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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、硬質

感あふれるボディに 4.3型ワイド TFT カラーLCD を搭載した「「「「P7」」」」を、2010年 3月 3日（水）に同社オンラインショ

ップ「iriver e ストア(http://www.iriver.jp/estore/ )」にて限定発売をさせていただきます。 

直販価格は、16GB :16,800 円（税込）  

 

 

 

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、「iriver」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。 

 

「「「「P7」」」」はボディいっぱいに広がる 4.3型ワイド TFTカラーLCD が特長的。26万色の LCDは、自然の色そのまま

の美しい画像を再現できます。さらにタッチパネル式だから、直感的に、カンタンに操作をすることができます。ボディ

は硬質で高級感あふれるアルミニウム製で、16GB のメモリを内蔵。お気に入りの動画・画像・音楽を、たくさん持ち

歩くことができます。手になじむ大きさで、使いやすく美しい大画面の P7 は、本物を知る大人のための上質さや高級

感を実現したプレミアム･マルチメディアプレーヤーです。 

※尚、本製品は輸入版のため、日本語メニューに対応しておりません。 

 

 
＊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。 

 

製品名 P7（（（（新製品新製品新製品新製品）））） 
内蔵メモリ 16GB 

カラー ホワイトシルバー 

目安となる音楽ファイル収録数＊1 約 3,840 曲 

目安となる最大音楽収録時間＊1 約 256 時間 

アイリバー直販価格 16,800 円円円円（（（（税込価格税込価格税込価格税込価格）））） 

タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル式式式式ののののワイドワイドワイドワイド画面画面画面画面でででで、、、、画像画像画像画像のののの美美美美しさをしさをしさをしさを追及追及追及追及    

プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム・・・・マルチメディアプレーヤーマルチメディアプレーヤーマルチメディアプレーヤーマルチメディアプレーヤー「「「「P7」」」」新発売新発売新発売新発売    
2010年年年年3月月月月3日日日日（（（（水水水水））））発売予定発売予定発売予定発売予定、、、、iriver eストアストアストアストア限定発売限定発売限定発売限定発売 



 

P7 のののの主主主主なななな特長特長特長特長  

 

4.3 型型型型のののの大画面大画面大画面大画面、、、、美美美美しいしいしいしいタッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル式式式式 TFT カラーカラーカラーカラーLCD 

P7 の特長はボディいっぱいに広がる 4.3 型ワイドサイズの

LCD です。画面が大きいだけではなく、26 万色の TFT カラー

LCD だから、再現性も抜群。人の肌も風景も、自然に美しく再

現します。さらに、画面はタッチパネルスクリーンなので、直感

的に操作をすることが可能。お気に入りの動画や画像が、満

足のいく画質で楽しめます。 

 

雑誌雑誌雑誌雑誌のようにのようにのようにのように見見見見やすいやすいやすいやすいＧＵＩＧＵＩＧＵＩＧＵＩ（（（（グラフィカルグラフィカルグラフィカルグラフィカルユーザーインターフェイスユーザーインターフェイスユーザーインターフェイスユーザーインターフェイス））））  

P7 のＧＵＩは、まるで雑誌のようにきれいなレイアウトで、目で

見てすぐに操作方法がわかるように作られています。今までの

アイコンやテキストの代わりに、より速く、より分かりやすく、探

しているものにアクセスできます。 

 

手手手手になじむになじむになじむになじむ、、、、硬質硬質硬質硬質でででで高級感高級感高級感高級感あふれるあふれるあふれるあふれるアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム製製製製ボディボディボディボディ 

P7 のボディはアルミニウム製。その硬質な質感と角ばったスタ

イルは、シンプル＆高級感を感じさせます。また、ホワイトシル

バーというシックな色味も相乗効果を与え、まさに「プレミアム」

なマルチメディアプレーヤーとしての存在価値をあげています。 

 

 

 

 

 

 

 

豊富豊富豊富豊富なななな動画動画動画動画/音楽再生用音楽再生用音楽再生用音楽再生用マルチコーデックマルチコーデックマルチコーデックマルチコーデックにににに対応対応対応対応 

様々な音楽ファイル形式が再生可能なマルチコーデック対応は、従来通りのアイリバー製品

の大きな特長です。P7 は多様な動画ファイル形式（MPEG-1,2,4 SP, 4ASP(B-VOP), 

Xvid, WMV 7/8/9, RM, H.264 Baseline Profile）・音楽ファイル形式（MP3, WMA, 

OGG, FLAC）に対応しています。 

 

アイリバーアイリバーアイリバーアイリバーならではのならではのならではのならではの、、、、こだわりのこだわりのこだわりのこだわりのサウンドクオリティサウンドクオリティサウンドクオリティサウンドクオリティ 

SRS Lab で開発された 3D サウンド技術である SRS WOW をサポート。SRS FOCUS TRUBASS WOW 

DEFINITION など多彩なサウンドクオリティからお好みの音質を選択することができ、重低音とサラウンドサウンド

効果により、クリアで迫力のあるサウンドをお楽しみいただけます。 

Normal/ Rock/Pop/Classic/Jazz/Live/Dance の 7 種類のプリセット EQ（イコライザ）と、周波数帯域を調節で

きるカスタム EQ も搭載しています。 

 

高感度高感度高感度高感度マイクマイクマイクマイクをををを内蔵内蔵内蔵内蔵したしたしたしたボイスレコーディングボイスレコーディングボイスレコーディングボイスレコーディング機能機能機能機能 

P7 はボイスレコーディング機能も搭載しています。とっさのアイデアをメモ代わりに録音したり、会議を録音し議事録

やレポートを作成したり、授業を録音して通勤・通学中に復習するのにも使えます。 

 

