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ホームネットワーク内のパソコンや NAS に保存した動画、写真、音楽を
リビングのハイビジョン TV で楽しめるメディアプレイヤーを
発売いたします。

Media EmperorII

株式会社アユート（代表取締役社長 渡辺慎一、本社：東京都）は、自社ブランド「aiuto（アユート）」に
て、ホームネットワーク内のパソコンや NAS に保存した動画、写真、音楽をリビングのハイビジョンテレビ
で楽しむことができる、メディアプレイヤー「Media EmperorII（メディアエンペラー・ツー）」を、
2014 年 10 月 8 日(水)より、全国の主要家電量販店、PC 専門店、及び当社直販サイト「アキハバラ e
市場」にて販売を開始いたします。
本製品は、ホームネットワークに接続して PC や NAS のデータを再生するネットワーク機能だけでなく、
HDD（ハードディスク）搭載スロット搭載、NAS 機能、各種ストレージデバイス接続端子装備など、様々なニ
ーズに対応する多機能なメディアプレイヤーです。
アユートは、今後も積極的にユーザーの声に耳を傾け、日本市場において戦略的にカテゴリーの枠を
超えた製品投入を図ってまいります。
ブランド名／製品名
aiuto（アユート）
Media EmperorII （メディアエンペラー・ツー）

JAN

発売日

4549325010210

2014 年 10 月 8 日

価格
オープン
直販価格 \17,800（税別）

＜特徴＞
■ホームネットワーク内の PC や NAS の動画・写真・音楽データを、リビングのテレビで楽しめる
■大容量 HDD を搭載可能でメディアジュークボックスとしても使える
■NAS 機能搭載。搭載した HDD はホームネットワークでデータの共有が可能
■USB 対応ストレージデバイスや SD カードを接続して直接ファイルを再生可能

主な特徴
ネットワークプレイヤー機能で、PC や NAS の動画・写真・音楽をリビングの TV で再生
本製品をホームネットワークに接続し、リビングのハイビジョンテレビと
HDMI ケーブルで接続するだけで、同ネットワーク上の NAS やパソコン
に保存したメディアデータを、大画面で再生することができます。
一般的な形式のファイルから、DVD/Blu-ray の ISO イメージファイルま
で、ほとんどのデータ形式に対応。
手軽に様々なデータを大画面のテレビで楽しむことが可能です。
※著作権保護された地上波デジタル放送データや著作権保護された DVD/Blu-ray ディスクは動作保証対象外となります。

大容量 HDD 搭載可能
ワンタッチ式 HDD トレイ搭載で、簡単に大容量 HDD（3.5 インチ SATA HDD
最大 2ＴＢ）を内蔵できます。お気に入りのメディアデータを保存して、メディアジュ
ークボックスとしてもお使い頂けます。

NAS 機能により、内蔵した HDD のデータをネットワーク共有
本製品に内蔵した HDD をネットワークで共有できる NAS 機能を搭載。保存したメディアデータを、ホームネットワーク
でつながったパソコンなどから共有できます。さらに本製品を USB3.0 で直接パソコンと接続すれば高速外付け HDD
としての利用も可能です。

USB 端子、SD カードスロット搭載
USB メモリ/HDD や SD カード内のデータ再生にも対応。
本製品に直接接続して簡単にテレビで再生できます。

簡単操作メニューだからリモコンで楽々操作

豊富な出力端子で様々な機器に対応
HDMI 端子、コンポーネント端子、コンポジット端子を搭載、新旧テレビから PC モニタまで使用環境を選びません。
音声出力は光デジタル端子と同軸デジタル端子を搭載。お使いの AV アンプなどにも接続可能です。

豊富な付属品ですぐに使える
一般的なテレビやホームネットワークとの接続に必要
な各種ケーブルが付属しているので、購入したその
日からすぐ使用できます。
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があり
ます、予めご了承下さい。

