
 

 

 

 

2012 年 2 月 22 日 

日立マクセル株式会社 
 

米国で話題沸騰の新感覚ワイヤレスポケットメディア！ 

iPhone で SDカードの写真や動画が見られる、シェアできる 

Wi-Fi SDメモリカードリーダー「AirStash（エアスタッシュ）」を新発売 

                  
 Wi-Fi SD メモリカードリーダー「AirStash」（MAS-A02） 
 

日立マクセル株式会社（取締役社長：千歳 喜弘、以下マクセル）は、iPhone/iPod touch/iPad の

ワイヤレス通信によって SD カードの写真や動画を見ることができる Wi-Fi SD メモリカードリーダー

「AirStash（エアスタッシュ）」を 2012 年 2 月 25 日より発売します。 
  

◎iPhone/iPod touch/iPad シリーズ（iOS4.2 以降）に対応！ 

◎Wi-Fi 接続でお手持ちの SD カードのデータを読み込める！ 

◎ルーター不要の Wi-Fi 接続だから、どこでも写真や動画が楽しめる！*1 

◎同時に複数の対応機器を接続可能！最大 8 人までアクセスできる！*2 
 

SD カードに保存された写真や動画のデータをワイヤレス通信で共有できれば、iPhone はもっと

楽しいツールになる、「AirStash」はそんなニーズを形にした Wi-Fi 内蔵の SD メモリカードリーダーです。

本製品は 2011 年 11 月に北米で先行発売し、現地メディアでも取り上げられるなど話題になっています。 

専用アプリケーション「AirStash+」を利用することで、iPhone/iPod touch/iPadからSDカード内の写真

データの読み込み/取り込み、動画データの読み込みが可能です。お気に入りのデジタル一眼カメラで

撮った写真を iPhone に取り込んで、その場で SNS や写真共有サービスにアップロードしたり、旅先や

移動中でも SD カードに保存した動画ライブラリを iPad のスクリーンで視聴したり、カードリーダーや外部

ストレージとして利用することでモバイル機器の活用の幅が広がります。また、同時に複数の対応機器

を接続することが可能で、文書データを共有すれば最大 8 人までのペーパーレス会議も実現できます。 

コンパクトな本体には薄型のポリマーリチウムイオン電池を内蔵し、USB ポートで充電できるモバイル

設計としました。別売りのモバイルバッテリーに USB 接続することで長時間の使用も可能です。 

発売時は iOS 専用アプリのみの対応ですが、2012 年春には AndroidTM への対応も予定しており、

数多くのスマートフォン、タブレット端末などで SD カードの読み込みが可能になります。 

マクセルは拡がるモバイル環境の中、パーソナルアーカイブやライフログの活用を促進し、保存された

データの価値をさらに高めることのできる商品のラインアップ拡充を図っていきます。 
 
*1 動画の視聴には SD メモリカード Class10 を推奨します。 
*2 ファイル容量によってアクセスできる人数が異なります。また、動画ファイルに同時アクセスできる人数は標準画質で

最大 3 人、ハイビジョン画質で 1 人となります。 
※ iPhone/iPod touch/iPad は米国およびその他で登録されている Apple Inc.の商標または登録商標です。 
※ AndroidTM は、Google Inc.の商標または登録商標です。 
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■製品情報 

型番 品種 発売日 価格 

MAS-A02 Wi-Fi SD メモリカードリーダー 2 月 25 日 オープンプライス 

■主な特長 

1．iPhone/iPod touch/iPadシリーズ（iOS4.2 以降）に対応 

専用アプリケーション「AirStash+」を利用して Wi-Fi 接続した「AirStash」に簡単にアクセスできます。 

2．Wi-Fi接続でお手持ちのSDカードのデータを読み込める 

iPhone から SD カード内の写真データの読み込み/取り込み、動画データの読み込みが可能です。

お気に入りの写真を iPhone に取り込んでその場で SNS や写真共有サービスにアップロードしたり、

旅先や移動中に動画を視聴したり、モバイル機器の活用の幅が広がります。 

3．ルーター不要のWi-Fi接続だから、どこでも写真や動画が楽しめる*1 

「AirStash」と iPhone を Wi-Fi 接続すれば、外部ストレージとしての利用が可能です。iPhone の回線が

圏外でも、大容量の写真・動画データにその場でアクセスできます。クラウドサービスを利用しなくても

お手持ちの SD カードをポケットサイズのストレージメディアとして便利に活用できます。 

4．同時に複数の対応機器を接続可能！最大 8 人までアクセスできる*2 

同時に複数の Wi-Fi 対応機器を接続することが可能です。文書データや会議資料を共有すれば

最大 8 人までのペーパーレス会議も実現できます。 
 
*1 動画の視聴には SD メモリカード Class10 を推奨します。 
*2 ファイル容量によってアクセスできる人数が異なります。また、動画ファイルに同時アクセスできる人数は標準画質で

最大 3 人、ハイビジョン画質で 1 人となります。 

※ iPhone/iPod touch/iPad は米国およびその他で登録されている Apple Inc.の商標または登録商標です。 

■使用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ iPhone/iPod touch/iPad は米国およびその他で登録されている Apple Inc.の商標または登録商標です。 
※ 本製品に SD カードは付属しません。 
※ mini SD・micro SD カードは、アダプタをご使用ください。 

■専用アプリケーション 

「AirStash+」  
 
※App Store からダウンロードしてください。 

■対応フォーマット 

文書 ： doc / docx / xls / xlsx / ppt / pptx / pdf / txt /rtf 

写真 ： jpg / tiff / gif 

動画 ： m4v / mp4 /mov 

音声 ： AAC / MP3 / MP3 VBR / Apple Lossless / AIFF / WAV 
 
※ すべての再生を保証するものではありません。 
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■製品仕様 

品名 Wi-Fi  SD メモリカードリーダー 「AirStash（エアスタッシュ）」 

型番 MAS-A02 

外形寸法 幅 33.2mm × 高さ 92.5mm × 奥行き 13.0mm（突起部を除く） 

対応 SD メモリカード（最大） SD/SDHC：～32GB 

インタフェース USB2.0（充電兼用） 

充電時間 約 2 時 間 *3 

使用時間 約 7 時間*4 

充電電圧/電流 DC5V/最大 500mA 

無線仕様 Wi-Fi：IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz) 

電波範囲 約 50m 

セキュリティ WEP(128bit) 

動作温度・湿度 0～35℃・5～95%RH 

質量 約 41g（本体のみ） 

セット内容 本体 × 1 個、取扱説明書（保証書付） 

ソフトウェア 「AirStash+」 App Store より無償ダウンロード 
 
*3 当社試験結果に基づく目安です。 
*4 使用状況・環境・ファイル形式などにより異なります。 
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