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・	 運転中は道路法及び実際の交通規制を遵守してください。

・	 本製品を使用したことで発生したいかなる損失に対しても、株式会社インバイト及び株式会社アイドゥイット
は責任を負いません。

・	 スタンドの不完全な設置により発生した事故・損害は弊社では一切責任を負いません。

・	 製品を操作する場合は、車を安全な場所に駐車してから操作して下さい。運転中の操作は事故の原因になる場
合があります。

・	 本製品の音量は、外部の音が聞き取れる大きさに設定して下さい。事故の原因になる場合があります。

・	 0℃以下または60℃以上の環境では、本製品の動作に不具合が発生する場合があります。設置場所は適切な温度
を保つようにしてください。

・	 直射日光のあたる場所や閉め切った車内など、高温になる場所に本製品を長時間放置しないでください。

・	 本製品に連結されたケーブルに無理な力を加えると、断線および破損の危険があります。

安全の為の注意事項
誤った取り扱いをすると、思わぬ事故が発生し、物的損害・大けが・死亡などを
引き起こす場合があります。

異常がある場合、販売店にお問い合わせ下さい。
誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が有ります。
誤った取り扱いをすると、人体に傷害を負ったり物的損害が発生する場合が有ります。

異音・異臭や煙が発生した場合、すぐにケーブルを外してください。
火災や事故の原因になる場合があります。

火気や湿気、高温などを避けてご使用ください。
火災や感電の原因になる場合があります。

引火性物質・可燃性ガスのある場所で使用しないでください。
火災の危険があります。

端子部分などに異物を差し込まないでください。
火災や事故の原因になる場合があります。

手入れの際は、乾いたやわらかい布などをお使い下さい。
隙間から異物や水分などが混入し、火災や故障の原因になる場合があります。
液晶画面は衝撃により破損する場合が有りますので取扱にご注意ください。

周辺装置およびアクセサリは正規品をご使用ください。
承認されていないアクセサリを使用すると、故障及び破損の原因にある場合があります。



1 強化ガラス 液晶保護強化ガラス
2 液晶画面 8インチ・1024×600px
3 POWERボタン 電源のオン／オフ
4 VOLボタン メニュー項目選択／音量調整
5 EXITボタン メニュー項目から戻る
6 MENUボタン メニューを開く／メニュー項目決定
7 QUICK	CHARGER 急速充電用USB端子
8 DC	12Ｖ 電源用端子（DC12V）
9 オーディオ出力端子

10 CAM	IN ドライブレコーダーとの接続などに
使用する端子

11 AV	IN 外部マルチメディア機器用の接続
端子

12 MHL／ HDMI スマートフォン接続端子およびHDMI
入力端子（共用）

13 マウント接続部 吸盤マウントを取り付ける際に使用

14 コイン接続部 コインをスタンドとして使う際に使
用

15 スピーカー 音が出力される部分
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セット内容 各部の名称と動作

本製品の包装を開けた後、下記の内容物がすべて入っているかをご確認下さい。
入っていない付属品がある場合は、購入した店舗にお問い合わせ下さい。
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◆ 裏 面

iDuo	Vu	本体

ステレオケーブル

MHLケーブル

吸盤マウント

マウントプレート

取扱説明書（本書）

シガーソケット用
電源アダプタ

CAM	IN用	変換アダプタ
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設置と接続の手順

外部機器と接続する ／ Android

外部機器と接続する ／ iphone

外部機器と接続する ／ HDMI端子搭載機器（ブルーレイレコーダーなど）

1

3

4

本体の背面にあるマウント接続部に、吸盤マウントのツメ
部分を差し込むようにして取り付けます。
本体がぐらつかないよう、しっかりと固定されるまで押し
込んでください。

