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報道関係各位  

「モバHO!」契約加入者には10,000円のキャッシュバックキャンペーン実施 
「モバHO!」受信機能を搭載した「B20」を販売開始！ 

～自宅で、愛車で～モバHO!を楽しむホームキット、カーキットも同時販売 
 

2008年4月11日（金）からアイリバー・eストア限定で発売！ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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：東京都千代田区 代表取締役：浅野樹美）はモ

バイル放送株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：新田義廣)が提供する衛星放送サービス「モバHO！」

受信機能を搭載したマルチメディアプレーヤー「B20」および自宅や愛車でモバHO!を楽しめる「ホームキット」、「カー

キット」を 2008 年 4 月 11 日より、同社オンラインショップ「iriver eストア(http://www.iriver.co.jp/estore/)」限定

にて販売を開始いたします。アイリバー・eストア販売価格は表内参照。（アイリバーゾーンでの取り扱いはございません。） 

また、「モバHO!」をより多くのお客様にリーズナブルな価格で楽しんでいただくため、B20 をご購入し、さらに「モバ

HO!」契約・加入していただいたお客様を対象に 10,000 円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。（キャ

ッシュバックキャンペーンの詳細は次ページをご参照ください） 

株式会社 iriver japan では、お客様にさらに便利に携帯オーディオプレーヤーを活用していただくために、今後も

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な製品投入や革新的なサービスの開発を進めてまいりま

す。 
 

製品名 B20 
カラーバリエーション ホワイト、ブラック 
内蔵メモリ 1GB 
可能な音楽ファイル収録数*1 約 240 曲 
目安となる 大音楽収録時間 約 16 時間（128Kbps） 

長ボイスレコーディング時間 約 72 時間（32Kbps） 
音楽 約 24 時間（128Kbps、MP3、ボリューム 20、EQ Normal、画面オフの場合） 

連続再生時間 
動画 

約 4.5 時間（動画／画面の明るさ:標準、MPEG4 SP（QVGA、384Kbps、

30fps)、オーディオ／MP3、128Kbps、44.1kHz、ボリューム 20 の場合） 

B20 単体 【キャッシュバック対象】 19,800 円（税込） 

カーキット 13,800 円（税込） 

ホームキット*2 9,800 円（税込） 

モバHO! スターターキット（B20＋ホームキット*2）【キャッシュバック対象】 25,800 円（税込） 

車でモバ HO!セット(B20+カーキット) 【キャッシュバック対象】 29,800 円（税込） 

アイリバーe ストア

直販価格 

どこでもモバHO! キット(B20+ホームキット*2+カーキット) 【キャッシュバック対象】 35,800 円（税込） 

 
*1：演奏時間 4 分の曲を標準的な圧縮率である CD クォリティの圧縮レート 128Kbps で MP3 形式を使用し圧縮した場合 
*2：ホームキット用外部アンテナ１本付属 
 
注意： メモリの一部をシステム領域として使用しているため、搭載されているメモリすべてを記憶領域として利用できるわけではありません。 

http://www.iriver.co.jp/
http://www.iriver.co.jp/estore/
http://www.softbankmobile.co.jp/ja/news/press/2007/20071107_01/page_02.html


■キャッシュバックキャンペーンの概要 
特典内容 10,000 円キャッシュバック 
応募対象 B20 をお買い上げいただき、「モバ HO!」に契約加入されたお客様 
応募方法 モバイル放送カスタマーセンターから送付される「キャッシュバックお申込み」用紙を iriver japan キ

ャッシュバックキャンペーン事務局に送付 
 
＊モバイル放送の加入契約を 3 ヶ月以内で解約された場合は、違約金が発生いたします。 
＊B20 以外のモバ HO!受信端末は本キャッシュバックサービス対象外です。 
＊カーキット／ホームキットを単体でご購入されたお客様は本キャッシュバックキャンペーン対象外となります。 
 

■キャッシュバックキャンペーンお申込の流れ 

1．モバ HO！加入手続き完了後、モバイル放送株式会社より、キャッシュバックキャンペーンお申込ハガキが送付さ

れますので、必要事項をご記入のうえ、iriver japan キャッシュバックキャンペーン事務局宛にご郵送ください。 
2．キャンペーン事務局より、キャッシュバックキャンペーンお申込ハガキに記載されたお客様のご住所宛に、10,000

円の郵便為替が送付されます。 
3．お近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で、郵便為替と引き換えに現金 10,000 円をお受け取りください。 
 

