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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、 

『ライフスタイルをより快適に過ごしてもらいたい』という思いから、新ブランド『Lyumo(リューモ)』を立ち上げました。
（※demee ブランドは、以後 Lyumo ブランドに統合させていただきます。）  

 

Lyumo ブランド第 1 弾として、美しいきらめくボディにスライド式 USB コネクタを内蔵した「「「「M31 SHINING(シャシャシャシャ

イニングイニングイニングイニング) 4GB」」」」とリボルブ（回転） x タッチキーの新操作感を採用した「「「「M41 REVOLVE(リボルブリボルブリボルブリボルブ)    4GB」」」」を

同時発売いたします。 

 

2010 年 4 月 16 日（金）に同社オンラインショップ「iriver e ストア(http://www.iriver.jp/estore/)」、マウスコンピュー

ター秋葉原/大阪ダイレクトショップ内「アイリバーゾーン(http://www.mouse-jp.co.jp/shop/ )」、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順

次発売いたします。 直販価格はM31 SHININGが、4,980円（税込）、M41 REVOLVEが、5,980円（税込み）。 

きらめくきらめくきらめくきらめく美美美美しいしいしいしいボディカラーボディカラーボディカラーボディカラーのののの「「「「M31 SHINIM31 SHINIM31 SHINIM31 SHININGNGNGNG」」」」    4444GBGBGBGB        

回転操作回転操作回転操作回転操作のののの新感覚新感覚新感覚新感覚、、、、「「「「M41M41M41M41    REVOLVEREVOLVEREVOLVEREVOLVE」」」」    4GB4GB4GB4GB        

2 機種同時発売 
2010201020102010 年年年年 4444 月月月月 16161616 日日日日（（（（金金金金））））発売予定発売予定発売予定発売予定、、、、iriver eiriver eiriver eiriver e ストアストアストアストアにてにてにてにて 4444 月月月月 9999 日日日日（（（（金金金金））））よりよりよりより予約予約予約予約受付受付受付受付開始開始開始開始！！！！    

M31 SHINING 4GB (ブラック/パープル)  M41 REVOLVE 4GB (ブラック/ホワイト)  

製品名製品名製品名製品名  M31 SHINING（（（（シャイニングシャイニングシャイニングシャイニング））））  M41 REVOLVE(リボルブリボルブリボルブリボルブ））））

ブランドブランドブランドブランド

内蔵内蔵内蔵内蔵メモリメモリメモリメモリ

カラーカラーカラーカラー ブラックブラックブラックブラック　　　　/　　　　パープルパープルパープルパープル ブラックブラックブラックブラック　　　　/　　　　ホワイトホワイトホワイトホワイト

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
*1*1*1*1

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
*1*1*1*1

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
*2*2*2*2 約約約約70707070時間時間時間時間 約約約約18181818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
*3*3*3*3 約約約約20202020時間時間時間時間 約約約約15151515時間時間時間時間

連続動画再生時間連続動画再生時間連続動画再生時間連続動画再生時間 ---- 約約約約4444時間時間時間時間* 4* 4* 4* 4

FMFMFMFM周波数帯域周波数帯域周波数帯域周波数帯域 76767676 .... 0000MHzMHzMHzMHz～～～～108108108108MHzMHzMHzMHz（（（（録音可録音可録音可録音可）））） 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 約約約約2222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 4,980円円円円((((税込税込税込税込)))) 5,980円円円円(税込税込税込税込)
*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 録音品質設定「中」の場合。メモリの空き容量に依存します。

*3．MP3,128kbps, ボリューム20,EQ　Normal, 画面オフの場合。

*4 付属のAVIConverterで変換したAVI形式ファ イ ルの場合。

※記載の外観および仕様は変更される場合があります。

※充電する場合は、対応AC充電器（別売り）もしくはパソコンをご使用ください。

Lyumo

4GB

約約約約960960960960曲曲曲曲

約約約約64646464時間時間時間時間



 

M31 SHINING(M31 SHINING(M31 SHINING(M31 SHINING(シャイニングシャイニングシャイニングシャイニング))))のののの主主主主なななな特長特長特長特長  

