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2014年3月14日
スマホ、タブレットや PC で自宅のテレビをリモート視聴！

『SLINGBOX 350 HDMI セット』発売のお知らせ
フロンティアファクトリー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：奥田 哲生）は、米 Sling Media,Inc.
社（以下 Sling Media）の Full HD 対応インターネット映像転送システム「SLINGBOX」に、独自の専用
HDMI コンバータをセットにした「SLINGBOX 350 HDMI セット」を、2014 年 3 月 28 日（金）に発売
いたします。

大好評の SLINGBOX が HDMI との接続に対応。

接続可能なレコーダー、チューナーが大幅に増えた『SLINGBOX 350 HDMI セット』

専用 HDMI コンバータ

「SLINGBOX 350 HDMI セット」は、従来の SLINGBOX 350 にフロンティアファクトリー株式会社が開
発した専用 HDMI コンバータをセットにした商品です。コンバータ本体には HDMI 入力と、コンポーネン
ト出力、HDMI 出力を装備。HDMI 接続に対応することで、現在販売中の主なレコーダーの 90%以上で接
続が可能となり、今までコンポジットビデオで利用していた方や、端子がないことで接続できなかったお
客様にも、SLINGBOX をご利用いただけるようになります。セットには接続に必要な HDMI ケーブル、コ
ンポーネントケーブル、電源用 USB ケーブルを同梱。現在ご利用の HDD レコーダーとテレビの間に挟み
込むように接続するだけで、簡単に接続が完了します。

SLINGBOX で大事な試合を見逃すな！
スポーツが熱くなるこれからの季節、SLINGBOX を使って
スマホやタブレット、PC で自宅のテレビをリモート視聴し
ましょう。
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SLINGBOX 350 なら「いつでもどこでも」
「好きな機器で」自宅のテレビが見放題

普段リビングで見ているドラマやニュース、リアルタイムで見たいサッカーなど、自宅のテレビを持ち歩
く感覚で利用可能。もちろん、外出先からレコーダーをリモコン操作して、録画番組を楽しんだり、自動
録画の設定をすることもできます。

ワンセグを圧倒する、フルHD 1080p高画質
SLINGBOXの映像出力解像度は、最高画質フルハイビジョン
1080pに対応。大画面のパソコンや、大型テレビに映しても美し
い画質で映像を楽しむことができます。
※「HDMI コンバーター」利用時には、接続機器の出力設定を 1080i 以下にする必要があります。

地デジやBS、生放送も録画番組も
自宅で見られる地デジ、BS、CS、CATV、録画番組、DVDの映
像も、自宅からインターネットで転送。家で見られるのと同じ
番組をいつでもどこでも見ることができます。

操作は使い慣れたリモコンで
SLINGBOXでは自宅のものと同じリモコンが画面に表示され、
いつも通りに操作ができます。
※タブレットまたはPCでの利用時に限ります。
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多彩な機種に対応
iPhone, iPad, Android, Windows, Macといった多彩な機種
で利用可能です。

※SHARP 製レコーダーへの HDMI 接続には対応しておりません。ご利用の場合は、従来どおり D 端子にて接続ください。
※HDMI コンバーター利用時には、接続機器の出力設定を 1080i 以下にする必要があります。
※ご利用には接続するレコーダー、チューナーが SLINGBOX に対応している必要があります。詳しくは公式サイトをご覧ください。
※リモコン画像は、お使いのリモコン本体と完全に同じでない場合があります。
※スマートフォン、タブレットの視聴アプリは別売りです。

HDMI コンバータ

スペック

製品名

SLINGBOX 専用 HDMI コンバータ

表示ランプ

電源、H/I（HDMI IN）、H/O（HDMI OUT）
HDMI IN / HDMI OUT / RCA コンポーネント映像出力/ RCA オーディオ出力 /

入出力端子
マイクロ USB（給電用）
電源

DC5V（付属の給電用 USB ケーブルで SLINGBOX から供給）

外形寸法

87.0mm(W) × 16.5mm(H) × 64.5mm(D)

重量

約 80ｇ

端子など突起部を除く

本体、マニュアル（兼保証書）、コンポーネントケーブル、HDMI ケーブル、給
付属品
電用 USB ケーブル
SLINGBOX 350 スペック
製品名

SLINGBOX 350
RCA音声端子（左右）、コンポーネント（ビデオ）端子、コンポジット（ビデ

入力端子
オ）端子
RCA音声端子（左右）、コンポーネント（ビデオ）端子、コンポジット（ビデ
出力端子
オ）端子、HDMIコンバータ給電用USB端子
ネットワーク

10/100 Base-T イーサネット端子

表示ランプ

ステータスランプ、ネットワーク接続ランプ、電源ランプ
本体、ユーザーガイド、ステレオオーディオケーブル、D 端子／コンポーネント

付属品

変換ケーブル、コンポジット（ビデオ）ケーブル、電源アダプター、LAN ケー
ブル、赤外線リモコンケーブル
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SLINGBOX 350 動作環境
必要ネットワーク環境