B20 の主な特長  
「B20」はお気に入りの楽曲だけを楽しむだけではなく、モバHO！が放送する、メジャーリーグベースボールをは

じめとするスポーツ、24 時間＊ニュースや音楽、アニメなどの 8 つの映像チャンネルと 40 もの音楽チャンネルの受

信に対応する携帯オーディオプレーヤー。B20 のメインメニューから「モバHO！」を選択するだけで多彩なジャンル

のコンテンツを外出先でも手軽に楽しめ、パソコンを使わなくても気軽にコンテンツを手に入れることができるのが特

長です。自分のお気に入りの音楽を持ち運べるのはもちろん、空からリアルタイムで降ってくる音楽・映像番組を楽

しむことができます。今まで聴いたことのない楽曲やアーティストとの思いがけない出会い、新しいエンターテイメン

ト情報を手に入れることができ、楽しみ方が無限大に広がります。 
＊放送機器メンテナンスのために、放送を休止する場合がございます。 
 

■自宅でも愛車でも～ 専用アクセサリ「ホームキット」「カーキット」でもっとモバ HO！を楽しむ 
 
「ホームキット」を使えば、自宅でモバ HO!の多彩なチャン

ネルをお楽しみいただけます。ホームキットに差し込むだ

けで、迫力のステレオシステムへと早変わり。あなたのエ

ンタテインメント・ライフを強力にサポートします。音量調節、

チャンネル変更、モード切り替え等すべての操作はリモコ

ンひとつで可能です。 

「カーキット」は、愛車のシガーソケットに直接差し込むだけの簡単な設置で、ケーブル

類の接続が一切なく、車内にすっきりとセッティングできます。また、ホルダーが B20 を

しっかりとホールドする構造で、走行中に B20 が落下したりする心配がありません。音

量調節、チャンネル変更の操作はホームキット同様、リモコンで行います。いずれのア

クセサリもモバ HO！を楽しみながら B20 の充電が可能です。 

■衛星デジタル放送             が 24 時間いつでも楽しめる! 
モバイル放送が提供する衛星デジタル放送「モバHO!」は、メジャーリーグベースボ

ールをはじめとするスポーツ、ニュースや音楽番組、アニメなどの8つの映像チャンネ

ル・40もの音楽チャンネルが24時間エンドレス*1で放送されています。 
同梱のアンテナをセットし、B20のメインメニューから「モバHO!」を選択するだけで、

番組情報を取得し多彩なジャンルのコンテンツが手の平に。さらに番組表から録画・録

音したい番組を予約できるので、とても便利です。 
 B20を利用することで、今まで聴いたことのない楽曲やアーティストとの思いがけない

出会い、新しいエンターテイメント情報を手に入れることができ、楽しみ方が無限大に

広がります。*2

＊1 放送機器メンテナンスのために、放送を休止する場合がございます。 

＊2 モバＨＯ！は有料放送サービスです。モバＨＯ！をお楽しみ頂くには有料の視聴契約が必要になりま

す。 

 



■「B20」の機能特長  
「B20」は、プレーヤー本体の側面には電源スイッチ、ボリューム調節ボタン、スマートキーのみを残し、その他の

操作は 2.4 インチのカラー液晶画面の表示を見ながら、画面を直接クリックして操作する「iriver D-Click 
System」方式を採用。初めて使う方にも直感的に多機能なメニューを簡単に楽しく使いこなすことができます。 
音楽ファイルの再生にとどまらず、動画（MPEG4/WMV9）再生、スライドショーが付いたフォトアルバム機能、海外

でも利用可能な録音機能付き FM チューナー、高感度マイク内蔵のボイスレコーディング機能、テキストビューワー

機能、アラームクロック、さらに、Macromedia Flash Lite 2.1 に対応。ゲームソフトなどのインタラクティブ・コンテ

ンツも楽しめます。さらに、背景やテーマを変えて自分スタイルにカスタマイズが可能です。また、高音質のスピーカ

ーを内蔵しているのでイヤホンを外せばスピーカーから音声を聴くことができます。拡張性・利便性に優れたプレー

ヤーです。 
 

■2.4 インチ 26 万色 TFT 液晶を採用、ワイドになった画面で楽しさもアップ！ 
 U10、Clix2 で採用した画面サイズは 2.2 インチ。このサイズは携帯オー

