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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、

3.3 インチで 65000 色のタッチスクリーン式ディスプレイを搭載、Flashゲーム対応、Bluetooth対応の携帯オーデ

ィオプレーヤー「SPINN」（スピン）を 2008 年 10 月下旬に発売、10 月 10 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/spinn/)」、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)」にて予約受付を開始します。 
価格は 27,800 円。 
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。 

「SPINN」の内蔵メモリは 8GB。本体カラーはつや消しのシルバーで、高級感のある外装はビジネス用途でもプ

ライベート時でも、シーンを選ばず持ち歩けることが魅力です。アイリバーが誇る高音質設計に加え、音楽再生以外

にも動画（AVI（MPEG4 SP）、WMV9、XVID）再生、Flash ゲームが楽しめる Flash Lite 2.1、市販の Bluetooth
ヘッドセットに対応可能、録音可能なワールドバンド FM チューナー、操作カンタンなジョグホイール/ジョグスイッチを

搭載。 
 さらに 65000 色で 480x272 ピクセルのタッチスクリーン機能を持つ 3.3 インチアクティブマトリックス式有機 EL

ディスプレイを搭載。ハイクオリティで機能性に優れた携帯マルチプレーヤーです。 

製品名 SPINN（新製品） 
内蔵メモリ 8GB 

カラー シルバー 

可能な音楽ファイル収録数*1 約 1920 曲 

目安となる最大音楽収録時間 約 128 時間 

最長ボイスレコーディング時間*2 約 260 時間 

音楽 
約 20 時間（MP3, 128 Kbps, 44.1 KHz, ボリューム：20, EQ：ノーマル, 

 ディスプレイ：オフ） 
連続再生時間 

動画 
約 5 時間（AVI ファイル, 解像度：480X272,フレームレート：30fps, 

   オーディオ：MP3, ビットレート：320Kbps,44.1 Khz, CBR の場合) 

アイリバー直販価格 27,800 円（税込価格） 

ジョグホイールで簡単操作！多彩な機能を上質なボディに詰め込んだ 

大型有機 EL ディスプレイ搭載マルチメディアプレーヤー 

「SPINN」（スピン）発売！ 
2008年10月下旬発売予定、10月10日（金）iriver eストアにて予約受付開始！！ 

 

＊1：演奏時間約 4 分の曲, 標準的な圧縮レート 128kbps で MP3 形式, 約 4MB のファイルの場合。 
＊2：録音品質設定、メモリ空容量の使用度に依存します。 
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。 

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


SPINNの主な特長  
 
アクティブマトリックス式有機ELディスプレイで、 
高い画像表示能力を発揮 

アクティブマトリックス式有機 EL*ディスプレイ採用により、

画像表示のレスポンス時間が短くなり、解像度も高く、エネルギ

ー消費も小さくなっています。 
*アクティブマトリックス式有機EL:バックライトからの透過光によって表示する液

晶ディスプレイに対して、物質自体が発光する素子を使用しているため光量のロ

スが少なく、カラー再現性とコントラストに優れています。高い色調再現と広視野

角、高コントラスト、反応速度が速いという特性のある技術です。 
 
3.3 インチの大画面 タッチスクリーン機能も搭載 

大きくてきれいな画面を実現。65000 色・480×272 ピク

セルのディスプレイは、タッチスクリーン機能も搭載。目で見

たところを押すだけで、カンタンに操作することができ、家で

のくつろぎタイムでも、外出先のちょっとした時間でも、活躍

の場を広げることが可能です。 
 
操作性に優れたジョグホイール/ジョグスイッチを搭載 

指になじむジョグホイール/ジョグスイッチにより、ユニーク

な操作方法を実現。デザイン面でも、本体に組み込まれたシ

ンプルな形により、スマートでスタイリッシュな外観を表現し

ています。 
 
Flash Lite 2.1 搭載で、Flashゲームが楽しめる 

ジョグホイールかタッチパネルを操作し、Flash ゲームを楽しむ

ことができます。移動の間に、息抜きに、気軽にリフレッシュするこ

とができます。 
 
Bluetooth対応で、スマートに音楽や動画を楽しめる 

Bluetooth2.0 に対応（バージョン：Bluetooth 2.0 EDR プロ

トコル：A2DP, AVRCP）することで、コードレス・ハンズフリーの環

境を実現。コードがないのでファッションにも影響がなく、見た目に

もスマート。機能的にもわずらわしさがなく、移動中の操作も楽に

こなせます。 
*Bluetooth 対応ヘッドセットは別購入となります。 

 
サウンドにこだわるアイリバー 好みのイコライザを楽しめます 

SRS Lab で開発された 3D サウンド技術である SRS WOW をサポート。SRS/FOCUS/TRUBASS/WOW/ 
DEFINITION など多彩なサウンドクオリティからお好みの音質を選択することができ、重低音とサラウンドサウンド

