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※音声ダウンロードのご利用には別途料金が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCJ 子会社で携帯型デジタルオーディオプレーヤーの「iriver」（アイリバー）ブランド製品および「SIREN」（サイレ

ン）ブランド製品を、日本国内で販売する株式会社 iriver japan（本社：東京都千代田区 代表取締役：浅野樹美）は、

3.5 インチで 65,000 色のタッチスクリーン式ディスプレイを搭載し、動画・音楽・画像も楽しめる携帯マルチメディア・

カーナビ「CaroNavi」（カーロナビ）を、2008 年 12 月 19 日（金）に全国の量販店で発売、12 月 5 日（金）より同

社オンラインショップ「iriver e ストア(http://www.iriver.co.jp/estore/)」、マウスコンピューターダイレクトショップ内

「アイリバーゾーン(http://www.iriver.co.jp/store/ds.php)」にて先行予約受付を開始します。 
直販価格は 29,800 円（税込）。 
株式会社 iriver japan では、今後も積極的にユーザーの声に耳を傾け、日本市場において多岐にわたるポータ

ブルデバイスのラインアップ拡充、「iriver」「SIREN」ブランド認知の拡大、および市場シェア獲得のため、戦略的に

製品投入を図ってまいります。 

「CaroNavi」の内蔵メモリは 2GB。本体カラーはつや消しのシルバーとブラックのツートンカラーで、シンプルで

シックな外装は、大型車・小型車を問わず、スポーツタイプやファミリータイプなどさまざまな車種にマッチします（※シ

ガー充電は 12V のみ対応）。 

車でのご使用はもちろんのこと、徒歩・自転車・バイクモードも備え、電話番号検索は約 800万件が可能。しかも、

音声ダウンロードにも対応。ナビとしての機能だけでなく、iriver ならではの高品質な動画・音楽･画像も楽しめる、オ

ールマイティなマルチメディア・カーナビです。 

 

 

製品名 CaroNavi（新製品） 
内蔵メモリ 2GB 
カラー シルバーとブラックのツートンカラー 
アイリバー直販価格 29,800 円（税込価格） 

多彩でユニークな声優たちの音声ダウンロードに対応※ 

iriver ブランド初！ 軽い、小さい、使いやすい 

多機能なマルチメディア・カーナビ「CaroNavi」（カーロナビ）発売 
2008年12月19日（金）発売予定、12月5日（金）iriver eストアにて予約受付開始！ 

報道関係各位  



CaroNavi の主な特長  
 
手のひらに収まるコンパクト性 

CaroNavi は約 101.6 (W）×86 (H）×18.2 (D）mm のコンパクトボディ。大

型車･小型車問わず、さまざまな車種の好きな場所に取り付けることが可能です。

しかも重さはたったの約 137g。持ち運ぶ際にも、邪魔にならないサイズと重さで

す。 
しかも、シンプルでシックなシルバー＆ブラックのボディは、無駄なものを極力省

いて見た目にも美しい、iriver 製品ならではのデザインです。 
 

高度な検索機能 
CaroNavi は、小型ナビゲーションソフトの開発・販売では実績のあるエディア

社のソフトウェア/MAPLUS を採用しており、小さくても本格的な検索機能を持って

います。2GB のメモリを内蔵しているので、電話番号検索約 800 万件、名称検索

約 200 万件、経由地設定 8 箇所、スポット登録 大 2500 件など、小さなボディ

からは想像できない高度な検索機能を実現しました。 
 
遊び心をくすぐる音声ダウンロード対応 

思い出のアニメの声優や、大好きなあの人の声でナビゲーションをしてもらえま

す。気分に合わせて音声を変えられる、CaroNavi の楽しい機能のひとつです。 
※エディア社ホームページ上で、１２月下旬よりダウンロード開始予定（別途料金が必要になります）。料金や機能に