ディオプレーヤーでは 適なサイズとして知られていますが、もう少し大きい

画面だったら･･・と多くの人が望むのではないでしょうか？ 
B20 では 0.2 インチ大きくした画面サイズを採用。たった 0.2 インチの差で

もモバイル放送および動画の視聴やフォトビューアー機能を使うときに、そ

の差を実感。2.4 インチのワイドな画面は楽しさもアップします。 

■進化したダイレクトクリックシステムで操作感がさらにアップ 
「見る」楽しさだけでなく、楽しい操作感が B20 の大きな特徴です。アイリバー独自の「ダイレク

ト･クリックシステム」は画面の上下左右を直接クリックする操作方法。初めて使う人でも直

感的に、楽しく、多彩なメニューを簡単に使いこなすことができます。さらにクリックの長押

しで便利なサブメニューを呼び出せます。 
 

■miniSD スロット搭載 音楽も写真も動画もたっぷり持ち運べる 
2GB まで対応の小型 miniSD カードを利用すれば、B20 の内蔵メモリに加えて音楽、写真、

動画ファイルをたっぷり持ち運ぶことができます。また、モバ HO!のコンテンツを miniSD カ

ードに録音・録画してあとからゆっくり視聴することも可能です。 
*miniSD カードは別売りです。 
*miniSD に録画・録音したモバ HO!の番組は、他の B20 で再生することはできません。 

 
■B20 の楽しみ方をさらに広げる高音質スピーカー内蔵 
B20の背面には高音質ステレオスピーカーが内蔵されています。イ

ヤホンを外してデスクやテーブルの上に置いて音声を聴くことができ

るので、アウトドアシーンやビジネスでのプレゼンテーションの場など

で活用することができます。 
 
■アイリバーの基本 マルチコーデックに対応 
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以前からアイリバー製品の

大きな特徴です。 B20 は多様な音楽ファイル形式（MP3, WMA, OGG）に対応していま

す。 
 
 
■海外でも使用可能 ワールドバンドＦＭチューナー内蔵 

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外国に行って

もその地域のFM放送が受信可能に。FM放送を聴きながらの録音やタイマー録音を利用すればお気に入りの番組を

聴き逃すこともありません。 
 



■サウンドにこだわるアイリバー 好みのイコライザを楽しめます 
 B20 は、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にカスタマイズすることがで

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。また、Normal、Classic、Live、Pop、

Rock、Jazz、U Bass、など 7 種類のプリセット EQ（イコライザ）と周波

数領域を自由に調節できるカスタム EQ を搭載しています。 
 
■動画・ムービー再生機能でポータブルな映画館に 

テレビ付きパソコンで録画したテレビの番組や映画、動画（MPEG4、

WMV9）などの再生が可能で、通勤や通学、旅行や出張などの移動中、

昼休みなどの休憩中、ちょっとした気分転換にお好きな動画を楽しむこ

とができます。 
 動画ファイルは MPEG-4 と WMV9 をサポート。MPEG-4 はなんと 大ビットレート 2Mbps までサポートしているの

でハイクオリティの動画再生を楽しむことができます。動画のフレームレートは 大 30fps。滑らかな動画再生で、動

きの激しいシーンでもストレスを感じることなく観ることができます。付属の iriver plus3 を利用すれば、すでにある動

画ファイルを B20 に対応したファイル形式に変換することが可能なので、動画変換に自信が無い方でも気軽に動画を

変換できます。 
 
■スライドショー機能つき ポータブルなフォトアルバム 

デジタルカメラなどで撮影したイメージ画像などを B20 に保存し、スライドショー機能を利用して思い出の音楽を聴

きながらイメージ画像を鑑賞したり、画像を壁紙に設定して楽しむことも可能です。お気に入りの音楽と写真があれば

どんなところにいてもリラックスできます。 
 
■よく使う機能をスマートキーですぐに呼び出す 

どんな操作をしていても、スマートキーを一度押すだけでよく使う機能を呼び出すことができます。スマートキーに割

り当てられる機能は、A-B 区間リピート、メインメニューの表示、音楽の再生／一時停止、シャッフル再生、画面の向き

の変更、録音の開始／一時停止、画面のオン／オフなど、用途によって選ぶことが可能です。 
 
■音楽に飽きたらＦｌａｓｈゲームで気分転換 
B20 は、Macromedia Flash Lite 2.1 に対応。ゲームソフトなどのインタラクティブ・コンテンツも楽しむことができま

す。 

     
 
