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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、2010

年 4 月に立ち上げた新ブランド「Lyumo（リューモ）」から、簡単に操作ができるタッチスクリーン機能を搭載した 8 型

高解像度のデジタルフォトフレーム「framee-Touch (フレーミータッチ)」を 2010 年 5 月 28 日（金）に同社オンライ

ンショップ「iriver eストア(http://www.iriver.jp/estore/)」、マウスコンピューター秋葉原/大阪ダイレクトショップ内「アイリ

バーゾーン(http://www.mouse-jp.co.jp/shop/ )」、iriver ダイレクト「楽天市場店（http://www.rakuten.ne.jp/gold/iriver-jp/）」お

よび、全国の主要パソコン専門店・家電量販店ならびに小売店にて順次発売いたします。  

直販価格は、12,800 円（税込み）。 

 

 

 「framee-Touch」は、画面にタッチするだけの簡単な操作方法を採用し、また 8 型 SVGA（800x600 ピクセル）

の高解像度で大切な思い出を色鮮やかに再現します。フレームカラーは、インテリアに合わせて選んでいただけるよ

うにモダンで落ち着いた色の「ブラック」と、お部屋の印象を明るく見せる「ホワイト」の 2 色をご用意いたしました。 

 

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渡るデジタルデバ

イスのラインアップ拡大、「Lyumo」ブランドの認知拡大、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。  

さわってさわってさわってさわってカンタンカンタンカンタンカンタン、、、、見見見見てててて楽楽楽楽しいしいしいしい    

大画面大画面大画面大画面デジタルフォトフレームデジタルフォトフレームデジタルフォトフレームデジタルフォトフレーム    「「「「fffframeerameerameeramee----TouchTouchTouchTouch」」」」    新発売新発売新発売新発売    
2010201020102010 年年年年 5555 月月月月 28282828 日日日日（（（（金金金金））））発売予定発売予定発売予定発売予定、、、、iriver eiriver eiriver eiriver e ストアストアストアストアにてにてにてにて 5555 月月月月 14141414 日日日日（（（（金金金金））））よりよりよりより予約予約予約予約受付受付受付受付開始開始開始開始！！！！    

製品名 framee-Touchframee-Touchframee-Touchframee-Touch

内蔵メモリ 2GB*1

フレームカラー ブラック　/　ホワイト

サイズ/解像度 8型（20.3cm） /　800x600（SVGA）

対応ファイル形式 写真：JPEG / BMP　音楽：MP3 / WMA  　動画：Motion-JPEG / MP1/2/4(SP/ASP)

主な機能 タッチスクリーン / 画像表示 / カレンダー表示 / 時計表示 / 音楽再生 / 動画再生 / タテ・ヨコ自動判別機能

型番 ブラック：FMT-080B2　　ホワイト：FMT-080W2

JANコード ブラック：4571291245778　　ホワイト：4571291245747

直販価格 12121212 ,,,,800800800800円円円円（（（（税込価格税込価格税込価格税込価格））））

*1：一部内部容量を使用しているため、実際の容量は若干異なります。



 

frameeframeeframeeframee----ToucToucToucTouchhhh ( ( ( (フレーミータッチフレーミータッチフレーミータッチフレーミータッチ))))のののの主主主主なななな特長特長特長特長  

 
タッチスクリーンタッチスクリーンタッチスクリーンタッチスクリーンでででで操作操作操作操作ががががカンタンカンタンカンタンカンタン！！！！ 

framee-Touch は、タッチスクリーン機能を搭載しているので、画面表

示メニューに直接触れるだけ。煩わしい背面操作を必要とせず、カン

タンに操作ができます。機器の操作に苦手意識を感じている方でも、

タッチスクリーン機能があれば操作の手助けとなり、より快適にご使

用いただけます。 

 

高画質高画質高画質高画質・・・・高解像度高解像度高解像度高解像度 8 型液晶型液晶型液晶型液晶 

写真全体を、きれいに表示するため、縦横比 4：3の 8型液晶を採用。

SVGA800x600 ピクセルの高解像度が大切な思い出を色鮮やかに

再現します。 

    