主な仕様
Media Emperor II （メディアエンペラー・ツー）

品名
有線 LAN

規格

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

インターフェース

コネクタ形状

RJ-45 型 8 極

記録メディア接続用

USB2.0x2

PC 接続用

USB3.0x1

内蔵 HDD 接続用

Serial ATA 3Gbps

USB インターフェース
SerialATA
インターフェース
HDMI 出力端子（480P/720P/1080i/1080P)
映像／音声

コンポジット/コンポーネントアナログ映像端子
デジタル音声端子 S/PDIF （光角型/COAXIAL（同軸型） )
SD カードスロット（SD 2GB/SDHC 32GB 対応）

接続端子

記録メディア接続用

USB2.0 端子ｘ2 (背面 2）
Serial ATA 端子ｘ1 (内蔵 HDD 接続用/最大 2TB3.5 インチ HDD 対応）
LAN 端子

ネットワーク他

USB3.0 端子ｘ1（PC 接続用）
専用電源端子
DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、

動画形式

MPEG2PS/TS/M2TS、RV8/9/10、Divx3/4/5/6、Xvid、WMV9、MJPEG、
FLV1(Sorenson Spark)

再生フォーマット

動画拡張子

ASF、AVI、Dvix、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO

音声形式

AAC、MP3、OGG、WAV、FLAC、WAV

画像形式

BMP、GIF、JPEG、PNG

外形寸法/重量
付属品

USB 接続可能機器

W190xD185xH64(mm) / 約 910g
リモコン、HDMI ケーブル（100cm）、コンポジット AV ケーブル（110cm)、LAN ケーブル（100cm）、
USB3.0 ケーブル（70cm)、専用 AC アダプタ
マウス、USB 外付け HDD ドライブ、USB フラッシュメモリ、USB 外付け DVD/BD ドライブ（セルフパワ
ーのみ）

記憶領域フォーマット

FAT、FAT32、NTFS

記憶領域最大容量

最大 2TB

※ 本製品には、ドライブは含まれておりません。
※ 本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
※ 社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
※ 本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいた
しかねます。万が一に備えて重要なデータはあらかじめバックアップするようにお願い致します。
※ 対応する再生可能な動画、音楽、画像フォーマットに関し て、全ての動作を保証するものではありません。
※ 本製品の BT 機能を使用し、違法ファイルをダウンロードしないでください。違法ファイルであると知りながらファイルをダウンロードする事は法
令で禁止されています。
※ 本製品は ISO イメージファイルに対応しておりますが、ISO イメージ化するソフト ウェアやディスクの種類によっては正常に再生できない場合
があります。また、著作権保護されたディスクを ISO イメージファイル（コピー）にする事は、個人使用であっても法令で禁止されています
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります、予めご了承下さい。

【株式会社アユート 会社概要】
会社名：株式会社アユート 所在地：東京都千代田区神田紺屋町 15 神田 TKM ビル 4F 代表者：代表取締役社長
渡辺 慎一 事業内容：パソコン本体及び周辺機器の流通（卸売り）事業、コンピューター機器、周辺機器の製造・販
売輸出入業およびポータブルデバイスの企画、販売、マーケティング、ユーザーサポート。 設立：平成 8 年 5 月 資
本金：7,000 万円。

製品に関する報道関係者からのお問い合わせ先
株式会社アユート
営業部 マーケティング Gr 担当：堀
E-mail: promo@aiuto-jp.co.jp
TEL：03-6739-3938
FAX：03-6739-3936

弊社直販ページはこちらをご確認ください
Media Emperor II
アキハバラ e 市場

http://www.akiba-eshop.jp/item/4549325008330.html

アキハバラ e 市場楽天支店

http://item.rakuten.co.jp/akiba-eshop/4549325008330/

ＴＥＬ 03-6825-3200 ＦＡＸ 03-5413-3050

E-mail:iriver@ssu.co.jp