 
きらめくきらめくきらめくきらめく美美美美しいしいしいしいボディボディボディボディにににに有機有機有機有機 EL ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイをををを搭載搭載搭載搭載 

M31 SHINING は、持っているだけで元気が出てくるシャイニーな 

ボディコーティングを採用。クールな輝きのブラックとエレガントな輝き

のパープルの 2 色をご用意しました。また、フラットでシンプルなボデ

ィデザインに内蔵された有機 EL ディスプレイの光が浮かび上がり、と

てもオシャレです。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

便利便利便利便利ななななスライドスライドスライドスライド式式式式 USB コネクタコネクタコネクタコネクタをををを内蔵内蔵内蔵内蔵 

M31 SHININGは、本体にスライド式USB コネクタを内蔵。ケーブルい

らずで、USB メモリに早代わり。直接パソコンに接続し、ドラッグ＆ドロ

ップのカンタン操作で、音楽だけでなくパソコンのデータも気軽に持ち

運ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
軽量軽量軽量軽量ボディボディボディボディにににに約約約約 20 時間時間時間時間のののの連続再生連続再生連続再生連続再生 

重さは、約 22g。なんと 10 円玉 5 枚分程の重さにもかかわらず、約 20

時間*の長時間連続再生ができます。また、片手に収まるくらいの大き

さのためポケットやバッグなどに入れても、持ち歩くのにじゃまにならな

いコンパクトサイズです。 
*MP3,128kbps,ボリューム 20,EQ Normal,画面オフの場合。 

 

録音対応録音対応録音対応録音対応 FMFMFMFM ラジオラジオラジオラジオとととと便利便利便利便利ななななボイスボイスボイスボイス録音録音録音録音    

海外でも利用可能な FM チューナー（周波数帯域 76.0MHz～

108MHz）を搭載。日本でも海外でもお気に入りの FM ラジオを楽

しめますし、FM 放送の録音にも対応しております。また、内蔵マ

イクを搭載しているのでとっさのアイデアや会議・講義などの簡

易録音としてもご利用いただけます。 

    
    

    

カナルカナルカナルカナル型型型型イヤホンイヤホンイヤホンイヤホンをををを標準装備標準装備標準装備標準装備    

人気の高いカナル型イヤホンを標準装備。耳にフィットするイヤホ

ンを装着すれば、音を楽しむ幅が一段と広がります。 

    
※イヤホン装着時の自転車やバイク等の運転は、絶対に行わないでください。 

交通事故を引き起こす原因となります。 

    



 

    

M41 REVOLVE (M41 REVOLVE (M41 REVOLVE (M41 REVOLVE (リボルブリボルブリボルブリボルブ))))のののの主主主主なななな特長特長特長特長  

    
MS PlayFX でででで高音質高音質高音質高音質サウンドサウンドサウンドサウンドでででで楽楽楽楽しめますしめますしめますしめます 

M41 REVOLVE は、6 種類のプリセット EQ（イコライザ：通常再生

/Rock/Pop/Classic/BASS/Jazz）の他、「MS PlayFX」を搭載。「3Dヘ

ッドホン」設定と組み合わせれば、イヤホン内に広がる立体的なサウ

ンド効果をもたらし、「PureBass」設定と組み合わせれば、深みのあ

る重低音を拡張したサウンドを楽しむことができます。 

    

    

    

    

    
スマートスマートスマートスマートななななボディボディボディボディにににに特徴的特徴的特徴的特徴的ななななリボルブリボルブリボルブリボルブ xxxx タッチキータッチキータッチキータッチキー    

M41 REVOLVE はシンプルなボディにタッチキーを採用。 

色は、ブラックとホワイトの 2 色をご用意。操作したい内容に合わせ

てリボルブ（回転操作）やタッチすることで、独創的で快適な使用感を

味わうことができます。 また、タッチするごとに本体の三角形部分が

光るので、操作をするのが楽しくなります。 

    

    

    

    

    
    

美美美美しいしいしいしい 1.81.81.81.8 型液晶型液晶型液晶型液晶でででで、、、、動画動画動画動画もももも画像画像画像画像もももも表示可能表示可能表示可能表示可能    

