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フリービットグループ Android搭載、世界初のNetBook機能付き 

“クラウドフォトフレーム”「ServersMan Cast@net」を7月1日より先行予約開始 

～継続課金型、一括支払い型の二つの販売方法でご提供～ 

 

 

 当社は、本日添付のプレスリリースを行いますのでお知らせいたします。 

尚、本件に伴う平成23年4月期の業績への影響につきましては、現時点では軽微であると

考えております。 
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報道関係者 各位 

2010年 6月 23日 
フリービット株式会社 

 

フリービットグループ Android搭載、世界初のNetBook機能付き 

“クラウドフォトフレーム”「ServersMan Cast@net」を7月1日より先行予約開始 

～継続課金型、一括支払い型の二つの販売方法でご提供～ 

 

フリービット株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石田宏樹、以下フリービット) と、

子会社の株式会社ドリーム・トレイン・インターネット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石田

宏樹、以下DTI）および、エグゼモード株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長：藤岡淳一、

以下エグゼモード)は、6月23日、Googleが提供するAndroid OSと当社独自技術「ServersMan」が

融合したNetBook機能付きクラウドフォトフレーム「ServersMan Cast@net」を販売すると発表いた

しました。 

「ServersMan Cast@net」は、スマートフォン市場でシェアを伸ばしているGoogle社のAndroid OS

を搭載し、商用ベースで正式販売されたクラウドフォトフレーム端末としては世界初の製品（当社

独自調べ）となります。 

 

「ServersMan Cast@net」は、インターネット空間で個体認識が可能な“自律ノード（注1）”として

機能することが特徴で、LAN、Wi-Fiを内蔵しているほか、USBポートに3Gモデムを接続することに

より、3G回線でもご利用いただけます。 

 

「ServersMan Cast@net」は、フリービットとエグゼモードが昨年発表した低コストでネットワーク

家電を提供する「Ubiquitous CEプラットフォーム」における第一弾製品となります。 

 

販売方法は、月額2,100円（税込み、12回払い）の継続課金型、24,800円（税込み）の一括支払

い型の2種類をご用意します。まずは7月1日よりEXEMODE E-SHOP、エグゼモードアウトレット楽

天市場、エグゼモードアウトレットストア（Amazon マーケットプレイス内）の各ショップで一括支払

い型の先行予約受付を開始するほか、一部量販店での販売も予定しております。また、DTIによ

る継続課金型の販売は、7月9日の予約受付開始を予定しております。発送は7月中旬～下旬を

予定しています。また、フリービットを中心にB２C市場だけでなく、成長著しいデジタルサイネージ

市場に対するOEM提供も予定しています。 

 

「ServersMan Cast@net」は、フルタッチ操作が可能な、NetBook機能を有するデジタル写真立て

（デジタルフォトフレーム）です。日常生活、オフィス生活にクラウドコンピューティングの利便性を
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溶け込ませた、フリービットグループからの新しいデジタル家電の提案となります。 

 

「ServersMan Cast@net」の主な特徴は以下のとおりです。 

 

１．クラウドデジタルフォトフレーム 

本体を起動すると、即座にシンプルなデジタルフォトフレームとしてお使い頂くことができ、SDカ

ードに保存されている写真や動画、音楽をスライドショー形式で感動的に表示させることができま

す。「ServersMan Cast@net」は、ServersMan機能の搭載によりフォトフレーム自体がクラウド(Web

サーバー)として動作することから、様々な方法で写真をリアルタイムに出し入れすることが可能で

す。また、インターネット接続料金以外の特別なサービス料も一切かからないため、フォトフレーム

端末の購入のみで様々な機能をお楽しみいただけます。 

 

例えば、WebDAVを使った直感的な操作によるファイルの出し入れのほか、iモード、iPhone、

Android、Windows Mobileなどの携帯端末にServersMan同士が連携するグルーピング機能専用ソ

フト「Scooop」をインストールしていただくことで、写真や動画の撮影後即座にフォトフレームに転

送され、表示することが出来ます。 

お孫さんの日々の成長を、おじいさま、おばあさまの自宅のフォトフレームに簡単、ダイレクトに 

送ることなども可能です。 

また、話題のWi-Fi機能付のSDカード「Eye-Fi」にも対応していますので、Eye-Fiを利用したデジ

タル一眼カメラのモニタリング用途などにもご利用いただけます。 

さらに、クラウド(Webサーバー)機能を有していることから、「ServersMan Cast@net」に保存して

いる写真を外部のブログサイトなどで公開するなど、フォトフレーム内の感動をそのままアップロ

ードすることなくインターネット上で共有することが可能です。 

 

２．Androidプラットフォーム利用によるNetBook機能（Chromeブラウザ、Mail、各種ド

キュメントビューワー） 

「ServersMan Cast@net」は、Androidプラットフォームを採用していることにより、多彩な「アプリ」

を利用出来るフォトフレームです。ChromeブラウザやPOP3/IMAP4に対応したメールソフトを標準

で搭載しています。DTIのUbicプラン（注2）をご利用いただければ、プロバイダーが提供するメー

ルサービスでは最高スペック標準となる5GBの大容量メールボックスをご利用いただくことも可能

です。 

 