    

    

どんなどんなどんなどんなインテリアインテリアインテリアインテリアにもあうにもあうにもあうにもあう、、、、洗練洗練洗練洗練されたされたされたされたデザインデザインデザインデザイン 
framee-Touch は、なめらかな曲線とシンプルなフォルムです

っきりとしたデザインに仕上げました。モダンで落ち着いた色

のブラックとお部屋の印象を明るく見せるホワイトの 2 色をご

用意しており、和室・洋室問わず、インテリアに合わせてお選

びいただけます。 

 

 

 

 

    

置置置置きききき方方方方をををを選選選選ばないばないばないばない、、、、タテタテタテタテ・・・・ヨコヨコヨコヨコ自動判別機能自動判別機能自動判別機能自動判別機能    
ｆramee-Touch はタテ置き・ヨコ置きの両方の置き方ができま

す。タテ・ヨコ自動判別機能によって、表示画面が自動的に回

転するため、置き場所や写真に合わせて飾ることができます。 

 

節電節電節電節電をををを考考考考えたえたえたえた、、、、自動電源自動電源自動電源自動電源オンオンオンオン/オフオフオフオフ機能機能機能機能 

製品本体の消費電力を抑えるため、時刻設定が可能な「自動

電源オン/オフ」機能を搭載。 

 

いろいろいろいろいろいろいろいろ使使使使えるえるえるえる多彩多彩多彩多彩なななな機能機能機能機能 

15 パターンのスライドショー再生、動画・音楽再生機能など充

実機能を搭載。スライドショーを表示しながら音楽再生や時計

/カレンダー表示も可能です。 

 

 

最大約最大約最大約最大約 4,000 枚枚枚枚*のののの画像保存画像保存画像保存画像保存がががが可能可能可能可能 

本体に大要量の 2GB メモリを内蔵しているので、最大 4,000 枚もの

画像を収録することができます。 
（* 300 万画素での撮影画像換算の場合。） 

 

シンプルシンプルシンプルシンプルななななパッケージパッケージパッケージパッケージででででプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントにもにもにもにも最適最適最適最適 

パッケージは、白と Lyumo Green を基調としたシンプルデザイン。 

内蔵メモリに写真を入れてメッセージカードを添えれば、世界に一つ

だけのオリジナルギフトに。 

ご家族やご友人など、大切な人へのプレゼントにも最適です。 

 

タテ置き ヨコ置き 



 

製品仕様製品仕様製品仕様製品仕様    

※製品改良のため、記載されている製品の仕様、外観、同梱品は予告なく変更になることがあります    
※画面写真は、ハメコミ合成です。    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
frameeframeeframeeframee----TouchTouchTouchTouch にににに関関関関するするするする製品情報製品情報製品情報製品情報はははは、、、、    

http://www.iriver.jhttp://www.iriver.jhttp://www.iriver.jhttp://www.iriver.jp/product/p/product/p/product/p/product/lyumolyumolyumolyumo////frameeframeeframeeframee----touch/touch/touch/touch/    
    

アイリバーアイリバーアイリバーアイリバー････eeee ストアストアストアストアででででのののの販売販売販売販売受付受付受付受付はははは、、、、    
http://www.iriver.jp/estore/http://www.iriver.jp/estore/http://www.iriver.jp/estore/http://www.iriver.jp/estore/frameeframeeframeeframee----touch/touch/touch/touch/    

    
    

iriveririveririveririver ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト・・・・楽天市場店楽天市場店楽天市場店楽天市場店でのでのでのでの販売受付販売受付販売受付販売受付はははは、、、、    
http://item.rakuten.co.jp/iriverhttp://item.rakuten.co.jp/iriverhttp://item.rakuten.co.jp/iriverhttp://item.rakuten.co.jp/iriver----jp/jp/jp/jp/frameeframeeframeeframee----touch/touch/touch/touch/    

