
ランドクルーザープ
ラド

使用するアプリによっては、外部出力に対応していないものがあります。
アプリのバージョンアップや iOSのバージョンアップによって見られなくなる場合がありますので、ご注意ください。

Apple社製品
Lightning - Digital
AVアダプタ

Apple社製品
Lightning-USB
ケーブル

（iPhone充電ケーブル）
※正規ライセンス品ならOK

車内のスペアスイッチ
ホールをUSB/HDMI端
子にする便利アイテム

ディスプレイオーディオ［純正CD/DVDオプションなし］にiPhoneをミラーリングする場合

IF36 AVX02
インターフェース
アダプター

外部入力
アダプター

カプラーオンで
デッキ裏に接続

AVX02付属
RCAケーブル（1.5m）

ACC+12V

ボディアース

2m

ヒューズ2A（φ6mm×30mm）

HDMIケーブル
（HDC2A）

iPhone

走行中の視聴 純正 DVD との併用 純正後席モニターの使用

○ ×※6 ○
※6 純正CD/DVDオプション付きの接続図をご参照ください。

USB/HDMI
延長ケーブル
シリーズ
本製品には適合があります。

ディスプレイ
オーディオ

メーカー 製品 型番 数量 備考

ビートソニック

外部入力アダプター AVX02 1 詳細ページへ
インターフェースアダプター（HDMI→ RCA変換） IF36 1 詳細ページへ
HDMIケーブル（2m） HDC2A 1 詳細ページへ

USB/HDMI延長ケーブルシリーズ
※スペアスイッチホールに取付けの場合のみ必要
※必ず空いているスペアスイッチホールがあることをご確認ください。

- 1 詳細ページへ

アップル

Lightning-Digital AVアダプタ

- 1 別途ご用意くださいLightning-USBケーブル

iPhoneもしくは iPad

オススメ

ディスプレイオーディオに iPhoneをミラーリングする場合
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ランドクルーザー
プラド

H25/09-R2/08 GRJ150W/GRJ151W/TRJ150W

メーカーオプションナビ P30

ディーラーオプションナビ P31

市販ナビ P32

R2/08- GRJ150W/GRJ151W/TRJ150W

ディスプレイオーディオスーパーライブ
サウンドシステム (9インチ ) P29

ディーラーオプションナビ P31

市販ナビ P32

車種 年式 車輌型式 純正装備 条件 接続図

設定なし設定なし

http://www.beatsonic.co.jp/avx/avx02.php
http://www.beatsonic.co.jp/if/if36.php
http://www.beatsonic.co.jp/hdmi/lineup_cable.php
http://www.beatsonic.co.jp/q-ban/#area-acc


ランドクルーザープ
ラド

使用するアプリによっては、外部出力に対応していないものがあります。
アプリのバージョンアップや iOSのバージョンアップによって見られなくなる場合がありますので、ご注意ください。

Apple社製品
Lightning - Digital
AVアダプタ

Apple社製品
Lightning-USB
ケーブル

（iPhone充電ケーブル）
※正規ライセンス品ならOK

車内のスペアスイッチホールを
USB/HDMI端子にする便利アイ
テム

メーカーオプションナビにiPhoneをミラーリングする場合

AVC39
PC2

ACC+12V

ボディアース

ヒューズ2A（φ6mm×30mm）

HDMIケーブル
（HDC2A）

iPhone

走行中の視聴 純正後席モニターの使用

テレビコントローラーが必要※3 ○
※3 テレビコントローラーはSTN6522、CB6522、TVK-65が適合します。

IF36

インターフェース
アダプター

カプラーオンで
デッキ裏に接続

USB/HDMI延長ケーブル
シリーズ
本製品には適合があります。

メーカー 製品 型番 数量 備考

ビートソニック

映像入力アダプター AVC39 1 詳細ページへ
インターフェースアダプター（HDMI→ RCA変換） IF36 1 詳細ページへ
HDMIケーブル（2m） HDC2A 1 詳細ページへ
プラグコネクター PC2 1 詳細ページへ

USB/HDMI延長ケーブルシリーズ
※スペアスイッチホールに取付けの場合のみ必要
※必ず空いているスペアスイッチホールがあることをご確認ください。

- 1 詳細ページへ

テレビコントローラー（ステアリングスイッチタイプ） STN6522 1 詳細ページへ

アップル

Lightning-Digital AVアダプタ

- 1 別途ご用意くださいLightning-USBケーブル

iPhoneもしくは iPad

オススメ

Apple社製品
Lightning - Digital
AVアダプタ

Apple社製品
Lightning-USB
ケーブル

（iPhone充電ケーブル）
※正規ライセンス品ならOK

車内のスペアスイッチホー
ルをUSB/HDMI端子にする
便利アイテム

ディーラーオプションナビにiPhoneをミラーリングする場合

UCH3D
USB電源

HDC7
HDMI変換ケーブル

ACC 12V

GND

2m

HDMIケーブル
（HDC2A）

iPhone

走行中の視聴

テレビコントローラーが必要※4

後席モニターの使用

△※9

本製品には適合があります。

USB/HDMI
延長ケーブル
シリーズ

※4 テレビコントローラーはSTN1126、CB1109、TVK-11が適合します。
※9 ナビの仕様によります。ナビのメーカーにお問い合わせください。

ディーラー
オプションナビ

メーカー 製品 型番 数量 備考

ビートソニック

HDMI変換ケーブル HDC7 1 P48
HDMIケーブル（2m） HDC2A 1 P49

USB電源 UCH3D 1 P49

USB/HDMI延長ケーブルシリーズ
※スペアスイッチホールに取付けの場合のみ必要
※必ず空いているスペアスイッチホールがあることをご確認ください。

- 1 P51

テレビナビコントローラー（ステアリングスイッチタイプ） STN1126 1 P50

アップル

Lightning-Digital AVアダプタ

- 1 別途ご用意くださいLightning-USBケーブル

iPhoneもしくは iPad

ナビ型式 取付位置

NSZA-X64T ナビ裏側

NSZN-W64T ナビ裏側

NSZT-Y64T ナビ裏側

NSZT-YA4T ナビ裏側

ナビ型式 取付位置

DSZT-YC4T ナビ裏側

NSZT-ZA4T ナビ裏側

NSZT-W66T ナビ裏側

NSZN-Z66T ナビ裏側

ナビ型式 取付位置

NSZT-Y66T ナビ裏側

NSZT-Y68T ナビ裏側

NSZN-Z68T ナビ裏側

NSZT-W68T ナビ裏側

適合ナビ一覧

オススメ

ランドクルーザープラド（H25/09-R02/08）
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設定なし

http://www.beatsonic.co.jp/accessories/avc39.php
http://www.beatsonic.co.jp/if/if36.php
http://www.beatsonic.co.jp/hdmi/lineup_cable.php
http://www.beatsonic.co.jp/accessories/pc.php
http://www.beatsonic.co.jp/q-ban/#area-acc
http://www.beatsonic.co.jp/tvnavi/stn.php



