
製品名

スタイル Mickey style（ミッキースタイル） Minnie style（ミニースタイル）

内蔵メモリ容量

主な機能

販売価格

framee-M（フレーミー エム）

1GB

9,999円（税込）

フォトフレーム (画像）/動画/音楽/時計（カレンダー）

PRESS RELEASE 
2008 年 12 月 26 日  

株式会社 iriver japan 
http://www.iriver.co.jp/ 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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、同 社 独 自 のデジタルフォトフレームシリーズ「framee（フレ

ーミー）」の第 二弾として、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）とのライセンス契約による、Mickey style と Minnie style の 2 タ

イプの「framee-M（フレーミーエム）」を、2008 年 12 月 30 日（火）より全国のトイザらスにて販売

を開始いたします。価格は 9,999 円（税込）。 

「framee-M」は 320×240 ドットで 3.5 インチの手のひらサイズの液晶を搭載。コンパクトでど

こにでも置いておけるボディに、大容量の 1GB の内蔵メモリを搭載しています。動画や音楽の再生

にも対応、時計やカレンダーの表示も可能です。また、Mickey style と Minnie style の２種類の

バリエーションが用意されているので、お好みのスタイルをチョイスできます。※フレームの付 け替 えはできま

せん。 

選べる Mickey style と Minnie style、 

高解像度液晶搭載、内蔵メモリ 1GB のコンパクトデジタルフォトフレーム

「framee-M」（フレーミーエム） 新発売！ 
2008 年 12 月 30 日（火）発売予定

報道関係各位  
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framee-M の主な特長   

 
■ 定番の Mickey style と 

リボンがかわいい Minnie style 
丸 みを帯 びたかわいいボディの向 こうに、ミッキーの耳 の

部分が覗いている Mickey style と、ミニーの象徴でもある

赤いリボンがついている Minnie style の 2 タイプをご用意

しました。ディズニーファンならずともコレクションに加えたくな

るアイテムのひとつです。 
 

 
■  アイコンや時計などのモチーフまでミッキーの形  

操作をするためのアイコンや、時計などのモチーフにまで、かわいらしいミッキーの形を使用しまし

た。カラフルでかわいいアイコンやモチーフは、眺めているだけも楽しい気持ちになります。 

 
 
■ 小さくても高解像度の TFT LCD を搭載  

手のひらサイズの 3.5 インチ TFT LCD を搭載している framee-M は、どこにでも置ける気軽さ

ながら、320×240 ドットで画像もくっきり鮮明。思い出のあの写真も、好きな動画も、美しく鮮明な

表示でご覧いただけます。 
 
 
■ SD/MMC メモリーカードに対応  

カードスロット搭載で、SD カード、MMC（マルチメディアカード）の 2 タイプの外部メディアを読み込

み可能。お手持ちのデジタルカメラや携帯電話で使用しているメモリーカードを framee-M に挿すだ

けで、簡単に画像を表示することが出来ます（外 部 メディアは別 売 になります）。 
 
 
■ 大容量の 1GB 内蔵メモリ搭載  

内蔵メモリの容量が 1GB もあるので、メモリーカードが無くても本体だ

けで実に 1000 枚もの画像を収録することが出来ます（1 画像＝約

1MB として換算）。1 枚あたり 5 秒間のスライドショー表示を行ったとす

ると、約 1.5 時間もの間異なる画像を楽しむことが出来ます。 
 
 
■ いろいろ使える多機能モデル 

動画や音楽の再生にも対応。スピーカーを内蔵しているので、写真をスライドショー表示しながら

音楽再生も楽しめます。また、時計やカレンダー、アラーム機能もついています。 
 

 

■  リチウムイオン内蔵蓄電池だから、外出先でも楽しめる 
コンパクトな上にリチウムイオン内蔵蓄電池を搭載しているので、お友達の家で、旅行先で、撮っ

た画像をその場で電源がなくても楽しめます。もちろん、AC アダプターも同梱されているので、自宅

で時計やカレンダーの代わりや、インテリアとして、連続使用も可能です。※AC アダプター接 続 時 は本 体 を

操 作 できますが、USB ケーブル接 続 時 は操 作 することができません。 
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＜後 姿 もカラーリングにこだわりました＞ 



パッケージ内容 
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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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モデル framee-M

スタイル

内蔵メモリ容量 1GB

主な機能

機能 項目

対応ファイル形式 JPEG

解像度 1000万画素相当対応

表示モード スライドショー/サムネール

回転 ノーマル/90度/180度/270度

スライド間隔 5秒/10秒/30秒/1分

スライドショー効果 ノーマル/ランダム

動画 対応ファイル形式

対応ファイル形式

対応ビットレート

収録可能曲

S/N比 85dB

ID3 タグ 非対応

DRM 非対応

表示モード

アラーム

アラーム繰り返し設定

オートオフ機能

本体寸法 　 (W) X  (H) X  (D)  mm Mickey style 約118×104×15  Minnie style 約118×111×15

重量 本体 約 110g　

タイプ TFT LCD

サイズ 3.5 inch

解像度 320x240

色数 6万5千色

コントラスト比 350：1

LCD寿命 50000時間

タイプ NAND フラッシュメモリ

容量 1GB

USBストレージ 対応

インターフェイス USB 2.0

スロット カードスロット

対応メディア（別売） SD/MMC

対応OS Windows Windows Vista （※2） / XP / 2000

周波数特性 20Hz～20kHz

スピーカー出力

イヤホン出力 （L）4.4mW+（R）4.4mW（32Ω）

ACアダプター 100～240V対応 （※3）

バッテリー リチウムイオン内蔵蓄電池

オーディオ

音楽

(L) 0.5W＋ (R) 0.5W  (8Ω)

カレンダー / 時計

MP3

8kbps - 320kbps

内蔵メモリ 約240曲（※1）

オン/オフ、オートオフ時刻設定有

外部メディア

USB

フォトフレーム
(画像再生）

時計

メモリ

ディスプレイ

フォトフレーム (画像）/動画/音楽/時計（カレンダー）

Mickey style / Minnie style

オン/オフ、音源（アラーム音/音楽）

月～土/月～金/1回のみ/毎日

AVI  (MPEG4）
  QVGA (320X240), フレームレート：
  ～30fps, ビットレート：～1Mbps,
  オーディオ：MP3  8～320kbps以下
  (128kbps推奨）

仕様

※1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。

※2 Vistaは32bit版のみ対応。

※3保証対象は日本国内100V使用時のみ。

電源

製品仕様 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【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 

 

 

 

 

 

 

 
framee-M に関する製品情 報は、

http://www.iriver.co.jp/product/iriver/framee-m/ 

 

アイリバーに関する製品貸出・報道関係の皆様からのお問い合わせは  

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/ 