M41 REVOLVE は、小型ボディに美しい 1.8 型 TFT カラー液

晶を搭載。動画や画像再生機能にも対応しているので、お

気に入りのデータを入れて表現力豊かな映像や画像を楽し

めます。またテキストデータにも対応しているので、移動中

の会議などの資料を確認することもできます。 
 

 

 

 

FMFMFMFM ラジオラジオラジオラジオとととと便利便利便利便利ななななボイスボイスボイスボイス録音録音録音録音    

海外でも利用可能な FM チューナー（周波数帯域 76.0MHｚ～108MHｚ）を搭載。日本でも海外でもお気に入

りの FM ラジオを楽しめます。また、内蔵マイクを搭載しているので、とっさのアイデアや会議・講義などの

簡易録音としてもご利用いただけます。 
 

カナルカナルカナルカナル型型型型イヤホンイヤホンイヤホンイヤホンをををを標準装備標準装備標準装備標準装備    

人気の高いカナル型イヤホンを標準装備。耳にフィットするイヤホンを装着すれば、音を楽しむ幅が一段

と広がります。 

    
※ イヤホン装着時の自転車やバイク等の運転は、絶対に行わないでください。 

交通事故を引き起こす原因となります。 
 

    



 

    

製品仕様製品仕様製品仕様製品仕様    

    

    

    

    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

商商商商　　　　品品品品　　　　名名名名 M31 SHININGM31 SHININGM31 SHININGM31 SHINING M41 REVOLVEM41 REVOLVEM41 REVOLVEM41 REVOLVE

ボディカラー ブラック/パープル ブラック/ホワイト

記録媒体 容　量 4GB 4GB
タイプ 内蔵フラッシュメモリ 内蔵フラッシュメモリ

音楽再生 収録数 *1 約960曲 約960曲
連続再生 *2 約20時間 約15時間
ファイル形式 MP3, WMA, WAV MP3 (MPEG1.0 Layer3), WMA
ビットレート MP3/WMA：8kbps - 320kbps MP3/WMA：32kbps - 320kbps
タグ情報 - ○

動画再生 ファイル形式 - AVI
収録時間 *3 - 約17時間
連続再生 *3 - 約4時間

オーディオ 音場効果 プリセット7種類(Normal/Rock/Pop/Classic/Soft/Jazz/DBB) プリセット6種類(通常再生/Rock/Pop/Classic/BASS/Jazz)、カスタムEQ、Microsoft PlayFX
ヘッドホン出力 (L)18mW＋(R)18mW (16Ω)3.5φミニステレオ端子 (L)5mW＋(R)5mW (32Ω)3.5φミニステレオ端子
周波数特性 20Hz～20KHz 20Hz～22KHz

S/N比 90dB 85dB
FMチューナー FM周波数範囲 76.0MHz～108MHz 76.0MHz～108MHz

S/N比 58dB 45dB
録音 ○ -

ダイレクトエンコーディング - -
スピードコントロール 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70時間 約18時間

拡張スロット - -
画像 - JPEG, BMP

フラッシュ - -
テキスト - ○

表 示 言 語 19ヶ国語(中国語は簡体/繁体中文含む) 21ヶ国語(中国語は簡体/繁体中文含む)
対 応 O S Windows7/Windows Vista/WindowsXP Windows7/Windows Vista/WindowsXP
電　　源 バッテリ リチウムポリマー内蔵充電池 リチウムポリマー内蔵充電池

[充電時間]：約3時間 [充電時間]：約2時間
ACアダプタ - -

インターフェイス USB 2.0 USB 2.0
本体ディスプレイ 有機EL(128x32) TFT カラー LCD、1.8型、128x160 pixel

サイズ（W×H×D) 約80.5（W）×26（H）×11（D）mm 約40.4（W）×88（H）×8（D）mm
重　　量 約22.0g 約45.0g

動作温度 5℃～35℃ 5℃～35℃

同梱物 M31本体、イヤホン、クイックスタートガイド(保証書付） M41本体、イヤホン、USBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付）、インストールCD（8cmタイプ）*

