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華やかなネオンイメージや個性的なマスク柄も登場 

「Mplayerスワロフスキー」デコレーションモデル 第5弾発売 

iriver直営オンラインショップ限定

 

 

 

 

 

ホワイト レインボー スミレ クリスタルラメ ミドリ クリスタルラメ 

ストロベリー スノークリスタル バニラ ルチャリブレ ブラック ナイトフィーバー  
 
 
 
 
 
 

 
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、

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ポール・キャンドランド）とライセン

ス契約をしているミッキーマウスの形をしたデジタルオーディオプレーヤー「Mplayer」にスワロフスキー社製クリス

タライズを施したシリーズ「Mplayer スワロフスキー」の第 5 弾を発売いたします。 
販売価格は 14,800 円（税込）。 
取扱いはアイリバー直営のオンラインショップのみとなり、2008 年 10 月 24 日より、同社オンラインショップ

「 iriver e ス ト ア (http://www.iriver.co.jp/estore/) 」 、 お よ び iriver ダ イ レ ク ト ・ 楽 天 市 場 店

（http://www.rakuten.ne.jp/gold/iriver-jp/）にて販売を開始いたします。（アイリバーゾーンでの取り扱いはございま

せん。） 
 

スワロフスキー・デコレーション主な特長 
◇ ｢ブラック ナイトフィーバー｣・・・目に鮮やかなネオン柄 
シックなブラックにさまざまな色のスワロフスキーをちりばめた「ブラック ナイトフィーバー」は、

ダンスフロアのディスコライトをイメージさせる華やかな仕上がりです。 
 
◇ ｢バニラ ルチャリブレ｣・・・ちょっと個性的なマスクイメージ 

ルチャリブレはメキシコのプロレスのこと。柔らかなバニラに今までにはない個性的なイメージのマ

スクのモチーフをほどこしました。人とは違うものを求める人にピッタリです。 

◇ ｢ストロベリー スノークリスタル｣・・・雪の結晶をモチーフにした、ロマンチックな一品 
かわいいストロベリーの本体に、きれいな雪の結晶をモチーフにしたスワロフスキーをちりばめまし

た。冬にぴったりの暖かみのあるデザインです。 

◇ ｢ホワイト レインボー｣・・・雨上がりの虹のモチーフ 
ホワイトの本体に 6 色のスワロフスキーを配置した「ホワイト レインボー」は、名前の通りきれい

な虹を彷彿とさせます。キレイな物が好きな人にはたまならない一品です。 

◇ ｢ミドリ クリスタルラメ｣・・・深いミドリに輝く滴のイメージ （日本オリジナルカラー） 
ラメ入りのグリーンにカラーリングした本体に輝くスワロフスキーをちりばめた、シックでシンプル

なイメージのデコレーションです。大人っぽい雰囲気が好きな人にぴったりです。 

◇ ｢スミレ クリスタルラメ｣・・・シックでシンプルなイメージ （日本オリジナルカラー） 
今年流行のパープルにカラーリングし、シンプルな模様のスワロフスキーをちりばめました。柄も色

も清楚なイメージで、キラキラは好きだけど派手すぎはちょっと、という方にオススメです。 
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ブラック ナイトフィーバー スワロ使用数：152 粒 

 

バニラ ルチャリブレ スワロ使用数：154 粒 

 
ストロベリー スノークリスタル スワロ使用数：177 粒 

 

ホワイト レインボー スワロ使用数：155 粒 

 
ミドリ クリスタルラメ スワロ使用数：122 粒 ガラスフレークペイント仕上げ 

 

スミレ クリスタルラメ スワロ使用数：78 粒 ガラスフレークペイント仕上げ

 

*演奏時間 4 分の曲を標準的な圧縮率である CD クオリティの圧縮レート 128Kbps で MP3 形式を使用し圧縮した場合。 

カラー 

内蔵メモリ 1GB 

可能な音楽ファイル収録数* 約 240 曲 

目安となる最大音楽収録時間* 約 18 時間（128Kbps） 

連続音楽再生時間 約 9 時間 （128Kbps、MP3、ボリューム 20 の場合） 

アイリバー直販価格 14,800 円（税込価格） 

注意： メモリの一部をシステム領域として使用しているため、搭載されているメモリすべてを記憶領域として利用できるわけではありません。 

 

Mplayer の主な特長 
◇デジタルオーディオプレーヤーの新しいスタイルを提案 

Mplayer は球体を三つ組み合わせたミッキーマウスの形のオーディオプレーヤー。約 21ｇの超軽量ボディと付

属のネックレスタイプイヤホンで手ぶらで音楽を楽しむことができます。さらにお好みのストラップを使用してバッグ

のチャームにしてアクセサリーとしてもお使いいただけます。大好きな音楽とミッキーマウスの両方を持ち歩けるキ

ュートでスタイリッシュなデジタルオーディオプレーヤーです。 
 



◇2007 年度グッドデザイン賞を受賞 
 Mplayerは、財団法人日本産業デザイン振興会が主催する「2007年度グッドデザイン賞(Gマー

ク)＜商品デザイン部門＞」を受賞いたしました。 
今回の受賞は「デザインコンセプト」「斬新な造形表現」「使いはじめてからの維持、改良、発展への

配慮」が高く評価されたことによるものです。 
 

 
重さはたったの 21ｇ。超小型＆超軽量 
Mplayer はスワロフスキーがついても約 21ｇ。首からかけてもその重さが全く気にな

ることなく、スタイリッシュに身につけることができます。 
 
耳の形のボタンを回す楽しい操作 
ミッキーの形をしたキュートなボディの耳部分を回す、思わず人に自慢したくなる楽しい 
操作方法。ボリュームの調整、曲送り、曲戻し、早送り、巻き戻しが可能です。また、