■テーマやフォントを変えてお好みの背景にカスタマイズ 

B20 の背景は自由に変えることができます。Flash Lite を使って、自分で

作成した背景やフォントにカスタマイズすることも。楽しみ方は無限大に拡がり

ます。テーマは曜日によってカラーが異なるので毎日違う背景を楽しむことが

可能です。 
 

    
 

■アラーム時計機能を搭載 ＦＭ放送のタイマー録音も可能 
B20 は、時計/アラーム機能を搭載。アラームの設定や FM 放送の予約録音の設定が可能です。電源オフの状態

でも設定した時間に録音できるＦＭ放送の予約録音も可能です。 
 

■高感度マイク内蔵のボイスレコーディング機能 
B20 は、高感度マイクを内蔵。急で重要なミーティングを録音し議事録やレポートを作成したり、学校の授業を録音

して通勤・通学中に復習に利用したり、語学学習する方なら、自分の発音を録音して発音のチェックをしたりと、利用

方法は使用する方のスタイルやアイデアで多種多様の使い方ができます。 



■テキストビューワー機能搭載 音楽を聴きながらのテキスト表示も 
TEXT形式のファイルをプレーヤーの画面上に表示することができる「テキストビューワー」機能を搭載。文字サイズ

を設定することもオートスクロール機能でボタンを押さずにテキストを読むことも可能。音楽を聴きながらテキストを読

むことも可能です。 
 
■上級者にうれしいAdvanced Setting 
 本体で「データベースの更新」ができるので、ドラッグ＆ドロップで入れたファイルもきちんとデータベースを読み込む

ので大変便利です。さらに、USB 接続の際に「電源＆データ」と「電源のみ」を選択できるので、パソコンに接続したま

ま B20 に入れた音楽を再生することも可能です。 
 
■付属ソフトウェアは動画変換機能付きの iriver plus3 ユー

ザーの安心を考えた 1 年の製品保証 
B20 は iriver plus3 を使って、音楽や写真、ビデオファイルを転

送します。動画変換機能付きの iriver plus3 なら、動画変換に

自信がない方でも気軽に手元にあるビデオファイルを B20 がサ

ポートしているファイル形式に変換できるので大変便利です。 
さらに B20 には安心の 1 年間保証の製品保証付きです。 

 
 
 



■B20 で受信できるモバ HO!チャンネル 
 映像チャンネル 

チャンネル 放送局名 番組内容 

ch.001 チャンネルONE
モータースポーツ、ダーツ・ビリヤード・フィッシング・ゴルフ等のインドア／アウト

ドアスポーツに加え、「FIGHTING TV サムライ」をラインアップ。さらに、人気

エンタメ番組がギッシリ詰まった「MONDO21」等も充実！ 

ch.011 モバイル.n
NHK のニュース、スポーツ中継やディスカバリーチャンネルなど、多彩なジャン

ルの本格総合チャンネル! 

ch.014 日テレNEWS24＊ 
新ニュースを 24 時間お伝えする日本テレビのニュースチャンネル。どこより

も早く、正確に、知りたい時に知りたい情報を 24 時間お伝えします。 

ch.033 TBSチャンネル＊ 
TBS の超人気番組ばかりを集めた 強の総合エンターテイメントチャンネル。

名作ドラマ、懐かしのバラエティ、 新音楽ライブ、スポーツ、アニメ・映画、さら

にココでしか見られない貴重なオリジナル番組を 24 時間ＯＡ中！！ 

ch.034 アニマックス＊ 
「機動戦士ガンダム」「ドラゴンボール」など不朽の人気アニメから、「名探偵コ

ナン」「ケロロ軍曹」など 新のヒットアニメを 24 時間 365 日放送するアニメ専

門チャンネルです。 

ch.035 MTV
世界中の音楽とポップカルチャーをリードする音楽エンターテインメント専門チ

ャンネル。洋楽・邦楽をミックスした編成で、ＭＴＶでしか実現できないような番

組を日本はもちろん世界中からお届けします。 

ch.036 Music Japan TV
強力ラインナップでお送りするアーティスト特集、生放送、 新ランキング、密

着ライブ映像から音楽バラエティまで！J-POP100％でお送りする、音楽ファン

のためのミュージックチャンネル！（月曜～金曜放送） 

ch.081 
グリーンチャンネル 
(EAST)