*スロットインタイプや、トレータイプであっても8cmCDに非対応のCD-ROMドライブでは使用しないでく
ださい。

収録されているアプリケーションは、iriverのWebサイトからユーザー登録後、ダウンロードが可能で
す。

*インストールCDの内容：AVIConverter、マニュアル

※画面の画像は、全てハメコミ合成です。

ボイス録音

※製品の仕様、外観、同梱品は予告なく変更になることがあります。

*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
*3．付属のAVIConverterで変換したAVI形式ファイルの場合
*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。



 

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

【【【【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/ 

    
M31 SHININGM31 SHININGM31 SHININGM31 SHINING 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はははは、、、、    

http://www.iriver.jp/product/http://www.iriver.jp/product/http://www.iriver.jp/product/http://www.iriver.jp/product/lyumolyumolyumolyumo////m31_shiningm31_shiningm31_shiningm31_shining////    
M41 REVOLVEM41 REVOLVEM41 REVOLVEM41 REVOLVE 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はははは、、、、    

http://www.iriver.jp/product/http://www.iriver.jp/product/http://www.iriver.jp/product/http://www.iriver.jp/product/lyumolyumolyumolyumo////m41_revolvem41_revolvem41_revolvem41_revolve////    
    

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受受受付付付付はははは、、、、    
M31M31M31M31 SHINING SHINING SHINING SHINING::::http://www.iriver.jp/estore/http://www.iriver.jp/estore/http://www.iriver.jp/estore/http://www.iriver.jp/estore/m31_shiningm31_shiningm31_shiningm31_shining////    

M41 REVOLVEM41 REVOLVEM41 REVOLVEM41 REVOLVE::::http://www.iriver.jp/estore/http://www.iriver.jp/estore/http://www.iriver.jp/estore/http://www.iriver.jp/estore/m41_revolvem41_revolvem41_revolvem41_revolve////    
    

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、、、、    
M31M31M31M31 SHINING: SHINING: SHINING: SHINING:http://item.rakuten.co.jp/iriverhttp://item.rakuten.co.jp/iriverhttp://item.rakuten.co.jp/iriverhttp://item.rakuten.co.jp/iriver----jp/jp/jp/jp/m31_shining/m31_shining/m31_shining/m31_shining/    

M41 REVOLVE:M41 REVOLVE:M41 REVOLVE:M41 REVOLVE: http://item.rakuten.co.jp/iriver http://item.rakuten.co.jp/iriver http://item.rakuten.co.jp/iriver http://item.rakuten.co.jp/iriver----jp/jp/jp/jp/m41_revolve/m41_revolve/m41_revolve/m41_revolve/    
 

 

製品貸出製品貸出製品貸出製品貸出・・・・報道関係報道関係報道関係報道関係のののの皆様皆様皆様皆様からのからのからのからのおおおお問合問合問合問合せはせはせはせは  

ホームページ プレスルームまで  

http://www.iriver.jp/company/pressroom.php 

製製製製品品品品にににに関関関関するするするする報道関係者報道関係者報道関係者報道関係者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 

株式会社マウスコンピューター 

マーケティング統括部：藤川  

E-mail: press@mouse-jp.co.jp 

TEL：03-6739-3812 

FAX：03-6739-3823 

 

    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)】】】】 

    電話受付時間電話受付時間電話受付時間電話受付時間：：：：9：：：：00～～～～20：：：：00     土日祝土日祝土日祝土日祝のみのみのみのみ：：：：11:00～～～～20：：：：00  年末年始年末年始年末年始年末年始をををを除除除除きききき無無無無休休休休 

℡℡℡℡：：：：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サポートセンタサポートセンタサポートセンターーーー 

※※※※    2010 年年年年 4 月月月月 9 日日日日（（（（金金金金））））よりよりよりより「「「「demee」」」」ブランドブランドブランドブランドはははは「「「「Lyumo」」」」ブランドブランドブランドブランドにににに統合統合統合統合いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

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ははは、、、、いままでいままでいままでいままで通通通通りりりりアイリバーサポートセンターアイリバーサポートセンターアイリバーサポートセンターアイリバーサポートセンターにておにておにておにてお受受受受けいたしますけいたしますけいたしますけいたします。。。。 

月曜～金曜 10:00～18:00 （祝祭日および年末年始を除く） 

ナビダイヤルナビダイヤルナビダイヤルナビダイヤル：：：：    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/ 


