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報道関係各位  

ポケットサイズに機能満載！ 
画面を直接クリック！ダイレクトクリック採用 「Ｌｐｌａｙｅｒ」登場！ 

初回生産分は英・ロックバンド「MUSE」のライブ映像付き

2008年7月4日（金）発売予定、iriver eストアにて6月27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）はデ

ジタルオーディオプレーヤーの新商品「Lplayer」を 2008 年 7 月 4 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）。 
Lplayerの操作は2.0インチのカラー液晶画面の上下左右を直接クリックして操作するアイリバー独自の「ダイレク

トクリック」を採用。操作ボタンを極力なくし、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。また、画面の長押し（2 秒以上押すこと）で便利なサブメニューやメインメニューにすばやく戻ることも可

能です。 
コンパクトながらも主要な機能を充実させた実用的なエントリーモデルです。

初回生産分には2007年6月に英国ウェンブリー・スタジアムにて行なわれた

「MUSE（ミューズ）」のライブ映像（約 14 分）が収録されております。 
 

■Lplayer の主な機能 
・音楽再生（MP3 / WMA / OGG）機能、A-B 区間リピート機能 
・動画（MPEG4/WMV9 準拠）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を搭載 

 

製品名 Lplayer 2GB* Lplayer 4GB Lplayer 8GB 

カラー ホワイト／ピンク／ブラック 

内蔵メモリ 
2GB* 

直販モデル 4GB 8GB 

可能な音楽ファイル収録数* 約 480 曲 約 960 曲 約 1920 曲 
目安となる最大音楽収録時間 約 36 時間 約 72 時間 約 144 時間 
最長ボイスレコーディング時間 約 48 時間 約 96 時間 約 192 時間 
アイリバー直販価格（税込価格） 9,980 円 13,800 円 18,800 円 

*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 録音品質を低（96Kbps）で録音した場合。 
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/


Lplayer シリーズの主な特長 
 
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 Lplayer の大きな特長です。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。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の呼び出しやメインメニューにすばやく戻ることが可能です。 
 

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 
 Lplayer 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 / Rock / Pop / 
Classic / Soft / Jazz / DBB 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。 
 
マルチコーデックに対応 

アイリバー製品は様々な音楽ファイル形式が再生可能。

MP3, WMA, OGG, FLAC をサポートしています。 
 
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）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 WMV をサポート。付属の iriver plus3 を利用すれば、すでにある動画ファイルを

Lplayer に対応したファイル形式に変換ができるので、動画変換の知識が苦手な方でも気軽に動画を楽しめます。 
 
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 Lplayer 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。 

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も可能です。 

便利な転送ソフトWindows Media Player 11、iriver plus3 の両方が使用可能 
Lplayer のファームウェアは MTP と UMS の二種類。MTP の時は Windows Media Player11 で、ファームウェ

アがUMSのときは iriver plus3でファイルの転送を行います。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、

エクスプローラー上でドラッグ＆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。 
 
アイリバーのファームウエアアップグレード 
アイリバーのファームウェアアップグレード機能はお買い上げいただいた製品をより使いやすく機能的にご利用いただ

くため、常に最新の機能や改良された機能を追加し、アイリバー製品をより快適により永くご利用いただけるよう、

iriver plus3 を通じてファームウェアを無償で配布しております。 
※ファームウェアアップグレード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。 
 
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 
アイリバー製品は、1 年間保証がついています。 
 
 
パッケージ内容 
プレーヤー本体/イヤホン/USBケーブル/8ｃｍミニインストールCD（iriver plus3,Movie Converter）/取扱説明書

/クイックスタートガイド/製品保証書（１年間保証） 
 



各部の名称                

 

製品仕様 

メモリ容量 
2GB／4GB／8GB* 
＊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。 
寸法 約 60.0（W）x 43.0（H）x 13.0（D）mm 
重量 約 41.2g（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 2.0 インチ TFT LCD （26 万色描画） 
インターフェイス USB2.0 High-Speed 最大転送速度 480MB/bps（理論値） 

イコライザ 
Normal / Rock / Pop / Classic / Soft / Jazz / DBB / SRS WOW 
HD / User EQ 

動作温度 -5℃～40℃ 
音楽：約 17 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 5 時間 (MPEG4 SP：QVGA, 384kbps, 30fps、オーディ

オ ：MP3, 128kbps, 44.1kHz、LCD の明るさ標準の場合） 
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 
MSC（UMS）バージョン: Windows 2000/XP/Vista 
MTP バージョン: Windows XP（SP2）/Vista 

▼マルチメディア 
ファイルサポート MP3, WMA, OGG, FLAC 
ビットレート MP3: 8Kbps～320Kbps / WMA: 8Kbps～192Kbps / OGG: Q1

～Q10 
周波数特性 20Hz ～ 20KHz 
ヘッドホン出力 17mW(右) +17mW(左)  16Ωボリューム最大 
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 
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 

MPEG 4 SP、WMV9、XviD 
サイズ：QVGA、フレームレート：30fps、ビデオビットレート：512Kbps以下、オーディオMP3, 
WMA、オーディオビットレート MP3: 320Kbps以下/WMA: 192Kbps以下、

CBR/44.1KHz 

画像 
ファイルサポート JPEG / BMP / GIF / PNG 

（プログレッシブ JPEG には非対応、アルバムアートも同様） 



Text UNICODE、日本語はSHIFT-JISに対応 

FM 録音 WMA 
録音 

ボイス録音 WMA 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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

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

製品の仕様、概観、パッケージ内容は予告なく変更になることがございます。製品の最新情報につきましては製品

発売後、アイリバーホームページ（http://www.iriver.co.jp/）にてご確認ください。 

 
【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

ークを最大限に活かし、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/product/iriver/lplayer/
http://www.iriver.co.jp/estore/lplayer/
http://www.iriver.co.jp/
http://www.iriver.co.jp/company/pressroom.php
https://www.iriver.co.jp/support/inquiry/
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