. の商標または登録商標です。
● Xperiaは、Sony Mobile Communications Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
● FOMAは株式会社NTTドコモの登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
● 仕様および外観は製品改良のため、予告無く変更する場合があります。

[本製品の廃棄について]
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアン
ケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を
委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

お問い合わせいただく前に、以下をご確認ください

＜ご用意いただく情報＞
製品情報（製品名、シリアル番号など）、ご利用車種、スマートフォン機種

弊社サポートページのQ&Aを参照
http://www.iodata.jp/support/

修理について

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。

●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。

●内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは
消去されます。何卒、ご了承ください。
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなっ
てください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。

●保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。

●修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてください。

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

http://www.iodata.jp/support/after/修理について詳しくは…

本製品

メモメモ

※メモの代わりにWeb掲載の
　修理依頼書を印刷すると便利です。

●氏名
●FAX番号
●住所

●メールアドレス
●電話番号

●症状

ハードウェア保証書または
お買い上げ時のレシート

梱包は厳重に！
弊社到着までに

破損した場合、有料修理と

なる場合があります。

宅配便で送付
紛失をさけるため宅配

便でお送りください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社  アイ・オー・データ機器  修理センター 宛

本書の「困ったときには」を参照?

※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）

http://www.iodata.jp/support/インターネット :

電話 :

FAX :

困ったときには

■ ハンズフリーTELコード（FOMA）、ハンズフリー
　 TELコード（PDC）がない。
　○HONDA四輪販売店にお問い合わせください。

■ スマートフォンのバッテリーが減りやすい。
　○スマートフォンへ給電しながらご利用ください。

■ iPhoneの対応給電ケーブルを教えてください。
　○iPhoneに添付されているUSBケーブルをご利用ください。

■ スマートフォンからカーナビへの電話帳転送時、
　 グループ名が正常に反映されない。
　○iPhoneの場合、グループ名はカーナビに反映されません。
　○Androidスマートフォンの場合
　　・グループ名が正常に反映されない場合があります。
　　・カーナビに転送可能なグループ数は20までです。
　　 ※20を超える場合は、グループなしで登録されます。

■ ハンズフリー通話できない。
　○「セットアップガイド」の【１ 本製品とカーナビをつなぐ】を参照し、本製品と
　　カーナビが正しく接続されているかご確認ください。
　○上記【困ったときには】内の「Bluetooth接続ができない」を参照し、本製品と
　　スマートフォンが、Bluetooth接続されているかご確認ください。
　○スマートフォンで、接続状態をご確認ください。
　　実施方法：
　　①スマートフォンで、アプリ一覧から「カオパネ」を起動します。
　　②トップ画面の[スマートフォンアダプタNVSPH-1]枠内をタップします。
　　③接続状態を確認します。
　○スマートフォンが、機内モードになっていないかご確認ください。
　○音飛びする場合は、受話音量を小さくすると改善する場合があります。

■ スマートフォンからカーナビへの電話帳転送時、
　 電話帳がすべて登録できない。
　○カーナビに転送可能な電話帳件数は、500件までです。
　　スマートフォンに登録している電話帳件数が500件より多い場合は、全件
　　転送ではなく、必要な電話番号のみ個別に選択し、転送してください。
　　※ハンズフリーTELコード（PDC）で接続している場合、電話番号1つが1件
　　　として登録されます。
　○スマートフォン電話帳の個人名やグループ名に、カーナビで表示できない
　　文字が含まれていた場合、カーナビに登録できないことがあります。

■ Bluetooth接続できない。
　○本製品の電源がオンになっているか、ご確認ください。
　　実施方法：
　　本体のPOWERランプ（緑色）が点灯しているか、確認します。
　○本製品の電源を入れ直してください。
　　実施方法：
　　エンジンを一旦切り、再度エンジンをかけます。
　○接続機器（スマートフォン）のBluetoothがオンになっているか、ご確認ください
　　実施方法：
　　・iPhoneの場合（例：iPhone 4S）
　　①メインメニューから[設定]→（[一般]→）[Buletooth]の順にタップし、Bluetoothをオンにします。
　　②画面最上部のステータスバーの電池マークの左隣に、Bluetoothマークが表示されるのを確認します。

　
　　・Androidスマートフォンの場合（例：ソニー Xperia acro HD）
　　①メインメニューから[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]をタップし、BluetoothをONにします。
　　②画面最上部のステータスバーに、Bluetoothマークが表示されるのを確認します。

■ Bluetooth接続されているのに、カーオーディオから
　 スマートフォンの音楽を再生できない。
　○カーナビの入力切替が外部入力（AUX）になっているか、ご確認ください。
　　実施方法：
　　カーナビの入力切替を外部入力、またはAUXに変更します。
　○スマートフォンの音楽プレイヤーが再生状態か、ご確認ください。
　　実施方法：
　　①スマートフォンで、音楽プレイヤーを開き、再生状態か確認します。
　　②スマートフォンの画面最上部のステータスバーに、再生中を示す
　　　アイコンが表示されるのを確認します。
　　　・iPhoneの場合（例：iPhone 4S）

　　　・Androidスマートフォンの場合（例：ソニー Xperia acro HD）

■ Bluetooth接続されているのに、インターナビ通信が
 　できない。
　○「カオパネ」を起動しているか、ご確認ください。
　　※インターナビ通信中は「カオパネ」を表示し続けてください。
　　実施方法：
　　スマートフォンで、画面が以下の表示になっているか確認します。

　　・「カオパネ」を起動していない場合
　　アプリ一覧から「カオパネ」をタップし、起動します。

　　・「カオパネ」をインストールしていない場合
　　①「セットアップガイド」の【３ スマートフォンにアプリをインストールする】を
　　　参照し、スマートフォンに「カオパネ」をインストールします。
　　②インストール終了後、「カオパネ」を起動します。

手が繋がっていることを
確認する

■ ハンズフリー通話時、受話音量が大きすぎる
　 または小さすぎる。
　○スマートフォンで、「カオパネ」から音量調整します。
　　実施方法：
　　①スマートフォンで、アプリ一覧から「カオパネ」を起動します。

　　②画面右上の　　　　　をタップし、[アダプタ設定]-[受話音量設定]をタップします。

　　③プログレスバーのカーソルをスワイプし、お好みの受話音量を調整します。
　　　このとき、通話中に音量を確認しながら、調整できます。


