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加賀ハイテック株式会社

速いが快適！ 高速 Wi-Fi データ転送、旧製品の約 4 倍の速さを実現！！
タ ク サ ン

ミーオバンクエスディーエイチエス

TAXAN “MéoBankSD HS”
（Wi-Fi メディアリーダー/ルーター/モバイルバッテリー）

～2014 年 11 月上旬より全国一斉発売～
加賀電子株式会社（東証 1 部：8154）の 100％子会社で、パソコン・モバイル製品・周辺機器、カメラ・カメラ用品など
を販売している加賀ハイテック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関 祥治、略称：加賀ハイテック）は、
Wi-Fi メディアリーダー・ライター、モバイル無線 LAN ルーター、モバイルバッテリーの三つの機能が一つになった新製
品「TAXAN MéoBankSD HS」を 2014 年 11 月上旬より全国の家電量販店、PC ショップ、WEB ショップなどで発売致
します。
「MéoBankSD HS」は、高速 CPU 搭載とデータ転送時の効率を改善する事で、SD・USB の Wi-Fi データ転送スピ
ードを旧製品の約 4 倍の速さに大幅にアップ致しました。大量のデータ転送時に効果を発揮し、データのコピーやバッ
クアップをストレスフリーに行うことができます。シリーズ第 4 弾となる「MéoBankSD HS」は、昨年 9 月発売のシリーズ
第 3 弾「MéoBankSD Plus」の基本機能はそのままに、アプリを使用して SD・USB 間での相互コピーを可能にし、さら
に、好評の iPhone 電話帳（連絡先）バックアップ機能、モバイルバッテリー機能やメディアにアクセスしながら同時にイ
ンターネット接続を可能にした Wi-Fi リピーターモードを搭載するなど便利な機能が満載です。
加賀ハイテックは、10 月 7 日（火）から幕張メッセに於いて開催される、最先端 IT・エレクトロニクス総合展
『CEATECJAPAN（シーテックジャパン）2014』加賀ハイテックブース（No.2L96）に於いて TAXAN 「MéoBankSD HS」
を出展し、今後とも TAXAN Méo シリーズ製品により、スマートフォン、タブレットユーザーに対して、モバイルエンターテ
イメントを提供してまいります。

【製品画像】

製品名 ： TAXAN MéoBankSD

HS

製品名 ： TAXAN MéoBankSD HS
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【製品機能・特長】
1.Wi-Fi メディアリーダー・ライター「高速データ転送を実現」
有線での接続に加え、Wi-Fi 経由で SD カードや USB メモリー内のデータを高速で読み書きが可能。高速 CPU
搭載とデータ転送時の効率を改善する事で、弊社旧製品の約 4 倍の速さで SD・USB の Wi-Fi データ転送が可能。
（約 3MB のｊｐｇデータ 50 枚転送時約 120 秒を約 30 秒にスピードアップ【WiFi IEEE 802.11n（150Mbps）規格】）

※iPhone/iPad/iPod touch は App Store から専用アプリ「MeoBankSD HS」(無償)をダウンロード。
※Android 端末は Google Play から専用アプリ「MeoBankSD HS」（無償）をダウンロード。
※Fire 端末は Amazon Android アプリストアから専用アプリ「MeoBankSD HS」（無償）をダウンロード。
※専用アプリを使用しなくてもインターネットブラウザを搭載した機器はブラウザ経由で使用可能。
2.出張先や旅行先で手軽に Wi-Fi インターネット接続！
LAN ケーブルを接続すれば、「MéoBankSD HS」が Wi-Fi
アクセスポイントになり、LAN ポートが無いノートパソコンや
タブレット、スマートフォンでも、出張や旅行先のホテルなど
の有線ネットワークを使って、簡単に無線 LAN インターネッ
トが利用可能。（IEEE 802.11b/g/n に準拠し、最大通信速
度 150bps）
3.いざと言う時に役に立つモバイルバッテリー！
大容量 2,000mAh（5V/1.0A 出力）のバッテリーを搭載。
スマートフォン約 1 回分の充電が可能。

4.パソコン無しでデータコピー可能
SD・USB 間でアプリを使ってデータを相互にコピーが可能。
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5．メディアにアクセスしながら同時にインターネット接続可能
Wi-Fi リピーターモード搭載。「MéoBankSD HS」経由でインターネットも楽しめる。

6. Wi-Fi のエリア拡大
Wi-Fi の電波を中継し電波の到達エリアを拡大。

7.SD カード・USB メモリーを NAS 化
Samba/FTP サーバ搭載により手持ちのメディアを NAS 化可能。
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【専用ソフトウェア搭載機能】
1.iPhone 電話帳（連絡先）バックアップ機能搭載 (iOS 専用)
iPhone や iPad の連絡先を外部メディアへバックアップが可能。機種変更時の移行に便利。
2. Android アプリ画像先読み機能搭載
専用アプリで静止画表示時、表示画像の前後一枚を事前に先読みし、スピーディーな画像表示。
【製品仕様】
製品名
型番
JANCODE

MéoBankSD HS
MBSD-HS-03/MG
4954591504606

発売日

2014 年 11 月上旬

想定売価

￥8,980- （税込）

外形寸法
製品重量
動作時間

L110x W66 x H14.5mm
101g
約 4 時間（動画連続再生時）
約 8,000 枚（静止画転送時）※1 枚あたり 3.0MB
約 2.5 時間
SD カードスロット、USB ポート（USB メモリー/モバイルバッテリー出力兼用）
microUSB（B タイプ）ポート（充電/カードリーダー兼用）、WAN ポート
リチウムイオンバッテリー（2,000mAh）
5V 1.0A（最大）
本体、ユーザーズガイド・保証書、USB ケーブル（充電兼用）、持ち運び用ポーチ
最大 5 台
SD、SDHC、SDXC（～128GB）、USB メモリー
FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、HFS、HFS+
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n（150Mbps）
中国

充電時間
インターフェース
内蔵バッテリー
給電能力
セット内容
同時接続台数
対応メディア
対応フォーマット
無線 LAN
製造国

※記載、掲載されている会社名、製品名は、各社の登録商標、または商標です。
※本リリースに記載されている内容（仕様、製品画像、パッケージデザイン等）は発表時点の情報です。
予告なしに内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

【イベント情報】
最先端 IT・エレクトロニクス総合展の『CEATECJAPAN（シーテックジャパン）2014』加賀ハイテックブースに於いて
TAXAN 「MéoBankSD HS」を出展致します。
・10月7日（火）～11日（土）午前10時～午後5時
・場所 千葉県 幕張メッセ ホール2 ライフ＆ソサエティステージ ブースNo.2L96
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【製品詳細／TAXAN 製品ホームページ】

URL： http://meopad.com/products/MeoBankSDHS.html

【本リリースに関するお問合せ先】
加賀ハイテック株式会社（http://www.kagaht.co.jp/） 事業開発本部 マーケティング部 マーケティング課
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3 丁目 27 番 10 号 KSK East ビル 9 階
TEL：03-5931-0116

FAX：03-3206-3705

担当： 長崎誠司 e-mail: s_nagasaki@kagaht.co.jp
【製品サポートに関するお問い合せ先】
加賀ハイテックお客様相談センター

TEL：03-5540-9010
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e-mail：meo_support@kagaht.co.jp

