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電子辞書はここまでスタイリッシュになる。 
2007 年度グッドデザイン賞受賞 

33コンテンツ収録・カラー液晶採用 「D5」日本初上陸！ 
2008年6月13日（金）発売予定、iriver eストアにて6月6日（金）より予約開始！ 

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）は電

子市場初参入となる新商品「D5」を 2008 年 6 月 13 日（金）より、同社オンラインショップ「iriver eストア

(http://www.iriver.co.jp/estore/)」をはじめ、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」、全国の

主要パソコン専門店・家電量販店ならびに小売店、インターネットショッピングサイトにて順次発売を開始します。価格

はオープンプライス（iriver直販価格は表内参照）。 
D5 は内蔵メモリを搭載。システム領域および辞書データ以外のメモリの空き領域に音楽や動画を入れてプレーヤ

ーとして楽しむことが可能です。今までの電子辞書にはないスタイリッシュなデザインと抜群の携帯性で 20 代～30 代

のビジネスパーソンや英語学習者に向けてスマートな「デザイン電子辞書」として提案してまいります。 
 

■ D5 の特長 
重量約 133g。名刺入れと同じくらいのコンパクトなサイズ 
約 3 インチワイド TFT 採用。 26 万色のカラー描画 
33 コンテンツの充実した電子辞書機能搭載 
アイリバーならではのマルチメディア機能（音楽、動画、写真、Flash、テキスト）搭載 
電子手帳（アドレス帳･カレンダー･メモ･記念日･時間割･世界時計）機能 
ワード、エクセル、パワーポイントなどのドキュメントを閲覧できる CSD ビューワー機能 

 
■ ジーニアス大辞典、Oxford 英英辞典をはじめ、全 33 コンテンツ収録（2 ページ目参照） 

「ジーニアス英和大辞典」、「オックスフォード現代英英辞典」などの英英辞典、ビジネスでも活用できる「経済ビジネ

ス英語表現辞典」、日本経済新聞出版社の各業種に特化した用語辞典など全 33 コンテンツを収録。 「ジーニアス英

和大辞典」のネイティブ発音も80,000語収録し、リスニングの練習もサポートいたします。スペルがうろ覚えの単語も

検索できる「ブランクワード検索」「ワイルドカード検索」、覚えておきたい単語をまとめておける「単語帳機能」、漢字辞

典を部首、部品、画数だけではなく語彙から検索できる「語彙検索」機能を備えており、辞書機能も充実しています。 

製品名 D5（新製品） 
内蔵メモリ（カッコ内はメモリ空き領域） 2GB（950MB） 4GB（2.8GB） 

（アイリバー直販限定） 

アイリバー直販価格（税込） 39,800 円 44,800 円 

カラー ブラック／ホワイト／ピンク 

注意： メモリの一部をシステム領域および辞書データ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/


収録 33 コンテンツ一覧 
国語 

新明解国語辞典 第六版 約 76,500 語 三省堂 
漢字源 JIS 版 約 6,355 字／熟語 4,500 語 学研 
パーソナルカタカナ語辞典 約 28,000 語 学研 
故事ことわざ辞典 約 4,500 語 学研 
四字熟語辞典 約 1,450 語 学研 

英語 

ジーニアス英和大辞典  約 255,000 語句 
音声 80,000 語 

大修館書店 

ジーニアス和英辞典 第二版 約 82,000 語句 大修館書店 
オックスフォード 現代英英辞典 
(OALD, 7th Edition) 

約 183,500 語句 Oxford University Press 

オックスフォード 類語辞典（第二版） 約 600,000 語／例文 約 35,000 Oxford University Press 
オックスフォード 連語辞典 約 9,000 語／約 150,000 例 Oxford University Press 
オックスフォード ビジネス英語辞典 約 30,000 項目 Oxford University Press 
用例中心 経済ビジネス英語表現辞典（日-
英） 

