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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：東京都台東区 代表取締役：浅野樹美）は、

USB コネクタが付いていてパソコンに直に差し込むことができ、操作もカンタンなコンパクトオーディオプレーヤー

「T5」を、2009 年 5 月 1 日（金）に同社オンラインショップ「iriver e ストア(http://www.iriver.co.jp/estore/)、マウ

スコンピューターダイレクトショップ内「アイリバーゾーン(http://www.iriver.co.jp/store/ds.php)」、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

びに小売店にて発売いたします。 
直販価格は 5,980 円（税込）。 
株式会社 iriver japan では、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」「SIREN」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。 

「T5」は幅約 77.5×高さ約 24.5×厚さ約 14.3mm で、約 26g という超コンパクトサイズ。カラーバリエーション

はさわやかなシルバー×ホワイトとシックなブラック×オレンジの 2 種類をご用意しました。操作もジョグスティックひ

とつで直観的にできます。 

コンパクトでシンプル。音楽再生、FM ラジオ、録音機能（ボイス/FM）も搭載。大容量 USB メモリとしてビジネスシ

ーンにも使える、まさにマルチなコンパクトオーディオプレーヤーです。 

 
＊1：演奏時間約 4 分の曲, 標準的な圧縮レート 128kbps で MP3 形式, Vol20, EQ ノーマル, LCD オフ, 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。 
＊2：録音品質設定「中」の場合。メモリ空き容量に依存します。 

製品名 T5（新製品） 
内蔵メモリ 4GB 

カラー シルバー×ホワイト / ブラック×オレンジ 

可能な音楽ファイル収録数＊1 約 960 曲 

目安となる最大音楽収録時間＊1 約 64 時間 

最長ボイスレコーディング時間＊2 約 99 時間 

連続音楽再生時間＊1 約 13 時間 

アイリバー直販価格 5,980 円（税込価格） 

片手で握れるほどの小さなボディに、充実した機能 

PC に直に差し込める USB コネクタ一体型 

コンパクトオーディオプレーヤー「T5」新発売！ 
2009年5月1日（金）発売予定、iriver eストアにて4月28日（火）より予約開始！ 

報道関係各位  



T5 の主な特長  
 
USB コネクタを内蔵 
T5 は、本体に USB コネクタが内蔵されています。ケーブルいらずで、

USB メモリとして直接パソコンに接続し、ドラッグ＆ドロップで音楽だけでな

くパソコンのデータも気軽に持ち歩くことができます。 

 
 
軽量でスリムなボディ 

重さはたったの約 26g。大きさも幅約 77.5
×高さ約24.5×厚さ約14.3mmと、片手でに

ぎれてしまう大きさです。ポケットなどに入れて

持ち歩く時にもじゃまにならず、首に下げても負

担にならない超コンパクトサイズです。クリップ

も付属しています。 
 
シンプルな操作性 

T5 はとてもシンプルな操作方法。操作部分

はサイドにある電源ボタンと、表面にあるジョグ

スティックだけ。指触りのいいジョグスティックを

上下左右に倒したり押したりするだけで、さまざ

まな操作をすることが可能です。 
 
6 種類のプリセット EQ（イコライザ）を搭載  

搭載しているプリセット EQ（イコライザ）は

Normal/Classic/Jazz/Pop/Rock/XBass
の 6 種類。お好みの音質で音楽を楽しめます。 

 
約 3 時間の充電時間で最長 13 時間の連続再生 

プレーヤー本体にリチウムポリマー充電池を内蔵。約 3 時間の充電時間で最大約 13 時間※の連続再生が可能に

なっています。 
※128 Kbps、MP3、ボリューム 20、EQNormal、LCD オフの場合。 

 
マイクを内蔵したボイスレコーディング機能 

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

習するのにも便利です。 
 
海外でも利用可能な録音機能付 FM 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 放送の受信も可能です。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。 
 