ついての詳細は、MAPLUS OFFICIAL SITE（http://maplus-navi.jp/index）をご確認ください。 

 
軽量・コンパクトだからいきる、「徒歩・自転車」「バイク」ナビ搭載 

手のひらに収まるコンパクトサイズなので、散歩などにも活用できる徒歩ナビも

搭載。例えば、車から降りた後、CaroNavi を徒歩ナビに切り替えて目的地へ。自

宅で調べて目的地を登録してから外出することも可能です。コンパクト CaroNavi
だからこその便利な機能です。 

※家屋やビルの内部では GPS を充分に受信できない場合があります。 
※自転車・バイクに取り付けるためのキットは付属していません。別途お買い求めください。 
 

ナビゲーションだけではない、動画・音楽・画像再生 
コンパクトなボディに詰まっているのはナビゲーション機能だけではありません。iriver ならではの美しい動画・画像、

高音質の音楽再生機能を備えていますので、待ち時間に好きな動画・画像を鑑賞したり、ドライブしながらお気に入

りの音楽を聴くなど、楽しく時間を過ごすことができます。 
※データは SD カード（別売）内に保存する必要があります。 

 
タッチスクリーンで直感的に操作 

CaroNavi は 3.5 インチの液晶ディスプレイを採用。指でタッチするタッチスクリーン採用で、操作はラクラク。地図上

で指をスライドさせれば、画面の移動も可能です。機械が苦手な方でも直感的に操作ができます。 

 

配線不要、カンタン取り付け 
CaroNavi はシガーライタープラグを車に接続するだけで充電でき、難しい配線は不要です。付属の取り付けキット

を使用して誰でも簡単にダッシュボードに設置できます。震動に強い強力吸盤付きステーとステー固定ホルダーで本

体をがっちりホールド。さらに取り外しもとてもカンタン。車から車、歩きから車など気軽に持ち運べるのが魅力です。 

 
多彩なメディアファイルにも対応 

CaroNavi は音楽モードの画面から MP3, WMA, OGG 形式のファイルの

再生が可能。動画は WMV (WMV9)に対応し、画像（JPEG,BMP,PNG）も楽

しめます。iriver 製品ならではの高画質・高音質を、室内で、車内で、屋外

で、どこでも楽しむことができます。 
※音楽・動画・画像ファイルは、内蔵メモリには保存できません。 
 

 

 

 



パッケージ内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品本体 

 

 

 

 

 



製品仕様 
 

モデル・容量  CaroNavi M3 

内蔵メモリ容量  2GB（PC からは不可視） 

 
ハードウェア 概要 仕様 

本体寸法 (W) X (H) X (D)  mm 約 101.6 (W）×86 (H）×18.2 (D） 

重量 本体 約 137 g 

カラー カラー仕様 シルバーとブラックのツートンカラー 

 シガー電源アダプター 12V 対応 充電 2.5h 電源 

 USB 

タイプ TFT LCD 

サイズ 3.5 インチ 

解像度 320X240 

色数 6 万 5 千色 

ディスプレイ 

機能 タッチスクリーン機能 

タイプ フラッシュメモリー メモリー 

容量 2GB（システム領域 パソコンから操作できません） 

USB ストレージ 対応（SD カード［別売］がパソコンに認識されます） USB 

インターフェイス USB 1.1, ミニ端子 

スロット メディアスロット SD カードスロット※1 

対応 OS Windows Windows Vista(32bit) / XP / 2000 

 
 

分類 項目 仕様 

昼夜切替 昼固定/夜固定/自動 

縮尺 10 段階 

地図 

実際の縮尺 (50m/100m/200m/400ｍ/800m/1.5km/5km/20km/100km/250km) 

