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YouTube やニコニコ動画の動画がボタンひとつでポケットへ！ 

動画変換ツール iriver Movie Plus の無償ダウンロード開始 
圧倒的に使いやすい動画検索／変換ソフトウェア誕生！ 

携帯型デジタルオーディオプレーヤーの世界ブランド「iriver」（アイリバー）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 代表取締役社長：浅野樹美）は、同社が販売する携帯型メディアプレーヤー向

けに、YouTube やニコニコ動画上の動画ファイルを簡単に変換、転送できるソフトウェアである「iriver Movie Plus」を

2009 年 1 月 23 日より iriver japan ウェブサイトにて製品登録ユーザーを対象に無償ダウンロードを開始いたします。 

iriver Movie Plus は、非常に簡単に YouTube やニコニコ動画のファイルを検索し、スピーディに表示するインタフェ

ースを持ち、かつお気に入りのファイルをボタンひとつクリックするだけで簡単にパソコン内に保存し、各種iriver製品

への転送を行うことができます。 

株式会社 iriver japan 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、従来のデジタルオーディオプレーヤーの枠を超えた新しいスタイルと音楽や動画を持

ち歩く喜びを提供します。 

 

◇開発の背景 

現在 YouTube など動画サイトの人気は世界規模で広がっています。それに伴い、ウェブサイト上で動画を見るだ

けでなく、自分の PC 画面やモバイル環境で動画を楽しみたいという要望も高まりつつあります。これまで、動画をダ

ウンロードしたり、フォーマットを変換したりする単機能のソフトはありましたが，これらの機能を一つにまとめたソフト

は存在していませんでした。一方で iriver 製品においても、動画再生機能を持つ製品を数多くご提供させていただい

ておりますが、ユーザーからはどうやったら動画を手に入れられるのか、また動画フォーマットが複雑で変換が難し

いと言った声が多く、必ずしも使いやすいものとはなっていませんでした。そこで、こうしたご要望にすべてお応えでき

る『iriver Movie Plus』を無償配布することにより、いつでも、どこでも手軽に動画を楽しめる環境をより幅広いユーザ

ーに提供していきます。今後は対応機種の拡充をはじめとして、サービスや機能を世界各国でご利用いただけるよう，

順次改良していく計画です。 

 

◇お気に入りの動画をボタン１つで持ち歩ける！ 

iriver Movie Pluls は以下の iriver 製品に対応した動画変換機能を持ち、iriver 製品の専用ファイル管理ソフトであ

る「iriver plus3」と自動的に連携して iriver 製品への動画転送を可能にします。設定はとてもカンタン、わかりやすい

ボタン操作で変換、転送ができます。 

 

[動画変換ファイルの対応製品と主なスペック] 
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iriver Plus3で転送すると、WMVファイルへ変換されますが、再生可能（直接本体メモリへ転送すればそのまま再生可能）

iriver Plus3で転送すると、WMVファイルへ変換されますが、再生可能（直接本体メモリへ転送すればそのまま再生可能）

機種

 
＊無償配布ソフトのため、今後の新製品への対応状況のお問い合わせ等に関しましてはお答えできません。 

＊音声での変換の場合、MP3 ファイルに変換されるため、MP3 再生に対応した機種であれば基本的に iriver のどの

製品でも再生が可能となります。(ただしご利用にあたっては iriver Plus3 が必要です) 

 
 

iriver Movie Pluls の主な機能 
 

◇素早くお気に入りの動画を検索！ 

キーワードを入力して検索結果を一覧表示。サムネイル表示にも対応しているので、観たい動画をかんたんに探し

出せます。検索して再生した動画はお気に入りに登録することができます。YouTube に加え、ニコニコ動画にも対応

しているので、より様々なカテゴリの動画の中からお気に入りの動画を見つけ出すことが可能です。 

 
 



 
 

 

◇再生して楽しむ！ 

検索ヒットした動画を再生します。再生ウィンドウのみを表示させる「プレイヤーモード」やパソコンの画面いっぱいに

動画を再生する「フルスクリーンモード」で動画を楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ボタン一発で保存＋変換！ 

画面右中央の iriver ボタンをクリックすれば、再生している動画をダウンロードして保存し、iriver 製品で再生可能な

形式に変換することができます。 

 動画をそのまま保存、変換するだけでなく、iriver の動画対応ではない通常のオーディオプレイヤーでも再生可能な、

音声部分のみ MP3 形式での保存にも対応しています。動画と一緒に楽しみたいときは動画ボタン、音楽だけ気軽に

楽しみたいときはミュージックボタンと楽しみたいシーンに合わせた使い分けが可能です。また、iriver Movie Plus が

もともと対応している iPod や PSP, 携帯電話へのファイル変換にももちろん対応しています。 

 

