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iPhone/iPadの画面をワイヤレスでパソコン上に表示＆簡単録画
『X-Mirage 2 for Windows』および『X-Mirage 2 for Mac』発売のお知らせ
~ Windows10 / macOS Sierra / iOS10 に対応 ~

株式会社 LODESTAR JAPAN (本社：東京都) は、2016 年 12 月 20 日より、iPhone/iPad の
画面をワイヤレスでパソコン上に表示し録画できる「X-Mirage」の最新バージョンとなる
「X-Mirage 2 for Windows」および「X-Mirage 2 for Mac」の販売を開始いたします。
日本公式サイトでは、最新バージョンの発売を記念して特価キャンペーンを開催中です。
また、 株式会社ジャストシステムでは、Just MyShop にて「X-Mirage 2 for Mac/Windows
パッケージ版」のご予約注文を承っております。
日本公式サイト URL: http://x-mirage.jp

iPhone/iPadの画面をワイヤレスでパソコン上に表示＆簡単録画
「X-Mirage 2」をご使用いただけば、Apple 社の AirPlay 技術により、iOSデバイス（iPhone、
iPad、iPod touch）や Mac の画面を、ワイヤレスでパソコン画面上に表示（ミラーリング）
し、録画することができます。

従来の AirPlay は、Apple TV や AirPlay 対応のスピーカー等が必要でしたが、今使っているパソコ
ンに「X-Mirage 2」をインストールすることで、お使いのパソコンが AirPlay レシーバーに変換さ
れ、iOS デバイスの画面をワイヤレス接続でコンピュータの画面にフルハイビジョン (1080p) で表
示できます。さらに、TV やプロジェクターにパソコンを接続すれば、iOS デバイスの画面を大画
面で楽しめます 。
例えば、iPhone ゲームの動画をパソコンで録画して、YouTube にアップしたり、 iPad 上の教材を
パソコンに接続したプロジェクター等に映写してクラスと共有したり、iPhone や iPad 上で作成し
たプレゼンテーション資料をパソコンの画面にミラーリングで表示することが可能です。

最新OSに対応
「X-Mirage 2」は、Windows10、macOS
Sierra、iOS10に対応しています。

【X-Mirage 2 製品概要】
簡単操作で画面共有
「X-Mirage 2」をパソコンにインストール後、iOSデバイスの「AirPlayミラーリング」をオンにする
だけで、iOSデバイスの画面をパソコン上に表示（ミラーリング）することができます。また、画面だ
けでなく、iOSデバイス上の音声をパソコンで再生することも可能です。

フルハイビジョン（1080p）の
高画質で再生
「X-Mirage 2」は、iOSデバイスの画
面をフルハイビジョン（1080p）でパ
ソコン上に表示することによって、写
真や動画などを高画質で楽しむことが
できます。

iOSゲームを大画面でプレイ
「X-Mirage 2」は、写真や動画だけでなく、
iOSデバイス上のゲームをパソコンの大画面で
プレイすることができます。デュアルディス
プレイのゲームをミラーリングすれば、iOS
デバイスをコントローラーとして操作するこ
とも可能です。

複数のiOSデバイスを同時に表示
「X-Mirage 2」は、複数のiOSデバイスの
画面を、1台のパソコン上に同時に表示す
ることができます。

パソコン上から動画/音楽を
コントロール
「X-Mirage 2」は、「メディアコントロ
ールバー」を使用すれば、iOSデバイス
上の動画/音楽の再生/一時停止/早送り/早
戻し/スキップなどを、パソコン上から直
接操作することができます。

アクセスをパスワードで保護
「X-Mirage 2」は、パソコンに接続する際のパスワードを設定することにより、外部からの不要
なアクセスを防ぐことができます。

ワンクリックで録画開始
「X-Mirage 2」は、「録画ボタン」をクリックするだけの簡単操作で iOS デバイスの画面を録
画することができます。

マイクを使った音声の録音も可能
「X-Mirage 2」は、録画と同時にパソコン
のマイクから音声を録音することも可能。
ゲームの実況動画や iOS アプリの操作説明
動画などの作成に大変便利です。

mp4形式で動画を保存
「X-Mirage 2」は、録画した動画は mp4 形式でパソコン上に保存することができます。

【X-Mirage 2 動作環境】
AirPlay 受信側デバイス（X-Mirage 2 インストール先パソコン）

OS
CPU
メモリ
ハードディスク
ディスプレイ
その他

Windows 10, 8.1, 8 , 7, Vista, XP（32bit/64bit 両対応）
Mac OS X 10.6 以降（macOS Sierra 対応）
各 OS が推奨する CPU
1GB 以上
50MB 以上の空容量（インストール時）
1024 x 768 以上の解像度
CD-ROM ドライブ、インターネット接続（Wi-Fi）

AirPlay 送信側デバイス（iPhone/iPad など、パソコン上に表示させるデバイス）
OS

iOS10, iOS9, OS X 10.8 以降
iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini
2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6
Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

デバイス
iPod touch (第 5 世代), iPod Touch (第 6 世代)
iMac (Mid 2011 以降), Mac mini (Mid 2011 以降), MacBook
(Early 2015 以降), MacBook Air (Mid 2011 以降), MacBook Pro
(Early 2011 以降), Mac Pro (Late 2013 以降)

※ X-Mirage 2 をご使用いただくには「AirPlay 受信側デバイス」と「AirPlay 送信側デバイス」
が同じ Wi-Fi ネットワークに接続されている必要があります。
※ 体験版は、インストール後15日間 すべての機能を利用可能です。体験版では 3分までの動画を作
成することができます。

【X-Mirage 日本公式サイト発売記念特価キャンペーン】
•
•
•

X-Mirage 2 for Mac ダウンロード版
1,620 円税込（希望小売価格 1,980 円税込）
X-Mirage 2 for Windows ダウンロード版 1,620 円税込（希望小売価格 1,980 円税込）
X-Mirage 2 Windows/Mac ダウンロード版 2,980 円税込（希望小売価格 3,480 円税込）
キャンペーン期間：2016 年 12 月 20 日(火) 〜 2017 年 1 月 31 日(火) 23:59
ご購入 URL：http://x-mirage.jp/store

【Just MyShop「X-Mirage 2 for Mac/Windows パッケージ版」ご予約販売】
•
•
•

X-Mirage 2 for Mac/Windows
X-Mirage 2 for Mac/Windows 優待
X-Mirage 2 for Mac/Windows 特別優待

4,980 円税込（希望小売価格 4,980 円税込）
3,000 円税込（希望小売価格 4,980 円税込)
2,980 円税込（希望小売価格 4,980 円税込)

出荷予定日：2016 年 12 月 28 日（水）
ご購入 URL：https://www.justmyshop.com/camp/xmirage/

【LODESTAR JAPAN について】
日本総代理店：株式会社 LODESTAR JAPAN
所在地：〒107-0062 東京都港区南青山 6-7-5 ドミール南青山 803
事業概要：Web サービスの運営 / 日本国内の Web サービスの海外展開 / 海外の Web サービス
の日本国内展開 / オンラインショッピングサイトの開発・運営 / 海外製品の日本国内
販売 / 日本国内製品の海外販売 / 各種コンサルティング事業
URL：http://lodestarjapan.com

【お問い合わせ 】
お問い合わせ：http://x-mirage.jp/support
プレスお問い合せ： press@lodestarjapan.com
プレス用製品画像 : http://x-mirage.jp/press-room
※レビュー用に製品版をご要望の際は、お問い合わせフォームからご連絡お願い致します。
https://secure.lodestarjapan.com/x-mirage/sales