効果により、クリアで迫力のあるサウンドをお楽しみいただけます。 
 
ポータブルなフォトアルバム 

デジタルカメラなどで撮影したイメージ画像などを SPINN に保存し、音楽を聴きながらイメージ画像を鑑賞するこ

とができます。写真の拡大表示も可能です。お気に入りの音楽と写真があれば、どんなところにいてもリラックスでき

ます。 
 
動画・ムービー再生機能でポータブルな映画館に 

テレビ付きパソコンで録画したテレビの番組や映画、動画（AVI）などの再生が可能で、通勤や通学、旅行や出張な

どの移動中、昼休みなどの休憩中、ちょっとした気分転換にお好きな動画を楽しむことができます。 
動画ファイルは AVI と WMV をサポート。付属の iriver plus3 を利用すれば、すでにある動画ファイルを SPINN に

対応したファイル形式に変換ができるので、動画変換の知識が苦手な方でも気軽に動画を楽しめます。 
 

海外でも使用可能 ワールドバンドＦＭチューナー内蔵 
便利なオートプリセット機能で FM 放送を手軽にお楽しみいただけます。受信地域設定を変えることで外国に行っ

てもその地域の FM 放送が受信可能に。FM 放送を聴きながらの録音も可能です。 

 

 

http://e-words.jp/w/E8A696E9878EE8A792.html
http://e-words.jp/w/E8A696E9878EE8A792.html
http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38388E383A9E382B9E38388.html


マルチコーデックに対応、FLAC, APEファイルも再生可能 
様々な音楽ファイル形式が再生可能なマルチコーデック対応は以前からアイリバー製品の大きな特徴です。 

SPINN は多様な音楽ファイル形式（MP3, WMA, OGG, FLAC,APE）に対応しています。可逆圧縮の FLAC ファイ

ルなら最高な音質での音楽鑑賞も可能です。さらに FLAC ファイルよりも圧縮率に優れている APE ファイルにも対応。

最高音質の音楽ファイルを、より多く SPINN に保存できます。（APE ファイルは Monkey’s Audio を利用して作成し

ます。） 
 

音楽以外にも動画・画像の変換機能 便利な転送ソフトiriver plus3  
音楽管理ソフト「iriver Plus3」は付属の CD-ROM に収録されています。使用方法はとてもシンプル。 iriver 

Plus3 上の管理画面で転送したい曲をチェックして転送ボタンを押すだけで SPINN に楽曲を転送してくれます。さら

に、動画や画像ファイルを SPINN で再生可能なファイル形式に自動的に変換できるので、パソコン操作が苦手な方

でも簡単にご利用いただけます。 
ファームウェアのアップグレードも行えるので、常に最新の機能や改良された機能を追加し、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。 
 

音楽ライフにフィットしたファームウェアの選択が可能（UMS/MTP） 
SPINN のファームウェアは MTP・MSC（UMS）の二種類。リムーバブルメディアとして SPINN を使用したい方、

音楽 CD からファイルをリッピングして楽しむ方は「MSC(UMS)」、音楽配信サービスなど DRM で保護されたファイ

ルを利用する方は「MTP」と音楽ライフにフィットした選択が可能です。 
 

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 
すべてのアイリバー製品には、1 年間の製品保証が付いています。 

 
約 70g。 携帯電話のようなサイズで手になじむ

約 70ｇ。高さ 51mm、横 99.5mm、厚さ（奥行き）13.5mm と手になじむサイズ。iriver オリジナルの「ジョグホ

イール/ジョグスイッチ」を採用し、無駄なボタンを省いたシンプルなデザインとつや消しシルバーの外装が、ただ手に

なじむだけではなく、操作感と高級感を向上させています。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各部の名称 

 

 

 

 

 
 

 



製品仕様 
 

モデル・容量  SPINN 

内蔵メモリ容量  8GB 

主な機能 再生・視聴・表示 音楽/動画/画像/Flash/FM ラジオ/テキスト/Bluetooth 対応 

 
分類 項目 仕様 

環境条件 動作保証温度 

－℃ ～ ＋℃ 

 

-5℃～+40℃ 

該当規格 電波規格 

該当技術基準適合証明 TELEC 

規格 

Bluetooth 規格 バージョン：Bluetooth 2.0 EDR  対応プロトコル：A2DP, AVRCP 

 
分類 項目 仕様 

本体寸法 (W) X (H) X (D)  mm 約 99.5（W）×51.0（H）×13.5（D） 

重量 本体 約 70 g 

カラー カラー仕様 シルバー 

充電池タイプ リチウムポリマー内蔵充電池 電源 

定格 830mAh 

充電時間 ＵＳＢによる充電 約 2.5 時間 

タイプ AMOLED（アクティブマトリックス式有機 EL） 

サイズ 3.3 インチ 

解像度 QVGA 480x272 

ディスプレイ 

色数 6 万 5 千色 

タイプ フラッシュメモリー メモリー 

容量 ８GB 

バージョン Bluetooth 2.0 EDR Bluetooth 

対応プロトコル A2DP, AVRCP 

USB ストレージ 対応 USB 

インターフェイス USB 2.0（High-Speed 最大転送速度 480Mbps 理論値）, USB 1.1 

対応 OS Windows Windows Vista / XP / 2000 

その他 本体機能 タッチスクリーン機能、バイブレーション機能 

 
分類 項目 仕様 

周波数特性 20Hz～20KHz オーディオ 

イヤホン出力 (L)15mW＋(R)15mW (16Ω) 