両方のボタンを同時に外側に回すことで Mplayer 内の音楽ファイルをランダムに再

生できるシャッフル再生も可能。さらに、フォルダスキップ機能も搭載。音楽ファイルを CD
タイトルやアーティストごとに同一フォルダにまとめておけば、スキップしたい方向にボタン

を 2 度回すことで、フォルダ間の移動が簡単にできます。 

 

ディズニーのロゴマークが

プレーヤーの正面です 

左ボタン 

＜ボリューム調整＞ 

右ボタン 

＜早送り・巻き戻し＞

右ボタン 

＜フォルダスキップ＞ 

両ボタン 

＜シャッフル再生＞
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USB2.0 マスストレージクラス対応 
Mplayerは最大480MB/bps(理論値)の転送速度を持つUSB2.0に対応したインターフェイスを採用しているので

ファイルの高速転送が可能。付属のUSBケーブルでパソコンに接続すると自動的にリムーバルディスクとして認識

されますので、特別なソフトウェアを必要とすることなく、エクスプローラー上でドラッグ＆ドロップするだけの簡単転

送ができます。音楽ファイルだけでなく、写真やビジネスデータなどを保存し持ち歩くことが可能です。  
 
リチウムイオン充電池内蔵 
この小さなボディの中に、最長 9 時間の連続再生が可能なリチウムイオン充電池を内蔵。付属の USB ケーブルを

利用してパソコンの USB ポートからの充電が可能です。  
 
ファッショナブルでスタイリッシュなネックレスタイプイヤホン 
キュートでスタイリッシュなプレーヤーをより使いやすくしてくれるネックレスタイプイヤホンはイヤホンケーブルの長

さの調整が可能。アクセサリー感覚でご使用いただけます。 
 
便利な転送ソフトiriver plus3 が付属 
『iriver plus3』は音楽、動画、静止画像、E ブックなどあらゆるコンテンツをライブラリ上で簡単に管理できる便利な

コンテンツ管理ソフト。音楽ファイルをパソコンから Mplayer に転送するときも、iriver plus3 上の管理画面で転送

したい曲をチェックしてボタンを押すだけの簡単操作。ファームウェアのアップグレードも行える iriver plus3 は、便

利かつ直感的にお使いいただけます。 
 
業界標準になったアイリバーのファームウェアアップグレード 
アイリバーのファームウェアアップグレード機能は今となって

はもはや常識。お買い上げいただいた製品をより使いやすく

機 能 的 に ご 利 用 い た だ く た め 、 iriver plus3 、 iriver 
Firmware Updaterを通じてファームウェアを無償で配布し

ております。常に最新の機能や改良された機能を追加し、ア

イリバー製品をより快適により永くご利用いただけます。 
※ファームウェアアップグレードをご利用になるには、インターネット接続環

境が必要です。 
 
ユーザーの安心を考えたアフターサービス＆サポート体制 
アイリバー製品は、1 年間保証がついています。 

 



パッケージ内容 
プレーヤー本体/ネックレスタイプイヤホン/クイックスタートガイド/USBケーブル/取扱説明書/製品保証書（1年間保

証） 
 
各部の名称 
 

 
 

  

製品仕様 

 一般仕様    
 寸法 約 46.0（横）x40.5(縦) x 30.0(奥行)mm 
 重量 スワロフスキー：約 21g、ペイント：約 18g（ネックレスタイプイヤホンを除く） 
 動作温度 -5℃～40℃ 

 メモリ 
 容量 1GB※ 

 オーディオ 

 周波数範囲 20Hz ～ 20KHz 
 ヘッドホン出力 18mW（右） + 18mW（左） (16Ω) 最大ボリューム時 
 S/N 比 90dB 

 ファイルのサポート 
 ファイルタイプ MPEG 1/2/2.5 Layer 3、WMA、ASF 
 ビットレート MP3、WMA： 8Kbps～320Kbps 

 
 連続再生時間 約 9 時間（128 Kbps、MP3、ボリューム 20 の場合) 

 電源 
 電池 内蔵リチウムイオン充電池 

 PC 
 対応 OS Windows 2000/XP/Vista 
 インターフェイス USB2.0 

 
※ メモリの一部をシステム領域として使用しているため、搭載されているメモリすべてを記憶領域として利用できるわけではありません。 

1MB = 1,000,000 バイト / 1GB = 1,000 MB = 1,000,000,000 バイト 
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本製品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、許諾された著作権を使用して株式会社 iriver japan
が販売するものです。 
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製品の仕様、概観、パッケージ内容は予告なく変更になることがございます。製品の最新情報につきましては製

品発売後、アイリバーホームページ（http://www.iriver.co.jp/にてご確認ください。 

写真ご掲載の際は下記の著作権表示 『© Disney』をお入れいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
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 Mplayerに関する製品情報は、 
http://www.iriver.co.jp/product/iriver/mplayer/ 

 
アイリバー･e ストア Mplayer のご購入は、 

http://www.iriver.co.jp/estore/mplayer_swaro

 
 
 
 
 
 
 

 
【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店舗超える量販営業に関するノウハウ、ネットワ

ークを最大限に活かし、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いきます。 
 

＜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 

 

 

 

 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。 

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

http://www.iriver.co.jp/product/iriver/mplayer/
http://www.iriver.co.jp/estore/mplayer_swaro

