MITSUMI

シンプルサービスボックス
Simple service box

ITB-5070
概要／ OUTLINE
OTTサービスやクラウドサービスなどの各種サービ
スに対応し、一般ユーザーが容易に利用可能な端末
です。
例えば、デジタルテレビのHDMI™端子に接続し、
インターネット上のコンテンツが再生可能です。また、
Androidプラットフォームを活かして様々な動画、静
止画、音楽の再生手法のカスタマイズが可能となっ
ていることから、用途を特定することもでき、シンプ
ルなサービスに最適な製品です。
※HDMI、HDMIロゴおよび、High-Deﬁnition Multimedia
Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標
です。

Compatible with various services such as OTT
service or cloud service, and it is a terminal
easily used by general users. For an example,
it is possible to playback the contents on the
Internet by connecting it to the HDMI™ terminal
of the TV. Also, making best of the Android
platform, it can customize the playback method
of various motion pictures, still pictures, or
music to specify the usage, making it an optimal
product for simplified service.
※HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia
Interface are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC.

特長／ FEATURES
1. モバイルサイズを意識した小型形状。
2. クラウドサービス連携を容易とするAndroidプラットフォーム。
3. 様々なコンテンツに対応可能なマルチDRM&DLNA対応。
1. Small format being aware of mobile size.
2. Android platform making the cloud service linkage easy.
3. Multi DRM & DLNA compatibility supporting various contents.

• 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。
• 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。
• Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification.
• The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.

MITSUMI

シンプルサービスボックス／ Simple service box

仕様／ SPECIFICATIONS
RAM容量
ROM容量
OS

項目/Item
RAM Capacity
ROM Capacity
OS

無線方式

Wireless Method

出力インタフェース
入力電源電圧
外部機器接続用コネクタ
外形寸法
消費電力
重量

Output Interface
Input Power Supply Voltage
Connector for External Device
External Dimensions
Power Consumption
Weight

規格/Speciﬁcations
512M/1G Bytes
2G/4G Bytes
Android 4.0.4
（ICS）
IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）
Bluetooth® 2.1+EDR
HDMI™
DC+5V（Micro USB interface）
USB Type-A
88（L）
×33
（W）
×16（H）mm
2.5W以下／ 2.5W or less
約40g ／Approximately 40g

※ HDMI、HDMIロゴおよび、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIGの登録商標です。
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
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