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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 3 月に発売した「「「「N15 JEWEL(ジュエルジュエルジュエルジュエル) 2GB」」」」のクリスタライズモデルを 2010 年 6 月 18 日（金）に

同社オンラインショップ「iriver e ストア(http://www.iriver.jp/estore/ )および iriver ダイレクト・楽天市場店

(http://www.rakuten.ne.jp/gold/iriver-jp/） のみの限定数量・限定発売をいたします。（※アイリバーゾーンでの取り扱い

はございません。） 直販価格は、2GB :9,980 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。 

 

 

    

< < < < スワロフスキースワロフスキースワロフスキースワロフスキー社製社製社製社製クリスタライズクリスタライズクリスタライズクリスタライズ使用使用使用使用 > > > >    

胸元できらめく華やかなデコレーション 

iriver N15 JEWEL(ジュエル)から 

直販限定直販限定直販限定直販限定クリスタライズモデルクリスタライズモデルクリスタライズモデルクリスタライズモデル、、、、数量限定発売数量限定発売数量限定発売数量限定発売！！！！ 

製品名製品名製品名製品名 N15 JEWEL

ブランドブランドブランドブランド iriver

内蔵内蔵内蔵内蔵メモリメモリメモリメモリ 2GB(同社同社同社同社オンラインショップオンラインショップオンラインショップオンラインショップ限定限定限定限定)

カラーカラーカラーカラー スパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチ　　　　////　　　　クリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュ

可能可能可能可能なななな音楽音楽音楽音楽ファイルファイルファイルファイル収録数収録数収録数収録数****1111 約約約約480480480480曲曲曲曲

目安目安目安目安となるとなるとなるとなる最大音楽収録時間最大音楽収録時間最大音楽収録時間最大音楽収録時間****1111 約約約約32323232時間時間時間時間

目安目安目安目安となるとなるとなるとなる最大最大最大最大ボイスボイスボイスボイス録音時間録音時間録音時間録音時間****2222 約約約約35353535時間時間時間時間

連続音楽再生時間連続音楽再生時間連続音楽再生時間連続音楽再生時間****3333 約約約約15151515時間時間時間時間

FMFMFMFM周波数帯域周波数帯域周波数帯域周波数帯域 76767676 .... 0000MHzMHzMHzMHz～～～～108108108108MHzMHzMHzMHz

USBUSBUSBUSB充電時間充電時間充電時間充電時間 約約約約3333時間時間時間時間

アイリバーアイリバーアイリバーアイリバー直販価格直販価格直販価格直販価格 9999 ,,,, 980980980980円円円円

JANJANJANJAN
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチ：：：：4571291246836457129124683645712912468364571291246836
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュ：：：：4571291246843457129124684345712912468434571291246843

型番型番型番型番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチ：：：：NNNN15151515----2222GBGBGBGB----BLKBLKBLKBLK----SPSPSPSP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュ：：：：NNNN15151515----2222GBGBGBGB----BLKBLKBLKBLK----CSCSCSCS

*1 演奏時間4分の曲を標準時間的な圧縮レート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。

*2 録音品質設定「中」、USB等にて給電時の場合。メモリ空き容量に依存します。録音時、使用環境によってはノイ ズが入ることがあります。

*3 MP3, 128kbps, ボリューム20, EQ Normal, 画面オフ・スクリーンセーバーオフの場合。

※記載の外観および仕様は変更される場合があります。

スパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチ    クリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュ    



N15 JEWEL のののの主主主主なななな特長特長特長特長 

 
ゴージャスゴージャスゴージャスゴージャスにににに散散散散りばめられたりばめられたりばめられたりばめられたクリスタライズモデルクリスタライズモデルクリスタライズモデルクリスタライズモデル 

made with CRYSTALLIZED™-Swarovski Elements を贅沢

にちりばめ、さらに美しさを増しました。女性らしさと華やかさをイメージし

た「スパークリングピーチ」と、淡いシャンパンの泡をイメージした「クリスタ

ルシャンパーニュ」の2色をご用意。どちらも大人の魅力をさらに引き出す

製品に仕上げました。大切な女性へのプレゼントとしても最適です。 

 

 
 

 

 

 

 

美美美美しくしくしくしく音楽音楽音楽音楽をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつけるファッショナブルプレーヤーファッショナブルプレーヤーファッショナブルプレーヤーファッショナブルプレーヤー 
N15 JEWEL の軽量な本体は、透明感のあるアクセサリー感覚のエレガント

なデザイン。高級感のある心地よいフォルムを生かすネックレス型イヤホン

を採用し、よりファッショナブルに自分らしさを演出できます。また、首からさ

げたままでも操作できるタッチキーは、宝石をイメージした美しい LEDを採用。

触れると宝石のように光ります。広視野角の画面は、すっきりとしたデザイン

に仕上げました。 

 