中央競馬中継（EAST）を中心に、レースリプレイや参考レース VTRやレース分

析といった勝ち馬検討に役立つ情報も満載。（土曜・日曜放送） 
＊放送機器メンテナンスのために、放送を休止する場合がございます。 

 
 音声チャンネル 

401モバHO！401 431 Billboard Station 462 THE FEELING
403 HMV Japan-COUNTDOWN 433 Billboard 90's 471 THE JAZZ 
404 oricon 434 Billboard 80's 472 KKJZ-Jazz&Blues
405 J-POPチャート 435 Billboard 70's 475 THE CLASSIC 
406 J-POP2000 436 Billboard 60's 476 WQXR-Classic
407 J-POP90's 443 Billboard Ballads 480 TOKYO FM 
408 J-POP80's 446 THE ROCK by レッドシューズ 481 J-WAVE 
409 J-POP70's 447 rockin'on 482 FM802 
413 oricon-Artist Special 448 BLACK MUSIC STATION 483 ZIP-FM 

414 J-CLUB 449 レゲエ
491 みんなだいすき♪キッズ・ソ

ング

415 フォーク大全集 451 WPHI-R&B/Hip-Hop 492 おとぎの国の音楽

416 演歌 452 KSON-Country 493 うたってあそぼ♪

417 グループサウンズ 461 CLUB MIX 494 アニラジ

 499 ラジオ NIKKEI 第 2 
 

      
 
 

http://www.mobaho.com/media/tv/index.html
http://www.mobaho.com/channel/001/index.html
http://www.mobaho.com/channel/011/index.html
http://www.mobaho.com/channel/014/index.html
http://www.mobaho.com/channel/033/index.html
http://www.mobaho.com/channel/034/index.html
http://www.mobaho.com/channel/035/index.html
http://www.mobaho.com/channel/036/index.html
http://www.mobaho.com/channel/081/index.html
http://www.mobaho.com/channel/081/index.html
http://www.mobaho.com/media/radio/index.html
http://www.mobaho.com/channel/401/index.html
http://www.mobaho.com/channel/431/index.html
http://www.mobaho.com/channel/462/index.html
http://www.mobaho.com/channel/403/index.html
http://www.mobaho.com/channel/433/index.html
http://www.mobaho.com/channel/404/index.html
http://www.mobaho.com/channel/434/index.html
http://www.mobaho.com/channel/472/index.html
http://www.mobaho.com/channel/405/index.html
http://www.mobaho.com/channel/435/index.html
http://www.mobaho.com/channel/406/index.html
http://www.mobaho.com/channel/436/index.html
http://www.mobaho.com/channel/476/index.html
http://www.mobaho.com/channel/407/index.html
http://www.mobaho.com/channel/436/index.html
http://www.mobaho.com/channel/408/index.html
http://www.mobaho.com/channel/446/index.html
http://www.mobaho.com/channel/409/index.html
http://www.mobaho.com/channel/413/index.html
http://www.mobaho.com/channel/448/index.html
http://www.mobaho.com/channel/414/index.html
http://www.mobaho.com/channel/449/index.html
http://www.mobaho.com/channel/491/index.html
http://www.mobaho.com/channel/491/index.html
http://www.mobaho.com/channel/415/index.html
http://www.mobaho.com/channel/451/index.html
http://www.mobaho.com/channel/492/index.html
http://www.mobaho.com/channel/452/index.html
http://www.mobaho.com/channel/493/index.html
http://www.mobaho.com/channel/417/index.html
http://www.mobaho.com/channel/461/index.html
http://www.mobaho.com/channel/494/index.html


B20 パッケージ内容 
プレーヤー本体/取扱説明書/クイックスタートガイド/イヤホン/USBケーブル/ACアダプタ/モバHO！受信用アンテナ

/8ｃｍミニインストールCD（iriver plus3)/製品保証書（1年間保証） 
 

各部の名称 

 
 

製品仕様 
B20                                                                        

 一般仕様    
 寸法 約 80.9（W）x 49.5（H）x 16.3（D）mm 
 重量 約 73.8g 
 動作温度 -5℃～40℃ 

 ディスプレイ 
 メインディスプレイ 2.4 インチ 260,000 色 TFT LCD（QVGA） 

 メモリ 
 容量 1GB※ 

 オーディオ 
 周波数範囲 20Hz ～ 20KHz 
 ヘッドホン出力 17mW + 17mW(16Ω) 大ボリューム時 
 S/N 比 90dB (MP3) 