シガーソケット用	電源アダプタを、本体のDC	12V端子に
接続します。

車のシガーソケットに接続します。

1

1

1

本体のMHL／ HDMI端子に、付属のMHL
ケーブルを接続します。

iphoneにiphone用HDMIアダプタを接続します。

HDMIケーブルを外部機器のHDMI端子に接続します。

HDMIケーブル

HDMIケーブル

iphone用
HDMIアダプタ

2

2

2

3

MHLケーブルをAndroid端末と接続しま
す。接続されるとAndroid端末は充電モー
ドの表示になり、iDuo	Vu側にはその画
面がミラーリングされます。

iphone用HDMIアダプタとHDMIケーブルを接続します。

本体のMHL／ HDMI端子に、HDMIケーブルを接続します。

本体のMHL／ HDMI端子に、HDMIケーブルを接続します。

Android端末にはMHL端子を搭載していない機種もあります。
その場合、HDMI変換アダプタを別途に用意する必要があります。

iphoneの接続には『iphone用HDMIアダプタ』と『HDMIケーブル』が必要です。
本製品のセットには含まれておりませんので、予めご了承ください。

HDMI端子を搭載した機器との接続には『HDMIケーブル』が必要です。
本製品のセットには含まれておりませんので、予めご了承ください。

2 取り付け場所の埃や汚れなどを拭いてから吸盤マウントを
置き、軽く押し当てます。ロック部分を『OFF』から『ON』へ
しっかりと回します。
取り付け場所の材質によっては、吸盤が外れてしまう場合
があります。その場合、付属のマウントプレートの剥離紙を
剥がし、取り付け位置に接着させた上で設置してください。
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外部機器と接続する ／ドライブレコーダー スピーカーとの接続

コインをスタンドとして使う

1

1

ドライブレコーダーにAVケーブル（4極ミニプラグ）を接続します。

本体の マークがついた端子（イヤホン端子）にステレオケーブルを接続します。

CAM IN用
変換アダプタ

AVケーブル
（4極ミニプラグ）

2

2

3

AVケーブルをCAM	IN用変換アダプタのＡ～Dいずれかに接続します。
接続ポートはAVケーブルの極性によって異なります。FineVuドライブレコーダー
をご利用の場合は、Ｂに接続してください。

ステレオケーブルを車載オーディオシステムのAUX端子に接続します。

CAM	IN用変換アダプタを本体のCAM	IN端子（またはAV	IN端子）に接続します。

ドライブレコーダーの接続には『AVケーブル（4極ミニプラグ）』が必要です。
本製品のセットには含まれておりませんので、予めご了承ください。
また、ドライブレコーダーの種類によってはCAM IN用 変換アダプタが不要の場合もあります。

車で音楽を聴いたり映画を視聴する際、車載スピーカーを通して豊かなサウンドを楽しむ
ことができます。

本体背面にある差し込み口にコインを差すと、スタ
ンドの代わりになります。
机の上などの安定した場所で使う場合に、マウント
がなくても本体を立てておくことができます。

急速充電を使用する

1 本体のQUICK	CHARGER端子にUSB
ケーブルを接続します。

2 各モバイル機器にUSBケーブルを接
続します。

急速充電を使用するには、各モバイル機器用のUSBケーブルが必要です。
本製品のセットには含まれておりませんので、予めご了承ください。　
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使用方法

1

2

3

電源に接続後、自動的に電源が入ります。
本体背面の『POWERボタン』を押すことで電源のオン／オフを切り替えます。

iDuo	Vuでは、シグナルソースを変更して出力する接続機器の選択を行います。外部
機器と接続している場合、電源が入ると自動でシグナルソースを切り替えます。

機器と接続した状態でMENUボタンを押す
と、メニューウィンドウが表示されます。

シグナルソースを変更します。
右図の４種類の中から任意のモードに変
更してください。

画面のコントラスト（Contrast）または明るさ（Brightness）を変更します。
変更したい項目を選択し、VOLボタンを押して数値を設定します。

Volumeを選択し、VOLボタンを押すことで音の大きさを変更します。
Muteにカーソルを合わせ、MENUボタンを押すことで消音のON／ OFFを切り替え
できます。