AVI （MPEG4 SP 準拠） 

  QVGA(480x272), フレームレート：～30fps, ビットレート：～1Mbps, 

  オーディオ：MP3 192 kbps 以下（128kbp 推奨） 

WMV9 

  QVGA(480x272), フレームレート：～30fps, ビットレート：～850bps, 

  オーディオ：WMA 192 kbps 以下（128kbp 推奨） 

動画再生 対応ファイル形式 

XVID 

  QVGA(480x272), フレームレート：～30fps, ビットレート：～1Mbps, 

  オーディオ：MP3 192 kbps 以下（128kbp 推奨） 

対応ファイル形式 MP3 (MPEG1/2/2.5Layer3), WMA, OGG, FLAC, APE 

対応レート ビットレート 

MP3/WMA： 8kbps - 320kbps, OGG：Q1 - Q10 

FLAC 圧縮レベル：0～8 

収録可能曲 約 1920 曲 ※1 

S/N 比 90dB 

ID3 タグ ID3 V1.1, V2.2.0, V2.3.0, V2.4.0 

DRM Windows Media DRM9 

イコライザー PRESET7 種類（Normal/Rock/Jazz/Pop/Classic/Live/Ubass）/ 

カスタム EQ/SRSWOWHD 

プレイモード 通常再生/リピート/1 曲リピート/シャッフル/シャッフルリピート/A-B リピート

音楽再生 

その他の機能 歌詞表示機能, 再生スピード変更機能 

対応ファイル形式 JPEG 

解像度 1000 万画素相当対応※2 

画像表示 

その他の機能 ズーム機能※2 

プレーヤー Flash Lite 2.1 Flash 

対応ファイル形式 SWF （フレームレート：20fps） 

周波数 76.0MHz～108MHz 

地域 韓国＆アメリカ, 日本, ヨーロッパ 

FM ラジオ 

アンテナ イヤホン※3 



 
 
 

分類 項目 仕様 

録音機能 ボイス録音, FM 録音 

録音ファイル形式 MP3 

録音品質（ビットレート） ボイス録音：低 32kbps/中 64kbps/高 128kbps 

FM ラジオ録音：低 64kbps/中 128kbps/高 192kbps 

録音 

連続録音時間 ボイス録音：約 260 時間（品質：中）※4, FM 録音：約 120 時間（品質：中）※4

対応ファイル形式 TEXT テキスト表示 

対応文字コード Unicode, Shift-JIS 

表示言語 言語数 39 カ国語 

動画再生時 約 5 時間（AVI/MPEG4 SP, 30fps） 連続再生時間 

音楽再生時 約 20 時間（MP3, 128kbps, Vol20, EQ ノーマル, LCD オフ） 

※1 演奏時間約 4 分の曲, 標準的な圧縮レート 128kbps で MP3 形式, 約 4MB のファイルの場合。 

※2 ズーム機能を使用する場合, 画像解像度が 480X270～1600x1200 ピクセルの範囲の画像ファイルでご利用ください。 

※3 Bluetooth ヘッドセットはラジオのアンテナとして動作しません。 

※4 メモリ空容量の使用度に依存します。 

 
 
 
 

SPINNに接続するパソコン 
 
Windows® 2000/XP 

Intel® Pentium® ll 233MHz以上のプロセッサ速度 
64MB 以上のメモリ 
30MB 以上のハードディスク空き容量 
スピーカーと 16 ビットをサポートするサウンドカード 
Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以降 
SVGA 以上の解像度を持つモニター（解度 1024×768 以上） 
 
Windows® Vista 

Windows® Vistaは、32 ビットのみをサポートし、64 ビットはサポートしません 
Intel® Pentium® ll 800MHz以上のプロセッサ速度 
512MB 以上のメモリ 
200MB 以上のハードディスク空き容量 
スピーカーと 16 ビットをサポートするサウンドカード 
Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以降 
SVGA 以上の解像度を持つモニター（解像度 1024×768 以上） 

 

 
 
 
SPINN パッケージ内容 
プレーヤー本体/取扱説明書/イヤホン/USB ケーブル/インストール CD（内容：iriver plus 3、Windows Media 
Player 11、iriver Firmware Updater、Movie Converter、取扱説明書）/製品保証書（１年間保証） 



 
 

 
SPINNに関する製品情報は、 

http://www.iriver.co.jp/product/iriver/spinn/

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

iriverダイレクト・楽天市場店での販売受付は、
http://item.rakuten.co.jp/iriver-jp/spinn_8gb/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【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

 

 消費者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/

http://www.iriver.co.jp/product/iriver/spinn/
http://www.iriver.co.jp/estore/spinn/
http://item.rakuten.co.jp/iriver-jp/spinn_8gb/

