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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、

Lyumoブランドからスマートデザインの 7 型デジタルフォトフレーム、「framee-Smart (フレーミースマート)」を

2010 年 7 月 30 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、7,980 円（税込み）。 

 

 「framee-Smart」は、デジタルフォトフレームの機能に特化したシンプルなモデルです。microSDカード（2GB）と

SD カードアダプターを標準付属しているので、携帯電話やデジタルカメラで撮影し、本体に挿入するだけすぐにお楽

しみいただけます。厚みをおさえたシルバーカラーのフレームが高級感と存在感を演出し、インテリアにも最適です。 

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。 

 

デザインデザインデザインデザインでででで選選選選ぶならぶならぶならぶなら、、、、シンプルスマートシンプルスマートシンプルスマートシンプルスマート！！！！！！！！        

贈贈贈贈りりりり物物物物にににに最適最適最適最適なななな 7777 型型型型デジフォトデジフォトデジフォトデジフォト    「「「「frameeframeeframeeframee----SmartSmartSmartSmart」」」」    新発売新発売新発売新発売    
2010201020102010 年年年年 7777 月月月月 30303030 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 7777 月月月月 23232323 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！！！！    

製品名製品名製品名製品名 framee-Smartframee-Smartframee-Smartframee-Smart

フレームカラーフレームカラーフレームカラーフレームカラー ブラックブラックブラックブラック　　　　////　　　　ホワイトホワイトホワイトホワイト

サイズサイズサイズサイズ////解像度解像度解像度解像度 7777型型型型（（（（17171717 ....8888cmcmcmcm） ） ） ） ////　　　　480480480480xxxx234 234 234 234 

対応対応対応対応メディアメディアメディアメディア SDSDSDSDメモリカードメモリカードメモリカードメモリカード////SDHCSDHCSDHCSDHCメモリカードメモリカードメモリカードメモリカード////メモリースティックメモリースティックメモリースティックメモリースティック*1*1*1*1////マルチメディアカードマルチメディアカードマルチメディアカードマルチメディアカード *2*2*2*2 / / / /USBUSBUSBUSBメモリーメモリーメモリーメモリー

対応対応対応対応ファイルファイルファイルファイル形式形式形式形式 JPEG JPEG JPEG JPEG 

主主主主なななな機能機能機能機能  画像表示  画像表示  画像表示  画像表示 / / / / カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー表示 表示 表示 表示 / / / / 日日日日めくりめくりめくりめくりカレンダーカレンダーカレンダーカレンダー表示表示表示表示////時計表示 時計表示 時計表示 時計表示 / / / / 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

型番型番型番型番 ブラックブラックブラックブラック：：：：FMTFMTFMTFMT----070070070070BBBB　　　　　　　　ホワイトホワイトホワイトホワイト：：：：FMTFMTFMTFMT----070070070070WWWW

JANJANJANJANコードコードコードコード ブラックブラックブラックブラック：：：：4571291246867457129124686745712912468674571291246867　　　　　　　　ホワイトホワイトホワイトホワイト：：：：4571291246850457129124685045712912468504571291246850

直販価格直販価格直販価格直販価格((((税込税込税込税込）））） 7777 ,,,,980980980980円円円円

*1：メモリースティックはソニー株式会社の登録商標です。

*2：マルチメディアカードは、Infineon Technologlies AG社の登録商標です。



 

frameeframeeframeeframee----SmartSmartSmartSmart ( ( ( (フレーミースマートフレーミースマートフレーミースマートフレーミースマート))))のののの主主主主なななな特長特長特長特長  

 
高級感高級感高級感高級感とととと存在感存在感存在感存在感のあるのあるのあるのあるデザインデザインデザインデザイン 
薄型で厚みをおさえたシルバーカラーのフレームが高級感を演出。 

表面のクリアパネルが画像の美しさを際立たせたスマートデザインの 

デジタルフォトフレームです。色は、ブラックとホワイトの 2 色をご用意。 

インテリアにも適した framee-Smart は、大切な思い出を色鮮やかに再

現します。 

    