レーンガイド 一般道路、高速道路 

ジャンクションガイド 約 4,000 箇所 

方面看板案内 約 4 万箇所 

交差点名表示 約 7 万箇所 

音声案内 有 

到着予想時刻表示 有 

目的地までの距離 有 

ルート案内 有 

ルート比較 有 

走行軌跡表示 有 

地図方向切替 ノースアップ/ヘッドアップ 

オートリルート 有 

ルート 

高速道路 有 

住所検索 有（約 1,200 万件） 番地まで 

ジャンル検索 有（約 151 ジャンル、約 200 万件） 

検索地点履歴 地点検索履歴/目的地履歴（各 20 件） 

検索機能

ルート計算優先機能 オススメ/高速優先/距離優先/一般道優先 

ナビゲーション 

その他 ナビ連続再生時間 約 2 時間（バッテリー使用時） 

対応ファイル形式 WMV (WMV9) 

対応レート/オーディオ   QVGA (320X240), フレームレート：～30fps,  

  ビットレート：～600Kbps, 

  オーディオ：WMA, 320 kbps 以下 （128 kbps 推奨） 

動画 

解像度 QVGA 320X240 



対応ファイル形式 MP3, WMA, OGG 

MP3： 32kbps - 320kbps 

WMA： 32kbps - 320kbps 

対応レート/ビットレート 

OGG： 48kbps - 320kbps, Q1 - Q10 

収録可能曲 メディアによる： 2GB のメディアで約 480 曲 ※2 

S/N 比 90dB 

ID3 タグ 対応 

音楽 

DRM 非対応 

画像（写真） 対応ファイル形式 JPEG, BMP, PNG 

表示言語 言語数 3 カ国語 

 
※1 外付けメモリカードは別売りです。 

※2 演奏時間約 4 分の曲, MP3 形式, 約 4MB のファイルの場合。メディアの空き容量に依存します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【株式会社 iriver japan について】 

携帯型デジタルオーディオプレーヤーの世界的ブランド「iriver」（アイリバー）製品をはじめとするポータブルデバ

イスを企画・販売する企業として株式会社ＭＣＪグループの出資のもと2006 年１0 月に設立。主要開発・製造元で

ある韓国レインコム社（Reigncom Limited、本社：ソウル）、その他外部関連会社と密接な連携のもと、iriverブラ

ンドを日本市場に展開しています。 
 2007 年6 月1 日よりA-MAX Technology 社およびSIREN 株式会社が製造・販売する「SIREN ブランド」製

品の日本国内における独占営業権および「SIREN」ブランド使用権を取得し、展開店舗数1500 店舗を超える量販

営業に関するノウハウ、ネットワークを 大限に活かし、国内シェアの更なる強化と安定的な収益構造、製品ライン

ナップのさらなる拡充を図ってまいります。 

＜会社概要＞ 会社名：株式会社 iriver japan／所在地：東京都千代田区岩本町 2-12-5 早川トナカイビル 6F
／代表者： 代表取締役社長 浅野樹美（あさの しげよし）／資本金：1,000 万円／設立：2006 年 10 月／業務内
容：日本国内での iriver、SIREN ブランドをはじめとするポータブルデバイスの企画、販売、マーケティング、ユーザ
ーサポート 
 

 

 

 
CaroNavi に関する製品情報は、

http://www.iriver.co.jp/product/iriver/caronavi_m3/ 
アイリバー･e ストア CaroNavi の販売受付は、 
http://www.iriver.co.jp/estore/caronavi_m3/  

iriver ダイレクト・楽天市場店での販売受付は、
http://www.rakuten.ne.jp/gold/iriver-jp/caronavi_m3/ 

アイリバーに関する製品貸出・報道関係の皆様からの問合せは  

株式会社iriver japanホームページ プレスルームまで  

http://www.iriver.co.jp/company/pressroom.php 

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-12-5 早川トナカイビル6F 

TEL 03-5835-0466 FAX 03-5835-1857 mailto:iriver_jpn_pr@iriver.co.jp 

 

 お客様からのお問い合わせ先 

アイリバー・ジャパン サポートセンター 
月曜～金曜 10:00～18:00 （祝祭日および年末年始を除く） 

ナビダイヤル： 0570-002-220 
E-mailでのお問い合わせは、ホームページのメールフォームをご利用ください。 

https://www.iriver.co.jp/support/inquiry/ 