海外海外海外海外でもでもでもでも利用可能利用可能利用可能利用可能なななな録音機能付録音機能付録音機能付録音機能付 FM チューナーチューナーチューナーチューナー 

FM周波数帯域は、76.0MHz～108MHzと日本国内での FM放送の受信・録音はもちろん、海外旅行に行ったとき

には現地のローカル FM 放送の受信・録音も可能です。また、オートプリセット機能、周波数メモリ機能など、FM ファ

ンにとっては嬉しい機能も搭載。聴きながらの録音も可能です。 
※受信可能な地域は、韓国/アメリカ/ヨーロッパ/日本になります。 

 

便利便利便利便利なななな転送転送転送転送ソフトソフトソフトソフト iriver plus3、、、、Windows Media Player 11 のののの両方両方両方両方がががが使用可能使用可能使用可能使用可能 

P7 のファームウェアは MSC と MTP の二種類の転送方式に対応。MSC の時は iriver plus3 で、MTP の時は

Windows Media Player11 でファイルの転送を行うことができます。Windows2000/XP/Vista を搭載するパソ

コンなら、USB に接続するだけで自動的にリムーバブルディスクとして認識されるので、iriver plus3 をインストール

しなくても、エクスプローラ上でドラッグ＆ドロップするだけ※で簡単にファイルのやり取りが可能です。 
※MSC 設定。 

    



パッケージパッケージパッケージパッケージ内容内容内容内容    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
※本製品は輸入版であるため、日本語のマニュアルは付属しておりません。 

※日本語マニュアルは、（http://www.iriver.jp/support/ｐ７/）にてダウンロードが可能です。 

    

    

各部各部各部各部のののの説明説明説明説明    

    

    

    

    

    

    

    



製品仕様製品仕様製品仕様製品仕様    
    

    

 

 

 

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

モデルモデルモデルモデル モデル名 P7
主主主主なななな機能機能機能機能 再生・視聴・録画・表示

分類分類分類分類 項目項目項目項目
本体寸法本体寸法本体寸法本体寸法 　(W) X (H) X (D)  mm 約73.4（W）×112.3（H）×13.6（D）mm
重量重量重量重量 本体 約　175g
電源電源電源電源 バッテリー リチウムポリマー蓄電池 
定格定格定格定格 容量  1950mAh

タイプ TFT LCD    （タッチスクリーン機能） 4.3型
解像度/表示色 WQVGA 480x272　26万色
USBマスストレージ リムーバブルディスクとして表示
I/F（インターフェイス） USB 2.0
カードスロット Micro SDカードスロット
対応メディア SDHC 　容量8GBまで
周波数特性 20Hz～20KHz
イヤホン出力 (L)20mW＋(R)20W (16Ω)
対応ファイル/コーデック

対応レート

収録可能曲

S/N比

ID3 タグ
DRM
イコライザー
プレイモード

その他の機能

対応ファイルフォーマット

対応コーデック

対応ファイル形式

対応解像度

Exif Exif v.2.1 対応

周波数 76.0MHz～108MHz

地域

録音機能  FM録音, ボイス録音

録音ファイル形式 WMA

録音品質（ビットレート）

対応ファイル形式

対応エンコード

表示言語表示言語表示言語表示言語 メニュー言語

対応対応対応対応OSOSOSOS Windows※2 Windows Vista / XP / 2000

そのそのそのその他他他他 本体/機能 世界時計、時計、カレンダ、電卓

※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。

※2 WIndows Vista は32ビット版対応

テキストファイル　（*.txt）
テキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示

音楽再生音楽再生音楽再生音楽再生

Shift-JIS,  Unicode

動画再生動画再生動画再生動画再生

90dB

JPEG： 1000万画素相当対応, BMP： 1600x1200 pixel, GIF： 1000x1000pixel

韓国＆アメリカ, 日本, ヨーロッパ

通常再生/リピート/1曲リピート/シャッフル/シャッフルリピート

区間リピート（A-Bリピート）、フェードイン

音楽/動画/画像/FMラジオ/録音（FM・ボイス）/TEXT

FMFMFMFMラジオラジオラジオラジオ

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP(B-VOP), Xvid, WMV 7/8/9, RM,
H.264 Baseline Profile

AVI, WMV, MP4, RM, MPG, FLV,

約3,840曲※1

MP3/WMA：8kbps - 320kbps, OGG：Q1 - Q10、FLAC 0-8

仕様仕様仕様仕様

JPEG (Baseline/Progressive), BMP, GIF

Windows DRM9対応
Normal/Rock/Pop/Classic/Jazz/Live/Dance/カスタムEQ/SRS WOW HD

録音録音録音録音

画像表示画像表示画像表示画像表示

14ヶ国語　（中国語は簡体/繁体中文）

MP3 (MPEG1/2/2.5Layer3), WMA, OGG, APE, FLAC,

ID3 v1, v2.2, v2.3,  v2.4  （MP3, WMA, OGG）

高 128kbps/中 96kbps/低 64kbps　（FM/ボイス共通）

オーディオオーディオオーディオオーディオ

ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ

USBUSBUSBUSB

外部外部外部外部メディアメディアメディアメディア



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

【【【【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/    

    

 

 

P7 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/iriver/p7/ 

アイリバーアイリバーアイリバーアイリバー････e ストアストアストアストア P7 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/p7/ 

iriver 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/iriver-jp/ｐｐｐｐ7/ 

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：9：00～20：00 土日祝のみ：11:00～20：00 

 TEL：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～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/ 