ジョギングでも便利なストップウォッチ機能 

T5 はラップタイムを 8 つまで計測可能なストップウォッチ機能

を搭載。ジョギングなどをする時のタイム計測にも便利です。 
 
カラーは 2 種類、シルバー×ホワイト とブラック×オレンジ 
T5 は 2 種類の色をご用意しています。シンプルでさわやかな

シルバー×ホワイトと、オレンジの縁取りがシックなブラック×オ

レンジ。お好みに合わせてお選びいただけます。 
 
 

 

 

 

 



 

パッケージ内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部の説明 

 

 

 

 



モデル・容量 T5
内蔵メモリ容量 4GB
主な機能 再生・視聴・表示 音楽/FMラジオ/録音（FM/ボイス）/ストップウォッチ

製品仕様 

 

「

分類 項目 仕様

本体寸法 (W) X (H) X (D)  mm 約77.5（W）×24.5（H）×14.3（D）

重量 本体 約 26.0g

カラー カラー仕様 シルバー×ホワイト / ブラック×オレンジ

周波数特性 20Hz～20KHz

イヤホン出力 (L)15mW＋(R)15mW (16Ω)

対応ファイル形式 MP3 (MPEG1/2/2.5Layer3), WMA

対応ビットレート MP3： 8kbps - 320kbps, WMA：40kbps - 320kbps

収録可能曲 約960曲
※1

S/N比 90dB

ID3 タグ ID3 V1.1, V2.2, V2.3, V2.4

DRM 対応（ただし、すべての音楽サイトに対応しているわけではありません）

イコライザー プリセット 6種類（Normal/Classic/Jazz/Pop/Rock/XBass)
再生モード 通常再生/1回リピート/全てリピート/シャッフル/シャッフルリピート
A-B区間リピート 有
周波数 76.0MHz～108MHz

地域 韓国/アメリカ/ヨーロッパ,  日本

アンテナ イヤホンコード

録音機能 FM録音, ボイス録音

録音ファイル形式 WAV

サンプリングレート
FMラジオ録音：44 KHz,
ボイス録音：低 11KHz/中 22KHz/高 44KHz

連続録音時間 約99時間（ボイス録音,録音品質：中）
※2

, 約24時間（FMラジオ録音）
※2

ストップウォッチ ラップ Lap 1～8（ラップタイムを8つまで計測可能）

表示言語 言語数 14カ国語（中国語は簡体/繁体中文含む）
連続再生時間 音楽再生時間 約13時間（MP3, 128kbps, Vol20, EQノーマル, LCDオフ）

充電池タイプ リチウムポリマー内蔵充電池
定格 120mAh

充電時間 ＵＳＢによる充電 約3時間
タイプ LCD （白黒）
解像度 96x32 pixel

メモリー タイプ NAND フラッシュメモリー
USBマスストレージ 対応

インターフェイス USB 2.0※3

対応OS Windows
※4 Windows Vista / XP / 2000

ボリューム ステップ 0～40

USB

オーディオ

音楽再生

FMラジオ

録音

電源

ディスプレイ

 

 

※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 内蔵メモリの使用量に依存します 

※3 USB 2.0  High Speed 最大転送速度 480Mbps（理論値） 

※4 Vista は 32 ビット版対応, MTP モードの接続は, Vista/XP のみ対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【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

ある韓国アイリバー社（IRIVER 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まいります。 

＜会社概要＞ 会社名：株式会社 iriver japan／所在地：東京都台東区上野 1-16-5 第 2 産経ビル 5 階／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 
 

 

 

 
T5 に関する製品情報は、

http://www.iriver.co.jp/product/iriver/t5/ 

アイリバー･e ストア T5 の販売受付は、 
http://www.iriver.co.jp/estore/t5/ 

iriver ダイレクト・楽天市場店での販売受付は、
http://www.rakuten.ne.jp/gold/iriver-jp/t5/ 

アイリバーに関する製品貸出・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 

〒110-0005 東京都台東区上野1-16-5第2産経ビル5階 

TEL. 03-5812-5247 FAX. 03-5812-5132 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/inquiry/ 