    

    

    

    

    

3333 ステップステップステップステップのののの簡単操作簡単操作簡単操作簡単操作、、、、うれしいうれしいうれしいうれしい microSDmicroSDmicroSDmicroSD カードカードカードカード/SD/SD/SD/SD カードアダプターカードアダプターカードアダプターカードアダプターをををを標準付属標準付属標準付属標準付属    

framee-Smart には、microSD カード（2GB）を標準で付属しています。 

最大約 4,000 枚*の写真を収納することが可能です。 

携帯電話やデジタルカメラで撮影し、付属の SD カードアダプターと共に 

本体に挿入すれば、すぐにお楽しみいただけます。写真を入れて、プレゼ 

ントするのにも便利です。 
 

*付属の microSD カードを使用し、300 万画素相当での撮影画像換算の場合の目安です。 

  

 

    

カンタンリモコンカンタンリモコンカンタンリモコンカンタンリモコン操作操作操作操作    
付属のリモコンもシンプルでわかりやすい日本語対応。本体に合わせたカラーリングでブラ

ックにはブラック、ホワイトにはホワイトのリモコンを付属しています。 

    

    

    

    

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-Smart 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。 

 

 

 

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、本体色に合わせたブラックとホワイトカラーのシンプルデザイ

ン。付属のメモリーカード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。                                     *メッセージカード等は付属しておりません。 



 

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。    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    

カラーバリエーション ブラック　/　ホワイト
液晶パネル 駆動方式 TFT アクティブマトリックス

サイズ 対角：17.8cm　7型
画素ピッチ 水平：0．321ｍｍ、垂直：0.370ｍｍ
輝度 150ｃｄ/㎡（標準）
コントラスト 150：1（標準）
視野角 左右70°、上下60°（標準）

最大表示色 約26．2万色
解像度 480 ｘ 234
最大表示範囲 水平：154.08ｍｍ、垂直：86.58ｍｍ
写真 対応フォーマット JPEG

スライド切り替え 10種類
スライド間隔 5,15,30秒／1,5,30分／1,4,12時間 / 1日
表示パターン 標準／カレンダー/日めくりカレンダー

対応メディア*
SDメモリカード,（SDHCメモリーカード含む）マルチメディアカード,メモリースティック,USBメモリ

USBインターフェイス USB(Aタイプ）x1
時計表示 対応　（カレンダー表示と合わせて）
カレンダー表示 対応　（時計表示と合わせて）
その他の機能 タテ・ヨコ自動判別機能
消費電力 5Ｗ（最大）
入力電源 DC5V1A (AC アダプター使用）
外形寸法 幅ｘ高さｘ奥行 178 ｘ 115 x 69.7 ｍｍ　（スタンド含む）
重量 約305ｇ (スタンド含む）
環境条件 動作時 温度 5～35℃

湿度 10～80％（結露なきこと）
保管時 温度 －20～55℃

湿度 10～80％（結露なきこと）
付属品 ACアダプタ/リモコン/microSDカード（2GB）/microSDカードアダプター他
*メモリースティックは、ソニー株式会社の商標です。

　マルチメディアカード（MultiMediaCardTM）は、ドイツのInfineonTechnorogies AG社の登録商標であり,
  MMCAへライセンスされています。



 

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

【【【【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/ 

    
frameeframeeframeeframee----SmartSmartSmartSmart 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.jp/product/http://www.iriver.jp/product/http://www.iriver.jp/product/http://www.iriver.jp/product/lyumolyumolyumolyumo////frameeframeeframeeframee----smart/smart/smart/smart/    
    

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----smart/smart/smart/smart/    

    
    

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----smsmsmsmartartartart////    

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くくくく））））  

℡℡℡℡：：：：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 

月曜月曜月曜月曜～～～～金曜金曜金曜金曜 10:00～～～～18:00 （（（（祝祭日祝祭日祝祭日祝祭日およびおよびおよびおよび年末年始年末年始年末年始年末年始をををを除除除除くくくく）））） 

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/ 