見出し語約 20,000 
例文 約 24,000 

大修館書店 

英文ビジネスレター事典 例文 約 4,000 三省堂 

アルク TOEIC テスト英単語 基本編  約 1,200 語／音声 約 1,200 語 アルク 

アルク TOEIC 英単語 応用編  約 1,200 語／音声 約 1,200 語 アルク 

英会話・トラベル 

英会話 Make it! 基本表現編  例文 約 2,600／音声 約 200 語学春秋社 
英会話 Make it! 場面攻略編  例文 約 2,400／音声 約 178 語学春秋社 
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 英語

 
例文 約 2,300／単語 約 4,500 
音声 約 2,300 

実業之日本社 

ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 
イタリア語+英語  

例文約 2,500／単語約 8,500 
音声 約 2,500 

実業之日本社 

ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 
フランス語+英語  

例文 約 2,500／単語 約 8,000 
音声 約 2,500 

実業之日本社 

ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 
スペイン語+英語  

例文 約 2,500／単語 約 7,500 
音声 約 2,500 

実業之日本社 

ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 
ドイツ語+英語  

例文約 2,500／単語約 8,000 
音声 約 2,500 

実業之日本社 

ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 
韓国語+英語  

例文約 2,500／単語約 8,500 
音声 約 2,500 

実業之日本社 

ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 
中国語+英語  

例文約 2,200／単語約 5,200 
音声 約 2,200 

実業之日本社 

ビジネス 

日経パソコン用語事典 2008 約 5,460 項目 日経 BP 社 

日経文庫 株式用語辞典 約 700 語 日本経済新聞出版社 

日経文庫 広告用語辞典 約 1,100 語 日本経済新聞出版社 

日経文庫 会計用語辞典 約 1,000 語 日本経済新聞出版社 

日経文庫 金融用語辞典 約 800 語 日本経済新聞出版社 

日経文庫 流通用語辞典 約 500 語 日本経済新聞出版社 

日経文庫 経営用語辞典 約 700 語 日本経済新聞出版社 

生活・実用 

ことばの手帳 手紙の書き方 約 200 例 三省堂 

約 270 項目 敬語早わかり辞典 学研 

 マークのコンテンツにはネイティブ発音や会話が収録されています。  



◎電子辞書機能 
 

ジャンプ機能 文字が読みやすい！ 約 3 インチ 26 万色カラーディス

プレイ 一つの単語を複数の辞書にまたがって、検索するこ

とができます。テキストビューワー機能で文章を読んで

いる途中に分らない単語を調べることもできます。 
D5 は、26 万色の色鮮やかな色彩描画が可能な約 3

インチの WQVGA TFT 液晶ディスプレイ(LCD)を採用。

描画速度も速いのでストレスなく辞書を利用することが

できます。 
 

スペルチェック 
 単語のスペルがあいまいな場合に使用します。 あ

いまいな英単語を入力するだけで正しい単語を調べる

ことができます。 
見出し語一括検索 

複数の辞書コンテンツから調べたい単語を同時に検

索する機能で、コンテンツを選ばずにすばやく調べるこ

とができます。 
 

部首一覧検索 
 部首一覧を表示して、部首名がわからない漢字を調

べることができます。 英語例文・成句検索 
単語と単語の間をスペースで区切って、入力した単

語を使った例文や成句（熟語）を調べることができます。 

 
プレビュー 

調べたい単語を一文字入力する過程で、候補の単語

をリスト表示します。単語を効率的に探し出すことがで

きます。 

 
 