 FM ラジオ 
 FM 周波数範囲 76.0MHz ～ 108MHz 
 S/N 比 60dB 
 アンテナ ヘッドホン/イヤホンのコードアンテナ 

 ファイルのサポート 
 ファイルタイプ MPEG 1/2/2.5 Layer 3、WMA、OGG 
 ビットレート ＭＰ３、WMA： 8Kbps～320Kbps 

 OGG： Q1～Q10 
 タグ情報 ID3 V1 Tag、ID3 V2 2.0、ID3 V2 3.0、ID 3 V2 4.0 

 連続再生時間 
 音楽 約 24 時間(128Kbps、MP3、ボリューム 20、EQ Normal、画面オフの場合) 
 動画 約 4.5 時間(画面の明るさー標準, MPEG4 SP (QVGA, 384kbps, 30fps),

オーディオ (MP3, 128kbps, 44.1kHz), ボリューム 20) 
 モバイル放送・映像 約 2 時間 20 分(ボリューム 20、画面オンの場合) 
 モバイル放送・音楽 約 3 時間(ボリューム 20、画面オンの場合) 

 表示言語 40 ヶ国語 
 マルチメディアサポート MPEG4 SP、解像度 QVGA (320X240)、フレームレート 30fps 以下、ビットレ

ート 
 2Mbps、オーディオ：320KbpsMP3、44.1 KHz、CBR 

WMV9 SP、解像度 QVGA (320X240)、フレームレート 30fps 以下、ビットレー

ト 768Kbps、オーディオ：320Kbps、WMA 
 Macromedia Flash Lite 2.1、TXT、JPEG（プログレッシブ JPG には対応しておりません） 

 電源 
 AC アダプタ DC 5V/2A（同梱） 



 電源 リチウムポリマー内蔵充電池  
 PC 

 対応 OS UMS：Windows Vista/XP/2000（SP4） 
 インターフェース USB2.0 

 
B20専用 ホームキット                                                                  

   
 寸法 約 400（W）× 110（H）×201（D）mm 
 重量 約 3.1Kg 
 大出力 5W＋5W 
 消費電力 30W 
 入力端子 B20 専用 24pin 端子×1 

 ステレオ外部入力端子（ピンプラグ）×1 
 外部アンンテナ入力端子×1 

 スピーカーユニット形式 フルレンジ 2 スピーカー（バスレフタイプ）  
 
B20専用 カーキット                                                                    

   
 寸法 約 85（W）×26（H）×18（D）mm 
 重量 約 135.5g 
 送信周波数 76MHz～90ＭＨz（ステップ 0.1MHz） 
 供給電源電圧 DC12V～24V 
 FM トランスミッター消費電力 大 30mA（12V 電源使用時） 
 チャンネルメモリー機能：4 チャンネル 
 対応周波数レンジ 100Hz～15KHｚ 
 ステレオ分離比 20dB 
 トランスファーモード RF FM（F3E） 
 入力端子 ステレオ外部入力端子（ピンプラグ）×1 

 外部アンンテナ入力端子×1 
 スピーカーユニット形式 フルレンジ 2 スピーカー（バスレフタイプ）  

 
メモリの一部をシステム領域として使用しているため、搭載されているメモリすべてを記憶領域として利用できるわけではありません。 



  
 

 
 

B20 に関する製品情報は、 
http://www.iriver.co.jp/product/iriver/b20/ 

アイリバー･eストアB20 に関する情報は、 
http://www.iriver.co.jp/estore/b20

 

 

 

 

【モバ HO！およびモバイル放送株式会社について】 
 
モバ HO！は、屋外や移動中、及び屋内のモバイルユーザーを対象とし、約 50 チャンネルが楽しめる世界初の衛星デジタル・マ

ルチメディア放送サービス（有料放送）です。 サービスは、海外 FMやジャンル別音楽番組など音声系のチャンネルが 40 チャンネ

ル、ニュースやスポーツやエンターテインメントなどの映像番組が 8 チャンネルの多彩な番組を月々980 円～2,480 円のプランで

お楽しみいただけます。 
衛星放送のため日本全国で同じ番組を視聴できるのが特長です。 
「モバイル放送」「モバ HO！」及びそのロゴ、ならびに製品の名称・サービス名称等は、モバイル放送株式会社の商標または登録商標です。 
 

 
 

【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 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

 
消費者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/

http://www.iriver.co.jp/estore/b20
https://www.iriver.co.jp/support/inquiry/
http://www.iriver.co.jp/company/pressroom.php
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