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株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）は、 

9 月中旬に発売した『demee』ブランﾄﾞ大人気商品、「ハローキティ ミュージックプレーヤー」のプレミアムモデルとし

て『ハローキティ ミュージックプレーヤー プレミアム』を発売いたします。今回のキティちゃんは、その名のごとくプレ

ミアム感たっぷりのゴールドカラーパーツのリボンをつけての登場です。 

さらに容量は『ハローキティ ミュージック プレーヤー』の2倍の容量、4GBあり約960曲も*1収録ができます。  イ

ヤホンの一部にもゴールドカラーを使用しているので、ファッションアイテムとしてもご利用いただけます。 
 
『ハローキティ ミュージックプレーヤー プレミアム』は、2009 年 12 月 18 日（金）に同社オンラインショップ「iriver e
ストア(http://www.iriver.jp/estore/kitty_pr/ )」、「iriverダイレクト楽天市場（http://item.rakuten.co.jp/iriver-jp/kitty_pr/ ）」のみの限定数

量・限定発売となります。（アイリバーゾーンでの取り扱いはございません） 
直販価格は、7,980 円（税込）。 12 月 4 日（金）より予約受付を開始いたします。 

 
マウスコンピューターは、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、『demee』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。 
 

製品名 ハローキティ ミュージックプレーヤー プレミアム 
内蔵メモリ 4GB 

可能な音楽ファイル収録数＊1 約 960 曲 

目安となる 大音楽収録時間＊1 約 64 時間 

連続音楽再生時間 約 10 時間＊2 

アイリバー直販価格 7,980 円（税込価格） 

 

漆黒のボディに、光るゴールドパーツがカッコいい！！ 

「ハローキティ ミュージックプレーヤー プレミアム」 新発売 
2009年12月18日（金）発売 先行予約開始 （直営オンラインショップ限定発売） 

＊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。内蔵メモリの使用量に依存します。 
＊2：MP3, 128kbps, Vol15, EQ ノーマル 
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ハロ-キティ ミュージックプレーヤー プレミアムの主な特長  
 

 
キラリと光るゴールドパーツがかっこいい！ 
キュートなキティちゃんが漆黒のボディにゴールドカラーをあしらって登場。ト

レードマークであるリボンパーツはもちろん、付け替えできるお花のパーツもゴ

ールドカラーを使用しているのでゴージャス感と共に、クールさが前面にでて

います。ファッションのワンポイントアイテムとしても活用していただけるため、

いつでもどこでもキティちゃんと一緒におでかけを楽しんでください♪ 
 
 

 

 

 
小さなボディに約 960 曲

 

 
『ハローキティ ミュージックプレーヤー プレミアム』はその名のごとくプレミアム級

の容量の 4GB メモリを内蔵。約 960 曲*1 も収録が可能に。通勤・通学の際も、ちょ

っとした旅行中の移動の際も、様々なシーンでご利用いただけます。 

背面にある再生ボタンを押せば、いつでもどこでも大好きな曲を、大好きなキティ

ちゃんに入れて持ち歩くことができます♪ 
 

＊1：

   の場合。内蔵メモリの使用量に依存します。 

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                   

 
 
 

 
 
わずか 16ｇの軽量モデル 
本体はたったの 16ｇ。付属のクリップで服やカバンにつけ

ても軽くて気にならず、見た目もとってもキュート。昔から

のファンの方も、 近好きになった方も、いつでもキティち

ゃんと一緒に音楽を楽しむことができます。 
 
 
Wｉｎｄｏｗｓ® 7 にも動作確認済み！！ 
2009 年 10 月 22 日にマイクロソフト社から販売された

『Windows®７』にいち早く動作を確認済み！！付属のＵ

ＳＢ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るので、特別なソフトウェアを必要

とすることなく、『ドラッグ＆ドロップ』するだけの簡単転送。 
 
 
 
 

 
付属品までこだわりのデザインを 
付属されているイヤホンにはゴールドカラーのラインをあ

しらっており、USB ケーブルもゴールドカラーのキティちゃ

んイラスト付き。他では購入できない『demee』ブランドな

らではの、こだわりです。 
 
 
 



 

 

 

各部の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品仕様 

 

分類 項目 仕様

本体寸法 　(W) X (H) X (D)  mm 約45.2（W）×35.5（H）×17.0（D）
重量 本体 約 16.0g 
電源 充電池タイプ リチウムポリマー内蔵充電池 （付属USBケーブルで充電）
充電時間 ＵＳＢによる充電 約2時間半

対応ファイル形式 MP3 (MPEG1/2/2.5Layer3), WMA
S/N比 90dB
ID3 タグ 非対応（画面なし）
DRM 非対応
イコライザー Normal （初期値）→ Classical → Jazz → Pop → Rock
再生モード 通常再生/シャッフル

周波数特性 40Hz～20KHz
イヤホン出力 (L)13mW＋(R)13mW (16Ω)

連続再生時間 音楽再生時間 約10時間（MP3, 128kbps, Vol 15, EQノーマル, フル充電時）
対応OS Windows  ※1 Windows® 7 / Vista / XP / 2000
ボリューム ステップ 30
環境条件 使用環境 ※2 0 ～ 50℃

※1　Windows® 7,Vistaは32ビット版対応

※2　充電時は極端に暑いところ寒いところに長時間放置しないでください

音楽再生

オーディオ

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
「ハローキティ ミュージックプレーヤー プレミアム」に関する製品情報 

 

アイリバー･e ストアでの販売受付は、 
http://www.iriver.jp/estore/kitty_pr/ 

 
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/kitty_pr/ 



 
 

 
【株式会社マウスコンピューター 会社概要】 

会社名：株式会社マウスコンピューター 所在地：東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー 9F 代表者：代表取締役

社長 小松 永門 事業内容：パーソナルコンピュータ及び周辺機器の開発、製造、販売とそれに付随する一切の事

業、および日本国内でのiriver、demee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 設立：2006 年 10 月 資本金：1 億円 URL：http://www.mouse-jp.co.jp/ 
 
 
 

 

株式会社マウスコンピューター 

【個人のお客様のお問い合わせ・ご注文は】 

 電話受付時間：9：00～20：00 土日祝のみ：11:00～20：00 年末年始を除き無休 

℡：03-6739-3803 

 

【法人のお客様のお問い合わせ・ご注文は】 

電話受付時間：月～金 9：00～18：00  24 時間受付 

℡：03-6739-3808 

 

【ご購入後の製品サポートはこちら】 

アイリバーサポートセンター 

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 

 

お客様からのお問い合わせ先 

 

http://www.mouse-jp.co.jp/