HD 画質利用時：2Mbps 以上/SD 画質利用時：600Kbps 以上/モバイル利用時：250Kbps
Windows® 7 以上 ※Windows® 8はデスクトップモードのみ対応

対応 OS
Mac® OS X 10.7 (Lion)以上
Windows®：Internet Explorer® 10 以上、Firefox® 25 以上、Chrome™ 30 以上

対応ブラウザ

Mac®：Safari® 6 以上、Firefox® 25 以上 (64 ビットモードのみ)、Chrome™ 30 以上
※各最新バージョンを推奨
Intel Core 2 Duo 以上の CPU / 256MB 以上のビデオメモリを搭載し、DirectX 9 以上に

Windows 動作環境
対応したビデオカードまたはビデオチップ
Intel Core 2 Duo 以上の CPU / 256MB 以上のビデオメモリを搭載したビデオカードまた

Mac 動作環境
はビデオチップ
HDMI、D 端子、ビデオ（コンポジット）いずれかの映像出力およびステレオ音声出力が可
能で、赤外線リモコンを搭載した映像出力機器（HDD、DVD、BD レコーダー / 地デジ・

対応機器
BS・CS、ケーブルテレビチューナー）
※対応機器については、SLINGBOX 公式サイトで最新情報をご確認ください。
iOS 6.1 以上を搭載の iPhone®シリーズおよび iPod touch®シリーズ、iOS 7.0 以上を搭

その他の再生可能機器

載の iPad®シリーズ、Android 2.2 以上を搭載の Android 端末。
※対応機器については、SLINGBOX 公式サイトで最新情報をご確認ください。
ご利用にあたっては、セットアップ用の PC、UPnP または NAT-PMP に対応したルーター
（またはルーター機能を内蔵したモデム）
、ならびにインターネットに接続可能な環境が必

その他
要です。PC では、OS、ビデオカード、オーディオ機器などのアップデータをご確認いただ
き、最新の環境でご利用ください。

製品価格、商品コード、JAN コード
名称

商品コード

JAN コード

SMSBX1H121

4937246046102

SLINGBOX 350
HDMI セット

価格
オープンプライス
※市場予想価格 27,600 円（税別）前後
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SLINGBOX 350（単体）製品価格改定のお知らせ
従来より販売中の「SLINGBOX 350」は 2014 年 4 月 1 日より、市場予想価格 税別 21,800 円（税込 23,544 円）へ価格改定されます。

名称（改定後）

商品コード

JAN コード

価格

SLINGBOX 350

SMSBXSH111

4937246046492

オープンプライス
※市場予想価格 21,800 円（税別）前後
※従来製品（商品コード SMSBX1H111、JAN コード 4528992082683）は出荷終了となります。

SLINGBOX 専用 HDMI コンバータ 単体販売のお知らせ
過去に SLINGBOX 350 をご購入いただいているお客様に、「SLINGBOX 350 HDMI セット」の専用 HDMI コンバータを、2014 年春以
降に SLINGBOX 公式サイト（http://www.slingbox.jp/）にて販売開始します。時期など詳細情報は公式サイトにて発表いたします。

その他のキャンペーン／サービス

※詳しくは各キャンペーンページをご覧ください。

■SLINGBOX 350 スマホ／タブレット用アプリ 無料キャンペーン
iPhone/Android などのアプリケーション代金として、1,500 円相当の電子マネーをもれなくプレゼント。
http://www.slingbox.jp/cp/cb8.html

（サイトは近日更新予定です）

■安心保証 全額返金キャンペーン
万一、ご購入のお客様の機材やネット環境などが理由で利用できなかった場合でも、全額をご返金しております。
http://www.e-frontier.co.jp/camp/anshinsbx-pre.html

■SLINGBOX 訪問設置サービス
設置・設定が不安なお客様には、別途有料の訪問設置サービスをご提供しています。
http://www.e-frontier.co.jp/onlinestore/campaign/slingbox_setup.html

SLINGBOX とは

（http://www.slingbox.jp/）

2011 年「SLINGBOX PRO-HD」を発売。さらに 1080p フル HD に対応した「SLINGBOX 350」を 2013 年 3 月より販売開始。以来、
世界中で利用され、インターネットを利用したリモート視聴機器としてシェア No.1。日本でも地上波番組で取り上げられるなど、好評
を頂いております。インターネット回線状況に合わせて画質を調整する、独自の米国特許技術「Sling Stream」によって、自動的に、
かつスムーズに美しい画質で利用いただけます。
SLINGBOX 製品の日本総代理店は、株式会社イーフロンティアの分社化により、フロンティアファクトリー株式会社へと移管されまし
た。従来製品のお取り扱い、サポート、ラインナップを継承しておりますので今後とも変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

＜掲載用連絡先＞

＜プレスからのお問い合わせ＞

フロンティアファクトリー株式会社

フロンティアファクトリー株式会社

http://www.slingbox.jp/

〒162-0806 東京都新宿区榎町 43-1 神楽坂ビル
広報担当： 橋本

広報用メール：pr@frontierfactory.co.jp