Signal Source

Color

Audio

【画面の操作方法】
VOL＋	 上へ
VOL -		 下へ
MENU	 決定
EXIT	 	 戻る

【モード名と接続端子】
Android phone	 MHL／ HDMI端子
HDMI	 MHL／ HDMI端子
VIDEO	 AV	IN端子
CAM	 CAM	IN端子
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シグナルソースの変更画面が表示されます。接続したい機器を選択すると、下図のよ
うな画面が表示されます。P.6~9に記載されている接続手順に従い、機器を接続して
ください。

【吸盤マウントで角度や高さを調節する】
左図A：本体の角度を調整できます。
左図B：マウントの高さを調整できます。
左図C：マウントの角度を調整できます。

【設置した吸盤マウントから本体だけを取り外す】
両手で本体の左右を持ち、左右に傾けて動かすよう
にしながら、上の方向へ動かします。

MHL／ HDMI端子にアンドロイド端末を接続してください。

AV	IN端子に機器を接続してください。

MHL／ HDMI端子に機器を接続してください。

CAM	IN端子に機器を接続してください。

接続されている機器がない場合 電源が入らない

携帯電話が接続できない

画面の表示が暗い

音が聞こえない

急速充電で充電されない

スマートフォン接続時、ミラーリングが切れてしまう

スマートフォン接続時、画面が縦表示のみで横にならない

表示画像の解像度が低い

本体から出る音を車載用スピーカーで聞きたい

スマートフォン接続中、着信があった場合は？

シガーソケットとの接続をご確認ください。

お持ちの携帯端末が対応機種であるかご確認のうえ、携帯端末の電源を切ってから再接続してく
ださい。再接続されても認識されない場合は、他のモードに切り替えてから再度戻してください。

明るさの設定を変更してください。（→P.11）

音量設定をご確認ください。（→P.11）
消音がONになっていると音が出力されません。
消音がOFFで音が聞こえない場合、iDuo Vu本体の音量を上げるか、接続機器側の音量設定を変
更してください。

USBケーブルの接続をご確認ください。

スマートフォンを最新バージョンにアップデートしてください。

スマートフォンの設定で自動回転が有効になっているかご確認ください。

接続機器側で表示している動画などの解像度をご確認ください。

AUXケーブルを使用して車載用オーディオから出力することができます。

Bluetoothイヤホンやスピーカーホンを利用すると通話することができます。

A

B

C

よくある質問と回答
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スマートフォン接続時、機種によって初期画面が異なる

スマートフォン接続時、GPSの受信感度が悪い

製造会社などによって初期画面が異なる場合があります。

スマートフォンの置き場所や設定状態によっては、受信感度が悪くなる場合があります。別の場所
に移動したり、節電モードを解除するなどして受信状態をご確認ください。

製品仕様

型番 iduo-vu
液晶画面 8インチLCD
画面解像度 1024×600	(Wide-SVGA)
サイズ 210mm×122mm×18mm	(マウント部分を含まず)
インターフェース 入力 HDMI	(MHL)

-	映像	:	最大	1080p/	60fps
-	音声	:	最大デジタル192kbps
コンポジット
-	映像：480i
-	音声：アナログステレオ

出力 標準	USB－スマートフォンバッテリー充電専用
ヘッドフォンジャック3.5Ø

スピーカー L+R	/1W
電源 DC12V	/	3A
重さ 410g
作動温度 0℃～ 60℃



iduo-vuiDuo Vu

●お客様へ
本保証書は、保証規定に基づき製品に対し保証するもの
です。お客様欄をご記入のうえ、大切に保管してください。
販売店欄に記入がない場合は、お買い求めのお店に記入
していただいてください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限する
ものではございません。

●販売店様へ
お客様へのお渡し時に、販売店欄にご記入もしくは押印
ください。

保証書は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合にお
いても保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管して
ください。

修理をご依頼の前に
本取扱説明書の『よくある質問と回答』をよくお読みいただき、
それでも解決しない場合は、サポートセンターまでご相談くだ
さい。