 
 

◇iriver plus3 に自動的に登録、そのまま転送可能！ 

変換された動画ファイルもしくは音声ファイルは、自動的に iriver 純正のファイル管理ソフト「iriver plus3」と連携し、デ

ータベースに登録されます。保存された動画を iriver 製品に転送したい場合には製品を接続し、転送ボタンをクリック

するだけで転送が開始されます。 



 

このボタンで転送開始

されます 

 
動作環境 

オペレーティング 

システム： 

 Windows 2000 Professional （SP4） 日本語版 

 Windows XP Professional （SP1/SP2/SP3） 日本語版 

 Windows XP Home Edition （SP/SP2/SP3） 日本語版 

 Windows Vista 日本語版 

 ※32bit CPU 用 OS のみ 

Adobe Flash Player：  Ver.9.0 以降の Microsoft Internet Explorer 用 Adobe Flash Player 

Web ブラウザ：  Microsoft Internet Explorer 6.0、7.0 

 ※上記以外の Web ブラウザがインストールされている場合、正常に動作しない場合が 

  あります。 

CPU：  Intel Pentium III、またはこれと 100％の互換性を持つプロセッサ 

 （Pentium III 1.0GHz 以上を推奨） 

メモリ：  上記 OS が必要とする最低メモリに加えて 256MB（512MB 以上の搭載を推奨） 

ハードディスク：  本製品のインストールに必要な 20MB 以上の空き容量 

ネットワーク：  インターネットに接続可能な環境（ADSL/光による常時接続環境を推奨） 

その他： iriver 製品に付属されるファイル管理ソフトウェア “iriver plus3”がインストールされている 

ことが動作条件となります。インストールされていない場合は、動作しません。 

フォーマット変換後の動画ファイルをPC上で再生するには、動画フォーマットに応じた 

コーデックをインストールしなければなりません。再生に必要なコーデックは、以下の 

URLから入手することができます。 

【Divx】http://www.divx.com/?lang=ja 

【QuickTime】http://www.apple.com/jp/quicktime/download/win.html

 
重要事項 
YouTube などインターネット上の動画サイトに登録されている画像、映像、音楽などのデータ／情報は著作

権法によって保護されています。これらを iriver Movie Plus を用いて、ダウンロードして利用する場合、著作

権法に違反しない範囲で利用しなければなりません。したがってお客様は、当該データ／情報の著作者の同

意を得ることなく、当該データ／情報を私的利用の範囲を超えて複製すること、当該データ／情報を第三者

に譲渡／販売すること、当該データ／情報を自己、もしくは第三者が運営する Web サイトなどに再配布可能

な形でアップロードすることなどを行うことはできません。 
万一、お客様によるデータ／情報の利用について第三者から何らかの主張やクレームがあった場合、お客様

はその責任と費用でかかる主張やクレームを処理し、（株）iriver japan および（株）クセロはそれに関して一

http://www.divx.com/?lang=ja
http://www.apple.com/jp/quicktime/download/win.html


切の責任を負いません。 
また、動画配布サイトそれぞれで独自に設けている場合がありますので、ご利用になる前にご覧になること

を強くおすすめします。 

 
ダウンロード方法および注意点につきまして 
iriver Movie Plulsのダウンロードは、iriver japanのホームページ(http://www.iriver.co.jp)より行います。ユーザー

登録をされていないお客様は、まずはユーザー登録ページ（http://www.iriver.co.jp/support/register）よりユーザ

ー登録を行ってください。その後、ユーザー様専用ホームページMy iriver  
(http://www.iriver.co.jp/member/login.php?res_url=/support/myiriver.php)より当該ソフトのダウンロードが可能と

なっております。また、本ソフトウェアをご利用するにあたっては、iriver製品に付属するファイル管理ソフ

トウェアである”iriver plus3”がインストールされていることが条件となっておりますのでご注意ください。

本ソフトウェアの操作方法や対応機種につきましては、無償配布ソフトのためサポートセンターでのご対応

は出来かねますのでご了承ください。 

 
 

【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およびソフトウェア貸出・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 E-mail：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/otoiawase.php 

http://www.iriver.co.jp/
http://www.iriver.co.jp/member/login.php?res_url=/support/myiriver.php