内蔵メモリ容量 ２ＧＢ
カラーバリエーション ブラック　/　ホワイト

駆動方式 ａ－Ｓｉ ＴＦＴ アクティブマトリクス
サイズ ８型（２０．３cm）
画素ピッチ 水平：０．２５３５ｍｍ、垂直：０．２５３５ｍｍ
輝度 ３００ｃｄ/㎡（標準）
コントラスト ２５０：１（標準）
視野角 左右６５°、上下６５°（標準）

最大表示色 約２６．２万色
解像度 ８００ ｘ ６００
最大表示範囲 水平：１６２．２ｍｍ、垂直：１２１．７ｍｍ

対応フォーマット ＪＰＥＧ、ＢＭＰ
スライド切り替え １５種類（映像効果設定にて選択）
スライド間隔 ５秒／１０秒／１５秒／３０秒／１分／３分
表示パターン 標準／モーション／時計／カレンダー

音楽 対応フォーマット ＭＰ３、ＷＭＡ
動画 対応フォーマット Ｍｏｔｉｏｎ－ＪＰＥＧ、ＭＰ１／２／４（ＳＰ／ＡＳＰ）
対応メディア SD、SDHC、MMC、MS、CF
対応OS Windows 7, Windows Vista,  Windows XP 
USBインターフェイス miniUSB（Bタイプ）x1 / USB(Aタイプ）x1
時計表示 アナログ／デジタル時計
カレンダー表示 対応

自動電源オン／オフ機能 対応
アラーム機能 対応

消費電力 １０．５Ｗ（最大）
外形寸法 幅ｘ高さｘ奥行 ２３８ ｘ １９８ ｘ ３９ｍｍ
重量 ８６０ｇ

温度 ５～３５℃
湿度 １０～８０％（結露なきこと）
温度 －２０～６０℃
湿度 １０～７０％（結露なきこと）

付属品 ワイヤレスリモコン、ACアダプタ-、クリーニングクロス他

動作時

保管時

液晶パネル

写真

その他機能

環境条件



 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

【【【【株式会社株式会社株式会社株式会社マウスコンピューターマウスコンピューターマウスコンピューターマウスコンピューター    会社概要会社概要会社概要会社概要】】】】    
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、Lyumo 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/ 

おおおお客様客様客様客様からのおからのおからのおからのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社マウスコンピューターマウスコンピューターマウスコンピューターマウスコンピューター 

【【【【ごごごご購入前購入前購入前購入前のののの製品製品製品製品おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ・・・・ごごごご注文注文注文注文はこちらはこちらはこちらはこちら (個人個人個人個人のおのおのおのお客様客様客様客様)】】】】 

    電話受付時間電話受付時間電話受付時間電話受付時間：：：：9：：：：00～～～～20：：：：00     土日祝土日祝土日祝土日祝のみのみのみのみ：：：：11:00～～～～20：：：：00  年末年始年末年始年末年始年末年始をををを除除除除きききき無無無無休休休休 

℡℡℡℡：：：：03-6739-3803 

 

【【【【ごごごご購入後購入後購入後購入後のののの製品製品製品製品サポートサポートサポートサポートはこちらはこちらはこちらはこちら】】】】 

アイリバーアイリバーアイリバーアイリバーサポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター 

※※※※    2010 年年年年 4 月月月月 9 日日日日（（（（金金金金））））よりよりよりより「「「「demee」」」」ブランドブランドブランドブランドはははは「「「「Lyumo」」」」ブランドブランドブランドブランドにににに統合統合統合統合いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

製品製品製品製品サポートサポートサポートサポートはははは、、、、いままでいままでいままでいままで通通通通りりりりアイリバーサポートセンターアイリバーサポートセンターアイリバーサポートセンターアイリバーサポートセンターににににておておておてお受受受受けいたしますけいたしますけいたしますけいたします。。。。 

月曜～金曜 10:00～18:00 （祝祭日および年末年始を除く） 

ナビダイヤルナビダイヤルナビダイヤルナビダイヤル：：：：    0570-002-220 

E-mail ででででのおのおのおのお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは、、、、ホームページホームページホームページホームページののののメールフォームメールフォームメールフォームメールフォームをごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください 

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