ワイルドカード検索 

 検索する見出し語の文字数は分るけど、スペルが分

からない場合に「？」を入力し、分からないスペルに置き

換えて検索します。 
プレビューレイアウトの切替え 

見出し語とその説明文を同時に表示します。表示レ

イアウトは 3 タイプから切り替えることができます。 例）dic???nary → dictionary 
  
3 段階文字サイズ ブランクワード検索 

ズームボタンで文字サイズを 3 段階に切り替えるこ

とができます。カラーやイタリック、ボールド書体を効

果的に使い、キレイな表示が可能です。 

検索する見出し語の文字数、スペルが分からない場

合に「＊」を入力し、分からないスペルに置き換えて検

索します。 
 例）dic*ary → dictionary 
My 辞書登録 

収録コンテンツの中からよく使うコンテンツを登録し、

すばやく呼び出すことが可能です。My 辞書には 2 コ

ンテンツを登録できます。 

 
 
履歴 

辞書ごとに単語を記録する履歴機能で、以前に調べ

た単語をスピーディに探すことができます。  
  

 My メニュー 
よく使う機能やすばやく呼び出したいコンテンツを

My メニューに登録できます。登録は 7 つまで可能で

す。 
  
 



◎マルチメディア機能 
 

モノラルマイク内蔵で長時間のボイスレコーディング サウンドにこだわるアイリバーならではの音楽再生機能 
D5 の内蔵モノラルマイクで会議を録音し後でレポー

トを作成したり、授業を録音して通勤・通学中に復習す

るのに非常に便利です。 

D5 は、MP3、WMA、OGG 形式のファイルをサポー

ト。SRS Labで開発された3Dサウンド技術であるSRS 
WOW で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。また、Classic / Live / Pop / Rock / Jazz / 
U.bass / Metal / Dance / Party の 9 種類のプリセ

ットEQ（イコライザ）と5種類の周波数領域を調節できる

カスタム EQ を搭載。アルバムジャケット表示にも対応し

ています。 

＊ボイス録音中は他の機能は使用できません 

語学学習に便利な A-B 区間リピート、再生速度調節、

学習機能も搭載しています。 
＊音楽を聴きながら、辞書を利用することも可能です。 

 
 
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 D5
に保存し、音楽を聴きながらスライドショーを鑑賞するこ

とができます。さらにお気に入りの写真を背景画像に設

定することも可能です。 

 
 
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）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。 
＊付属ソフト「iriver plus3」での動画ファイル生成には対応しており

ません。  
  
テキストビューワー機能 

ＦＭチューナー内蔵 番組のタイマー録音も可能 
TEXT 形式のファイルを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。テキストを読んで

いる途中で分らない単語があれば、辞書のジャンプ機

能で意味をすばやく調べられます。ブックマークをつけ

て、気になったページにジャンプすることもできます。 

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。FM 放送のタイマー録音や、番組を

聴きながらの録音も可能です。（FM 録音中は他の機能

は使用できません） 
＊FM 放送を聴きながら、辞書を利用することも可能です。 

  
  
テーマカラーや背景画像を変えてカスタマイズ Flash ゲームで気分転換 

背景画像を自由に変えることができます。テーマカラ

ーもブルー、グリーン、オレンジ、グレーから選ぶことが

でき、時計表示／非表示の切り替えなど、お好みでカス

タマイズすることも可能です。 

D5 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。パズルゲームがバンドルされています。 
 



◎電子手帳機能 カレンダー 
2043 年までのカレンダー表示が可能です。スケジュ

ール機能で予定が入っている日はアイコン表示されま

す。（祝日設定には非対応） 

 
単語帳 

覚えておきたい単語を単語帳に保存することができま

す。単語帳は英語系、国語系の 2 種類とユーザーが自

由に種類を分けてオリジナルの単語帳を作ることも可能

です。 

 
 
記念日 1000 件 

友人の誕生日や結婚記念日など大切な記念日を忘

れることのないように記録しておくことができます。毎年、

定期的に繰り返される予定がある場合は、繰り返し設定

オンにすることで自動的に記念日をお知らせします。登

録した記念日は残り日数や経過日数が表示されます。 

 
 