その他、ワード、エクセル、パワーポイントや、PDFなどに対応したドキュメントビューワー（体験

版）やミュージックプレイヤー、動画プレイヤーといったアプリケーションなど、NetBookが所有する

機能と同等のアプリケーションを利用いただけます。 
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３． ネットワーク家電の操作性を飛躍的に向上させる、空気のような新ユーザーイン

ターフェース「Air Display」。PCのブラウザから簡単操作でファイル、アプリケーシ

ョンのインストールが可能に！ 

インターネットに接続すると、空気のように自然なディスプレイ技術「Air Display by ServersMan」

により、PCのブラウザをフォトフレームのディスプレイのようにご利用いただくことができます。特

別な接続ケーブルをご用意いただく必要なく、PCとフォトフレームの間で直接写真や動画、各種フ

ァイルのアップロードや編集を簡単に行うことができるなど、ネットワーク家電の操作性を飛躍的

に向上させます。 

 

また、独自のアプリケーションのインストールシステムにより、多彩なソフトウエアをPCのブラウ

ザ上から簡単に「ServersMan Cast@net」にインストールすることが出来ます。各種ツールに始まり、

ゲームなどといったラインアップを毎月拡充予定です。 

Android OS 1.5で動作するソフトウエアは、GPS機能、マイク機能などを必要とするソフトウエア

を除いてご利用頂けます（注3）。 

 

フリービットグループは、エグゼモードのハードウエア開発と流通ノウハウ、DTIの会員管理、課

金、サポートノウハウ、そしてフリービットのソフトウエア開発と全体統括といった具合に、グループ

全体で垂直統合したサービスを提供することで、今後も利用者にシンプルで使い勝手の良い新し

いデジタルライフスタイルの提供を目指してまいります。 

 

 【ServersMan Cast@net端末イメージ】  

           
URL：http://www.freebit.com/press/images/20100623/Castanet.jpg                   
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【製品仕様】  

OS アンドロイド OS 

DDR メモリ 256M 

フラッシュメモリ 2GB 

LCD 8 インチ 4:3 LCD, 解像度 800 x 600 ピクセル  

タッチパネル 4 線抵抗方式 

ワイヤレス IEEE802.g/b/n with WEP (64/128 ビット), WPA 

LAN 10/100Base TX × 1  

スピーカー 2 

USB インターフェース 1(タイプ A) 

SD スロット 1 

電源 DC 入力(5V/2A) 

壁掛けホール 有 

自立スタンド 有 

 

【Air Display 利用イメージ】   

  

URL:http://www.freebit.com/press/images/20100623/Air-Display.jpg 

 

■補足説明 

(注 1) 自律ノード 

膨大なネットワーク空間で個体認識が可能となり、あらゆる機器やアプリケーションに対してインタ

ーネットサイドからアクセスすることが可能になること。 

(注 2) DTI の Ubic プラン 

接続サービスがアンバンドルで、現在ご利用のプロバイダや接続サービスを一切変更せずに次
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世代のユビキタスサービスをご利用いただけるプランです。 詳細は、http://dream.jp/ubic/をご

覧ください。 

(注 3) ソフトウエアの動作を保証するものではありません。 

 

■ServersMan関連サイト 

サービスサイト：http://www.serversman.com/ 

YouTube：http://www.youtube.com/serversman 

Twitter：http://twitter.com/serversman 

 

【フリービット株式会社について】 

 フリービットは、独創的なインターネット技術と事業企画力によって、クラウド化する社会に対応

する「Smart Infra提供事業」を行っています。特許取得技術を含む最先端のテクノロジーと市場の

ニーズを先取りするマーケティングを組み合わせることで、他の追随を許さない独自のネットワー

クサービスを展開し、「IT時代のものづくり」をキーワードに新たな価値の創造に努めております。 

 

【報道関係者からのお問い合わせ】 

フリービット株式会社 グループ経営企画室 広報グループ／中村 みく、佐藤 新 

Mail: Press@FreeBit.net 電話番号：03-5459-0522 

 

【ServersMan Cast@netに関するお客様からのお問い合わせ】 

■株式会社ドリーム・トレイン・インターネット DTI カスタマーサービス  

TEL：(186)-0120-830-501  

携帯電話/PHS からは Tel (186)-03-5749-8091（有料）  

受付時間 10:00～19:00［年中無休］  

■エグゼモード株式会社 

サポートセンター： 0570-036-036 

受付時間： 10:00～17:00 （土、日、祝祭日および当社指定休業日を除く） 

 

※ServersManはフリービット株式会社の登録商標です。  

※Google、Chrome、Androidは、米国Google Inc.の米国およびその他の国における商標または登

録商標です。 

※iPhone 、iPadは、Apple Inc.の商標もしくはトレードマークです。 

※Microsoft、Windows Mobileは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登

録商標または商標です。 

※「Eye-Fi」はアイファイジャパン株式会社の登録商標です。 

※「ｉモード」はNTTドコモの登録商標です。 