 

 

 

 

 

高音質高音質高音質高音質のののの音音音音をををを再現再現再現再現するするするする IESETM 

 

（（（（アイリバーアイリバーアイリバーアイリバー エクストリームエクストリームエクストリームエクストリーム    サウンドサウンドサウンドサウンド    エンジンエンジンエンジンエンジン）））） 
N15 JEWEL は、サウンド専門会社とともに長い時間をかけて開発し

た、IESETM（アイリバー エクストリーム サウンド エンジン）が、初

めて搭載された製品です。IESETM は、専門 Hi-Fi オーディオ製品の

ように広いサウンド領域を効果的に分離して鮮明な高音から深みの

ある低音まで原音に近い音を忠実に再現します。また、カナル型イヤ

ホンを採用することにより、耳にしっかりとフィットして装着時の違和

感や音漏れを防ぎます 

 

 

 

 

 

 

FMFMFMFM チューナーチューナーチューナーチューナー・・・・ボイスボイスボイスボイス録音機能搭載録音機能搭載録音機能搭載録音機能搭載    
便利なオートプリセット機能で FM 放送を手軽にお楽しみいただけ

ます。受信地域設定を変えることで海外に行ってもその地域の

FM 放送が受信可能*に。FM 放送をききながらの録音や予約録音

も可能です。また、ボイス録音機能を搭載しているので、レポート

作成用に会議を録音したり、授業を録音して通勤・通学中に復習

するのにも便利です。 
*受信地域は、日本、韓国/アメリカ、ヨーロッパから選択可能。 

    

    

    

    

N15 JEWEL N15 JEWEL N15 JEWEL N15 JEWEL スパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチ    

N15 JEWEL N15 JEWEL N15 JEWEL N15 JEWEL クリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュ    



    

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    
    

※予備のラインストーンが含まれます。 

    

    

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    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N15 JEWELN15 JEWELN15 JEWELN15 JEWEL

スパークリングピ-チ　/　クリスタルシャンパン－ニュ

容　量 2GB
タイプ 内蔵フラッシュメモリ

収録数 *1 約480曲
連続再生 *2 約15時間
ファイル形式 MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
ビットレート MP3/WMA：8kbps - 320kbps
タグ情報 ○

IESE*3（Flow/Coｎcert/Deep/Broad)
プリセット5種類(Normal/Rock/Pop/Classic/Jazz)

ヘッドホン出力 (L)17mW＋(R)17W (16Ω)
周波数特性 20Hz～20KHz

S/N比 90dB
FM周波数範囲 76.0MHz～108MHz

S/N比 50dB
録音(予約可） ○

ダイレクトエンコーディング -
機能 -
ピッチ -

フィーリングスピード -
A-B区間リピート -

アラーム機能 -
機能 ○

録音時間 *4 約35時間
拡張スロット -

画像 -
フラッシュ -

表 示 言 語 18ヶ国語(中国語は簡体/繁体中文含む)
対 応 O S Windows7 *5/Windows Vista/WindowsXP/Windows2000/

バッテリ リチウムポリマー内蔵充電池
[充電時間]：約3時間

ACアダプタ -
インターフェイス USB 2.0
本体ディスプレイ 4有機EL（120x56)

サイズ（W×H×D) 約26.0（W）×55.5（H）×13.0（D）mm
重　　量 約33g

動作温度 -5℃～40℃

N15本体、イヤホン、USBケーブル、クイックスタートガイド、保証書、取扱説明書

アプリケーションソフトは、iriverのWebサイトからダウンロードが可能です。

*3．IESEは、アイリバーの商標登録です。

音場効果

*4．録音品質設定「中」の場合。メモリの空き容量に依存します。使用環境によって、ノイズが発生することがあります。

*1．演奏時間4分の曲を圧縮レート128Kbps（MP3形式）で保存した場合
*2．MP3, 128kbps, ボリューム20, EQ Normal, 画面オフの場合

同梱物

商商商商　　　　品品品品　　　　名名名名

ボディカラー

記録媒体

*5．アプリケーションソフト iriver Plus3は、Windows7に対応しておりません。

音楽再生

オーディオ

FMチューナー

スピードコントロール

ボイスレコーディング

電　　源



 

 

 

 

【【【【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/ 

 

N15 JEWELN15 JEWELN15 JEWELN15 JEWEL    「「「「スパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチスパークリングピーチ」」」」・・・・「「「「クリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュクリスタルシャンパーニュ」」」」    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    
    

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/n15_sw/http://www.iriver.jp/estore/n15_sw/http://www.iriver.jp/estore/n15_sw/http://www.iriver.jp/estore/n15_sw/    

    
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----jpjpjpjp/n15_sw//n15_sw//n15_sw//n15_sw/    
    
    

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/ 