メモ 

とっさに思いついたアイデアや書籍のタイトル、時刻

表や URL などをメモに保存できます。内容の検索も可

能で、アイデア次第で使い方はいろいろです。メモは約

500 件保存できます。 

 
時間割 

月曜日から土曜日までの時間割を登録できます。担

当教授も入力でき、選択科目が多い学生にはなくては

ならない機能です。授業中に電子辞書を活用することも

できます。 
 
世界時計主要 35 都市 

D5 の日付と時刻の設定をもとに、世界の主要 35 都

市の現在時刻を表示することができます。海外出張や

旅行時のわずらわしい時刻あわせが必要ありません。 

 
 
アドレス帳 

iriver plus3 を介して Outlooｋのアドレス帳と同期し

て住所録を持ち運ぶことができます。D5 は暗証番号機

能もついているので、セキュリティー面も安心です。約

2000 件を保存できます。 
 
スケジュール 約 2000 件 

 
iriver plus3 を介して Outlook の予定表と同期して

使用できます。 週のはじめや一日の始まりにパソコン

と接続し、スケジュールをアップデートすれば効率的に

スケジュール管理ができます。 

 
電卓 16 桁表示、単位換算 14 種類 

D5 の電卓は 16 桁（千兆）まで表示が可能。また、生

活に欠かせない長さや温度、重さの単位をカンタンに換

算する単位換算機能がついています。 

 
  
 
 



◎便利なソフトウェア iriver plus 3、CSD コンバーター 
 
音楽以外にもビジネスドキュメント、画像ファイルの変換機能付き 便利な転送ソフトiriver plus3  

音楽管理ソフト「iriver Plus3」は付属 CD-ROM に収録されています。使用方法はとてもシンプル。 iriver Plus3
上の管理画面で転送したい曲をチェックして転送ボタンを押すだけで D5 に楽曲を転送してくれます。さらに、ワード、

エクセル、パワーポイント、PDF ファイルを D5 で閲覧可能な CSD 形式に変換・転送できるのでプレゼン資料などを

D5 で持ち歩き、移動中に確認する。という使い方も可能です。 
辞書データのアップデート（改訂は対象外）、ファームウェアのアップグレードも行えるので、常に 新の機能や改良

された機能を追加し、より快適により永くご利用いただけます。   D5 をご利用になるには、インターネット接続環境が必要です。

 

↑ 辞書データをアップデートする 

↑ D5 のアドレス帳をパソコンに CSV 形式で保存する ↑ アウトルックと D5 を同期する 

↑ D5 の背景画像をパソコンから設定する 

↑ D5 のメモをパソコンに text 形式で保存する 

↑ D5 のユーザーデータをバックアップする  
 
 

ユーザーの安心を考えたアフターサービス＆サポート体制 
すべてのアイリバー製品には、1 年間の製品保証が付いています。 

 
 



◎各部の名称 

 

 



◎製品仕様 

メモリ容量 
2GB／4GB （辞書データ約 959MB 使用）* 
＊メモリの一部をシステム領域、辞書データ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。 
寸法 約 95.5（W）x70（H）x 15（D）mm 
重量 約 133g（内蔵充電池を含む、付属品を除く本体のみ） 
カラー ブラック／ホワイト／ピンク 
ディスプレイ 76.2ｍｍ（約 3 インチ）TFT LCD（480×272Pixel, 26 万色） 
インターフェイス USB2.0 High-Speed 大転送速度 480MB/bps（理論値） 

イコライザ 
Normal / Classic / Live / Pop / Rock / Jazz / U.bass / Metal / 
Dance / Party / SRS WOW HD / User EQ 

動作温度 -5℃～40℃ 
音楽：約 16 時間(MP3 / 128Kbps / 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 時間 (MPEG4-SP / 400X240@15fps / 450kbps / MP3 
128kbps / LCD 明るさ標準） 

辞書連続使用時間 約 11 時間（国語辞典、画面オン、バックライト 5 秒設定時） 
フォントサイズ 12X12 /16X16 / 24X24 サイズ対応（一部機能 Vector Font 対応） 
電源 内蔵リチウムポリマー充電池（取り外し不可） 

