


スマホの写真をバックアップする

写真・動画・音楽をもっと楽しむ！
Wi-Fi SD カードリーダーで容量不足を解消

こんなときにも
Wi-Fi SD カードリーダーが大活躍
こんなときにも
Wi-Fi SD カードリーダーが大活躍

スマホ ・ タブレット

保存

再生・転送

SDカード

連絡先文書

写真動画音楽

スマホで

Wi-Fiの設定が簡単

QRコードでの
Wi-Fi設定にも対応。 DLNA

テレビ

パソコン

オーディオ

無線 LAN
ルーター

REX-SD2D

スマホ
タブレット

Wi-Fi SDカードリーダーとは、スマホ・タブレットからWi-Fi接続でSDカードにアクセスができるデバイスです。
スマホのデータバックアップやデジカメデータの読み込み、家族内でのデータの受渡しなどにも便利です。

Wi-Fi SD
カードリーダー

REX-SD2D

バックアップと復元
AndroidスマホのDCIMフォ
ルダーのデータや、iPhone/ 
iPadのカメラロールのデータ
をワンボタンでバックアップ
と復元可能！
連絡先のバックアップや復
元もできます。

お婆ちゃん

お兄ちゃん

お爺ちゃん

※弊社調べ。Wi-Fi リーダーから iPhone6 へファイル（100MB）
　のコピー速度を測定。

REX-SD2D 5.68MB/s

S 社製品 2.68MB/s

G社製品 2.58MB/s

従来モデル 3.97MB/s

写真を活用しやすい多彩な機能

充実のデータ活用機能

とっても簡単！

DLNAサーバー機能が便利

とっても便利！

速度アップで快適

とっても快適！

写真や動画を便利に使用できる多彩な機能を搭載。
・画像のサムネイル表示
・画像の表示順の並び替え
・画像をメール送信
・画像を SNS やクラウドへシェア
・画像をお気に入り登録
・画像を開くアプリの選択が可能 ■並び替え選択■■サムネイル表示■

■機能選択画面■

SDXC 規格に対応し、大容量の SD カードが
使用可能。128GB まで動作確認済みです。
※SDカードは添付していません。

動画を SD カードから再生する

それぞれのスマホで写真を見る

連絡先のバックアップや復元をする

デジカメの写真を SNS にアップする

たくさんの音楽データを再生する

撮影した写真をリビングで見る SD カードリーダーとして使う

簡単にワンボタンで
バックアップできるんだね

SDカードに保存した
動画も簡単に見れるのね

連絡先が
わからなくなると大変

デジカメ写真もスマホだけで
SNS にアップできるぞ！

たくさん保存した
音楽も聴けるんだね

パソコンに接続すると
USB SD カードリーダーとしても
使えるんだね

みんなで同時に画像を
見ることもできるのね

※最大 5 台までのスマホ・タブレット・パソコンから Wi-Fi 接続が可能。

DLNA サーバー機能を使うとテレビに映せるから、
みんなで見れて便利だなぁ

NEW NEW NEW

NFC対応Androidスマホならかざす
だけでWi-Fi接続設定が完了！

DLNAサーバー機能搭載。
Wi-Fi SDカードリーダーに保存し
たデータをDLNA対応機器で楽しむ
こともできます。

従来製品に比べ、約1.4倍の速度アッ
プを実現。たくさんの写真データ
も楽に転送できます。

メールで
画像を送信

従来モデルの
約 1.4 倍

他社モデルの
約 2.1 倍

画像を開く
アプリを選択

SNS やクラウドに
画像をアップ

画像を
お気に入りに登録
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