一般仕様 

対応 O/S Windows® 2000/XP/Vista 

▼マルチメディア 

CSD ビューワー TXT、DOC、XLS、PPT、HWP、PDF ファイルを CSD 形式に変換して表示可能 

ファイルサポート MP3, WMA, OGG 
ビットレート MP3, WMA: 8Kbps～320Kbps / OGG: Q1～Q10 
周波数特性 20Hz ～ 20KHz 
ヘッドホン出力 15mW(右) +15mW(左)  16Ωボリューム 大 
S/N 比 90dB (MP3) 

オーディオ 

タグ情報 ID3 V1 Tag / ID3 V2 2.0 / ID3 V2 3.0 / ID 3 V2 4.0 
FM 周波数範囲 76.0MHz ～ 108MHz 
S/N 比 60dB FM ラジオ 
受信形態 ヘッドホン/イヤホンのコードアンテナ 

動画 
AVI ［MPEG4 SP］ 400X240、フレームレート 15fps 以下、 ビットレート 450Kbps 
オーディオ： MP3 128Kbps / 44.1 KHz、CBR 
*動画再生はフルスクリーン機能非対応 
ファイルサポート JPEG / BMP / GIF 

（プログレッシブ JPEG には非対応、アルバムアートも同様） 画像 
大解像度（pixel） JPEG: 3600×2400, GIF: 1024×768, BMP: 1024×768 

Flash Adobe Flash Lite v2.0.2（15fps / Audio ADPCM / MP3 128Kbps 44.1kHz） 
テキストビューワー 対応ページ: フォントサイズ 12 大 26,000 ページ/フォントサイズ

16: 大 28,000 ページ/フォントサイズ 24: 大 40,000 ページ Text 
テキスト検索 大 15 文字入力 
FM 録音 MP3（予約機能付き） 

録音 
ボイス録音 MP3 

▼電子手帳 

メモ帳 500 件まで登録可能（内容：2000 字まで） 
アドレス 2000 件まで登録可能 
カレンダー 西暦旧暦変換、2043 年まで変換可能 
記念日設定 1000 件保存（D-Day 機能対応） 
世界時計 世界 35 都市の日付と時刻表示 
電卓 16 桁（3 桁区分記号表示） 

電子手帳 

単位換算 14 種類変換対応 



◎D5 に必要なパソコン環境 

Windows® 2000/XP                                                           
Intel® ® Pentium  ll 233MHz以上のプロセッサ速度 
64MB 以上のメモリ、30MB 以上のハードディスク空き容量、スピーカーと 16 ビットをサポートするサウンドカード 
Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以降 
SVGA 以上の解像度を持つモニター（解度 1024×768 以上） 
 
Windows® Vista 

Windows® Vistaは、32 ビットのみをサポートし、64 ビットはサポートしません 
Intel® ® Pentium  ll 800MHz以上のプロセッサ速度、512MB以上のメモリ、200MB以上のハードディスク空き容

量 
スピーカーと 16 ビットをサポートするサウンドカード、Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以降 
SVGA 以上の解像度を持つモニター（解像度 1024×768 以上） 

 

 
◎D5 パッケージ内容 

D5 本体/取扱説明書/イヤホン/USB ケーブル/インストール CD（内容：

iriver plus 3、CSD Reader）/専用ポーチ/ディスプレイクリーナー/製品

保証書（１年間保証） 
 
 
 

 



 
 

 
D5 に関する製品情報は、 

 
http://www.iriver.co.jp/product/iriver/d5/ 

 
アイリバー･eストアD5 に関する情報は、

 
 

http://www.iriver.co.jp/estore/d5/
 

 
 
 

【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、国内シェアのさら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/d5/
http://www.iriver.co.jp/company/pressroom.php
mailto:iriver_jpn_pr@iriver.co.jp
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