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当社子会社による株式会社 USEN との業務提携に関するお知らせ 

 

 

 

当社子会社である株式会社 iriver japan（代表取締役：浅野 樹美、本社：東京都千代田区、以下

「iriver」）は、株式会社USEN（代表取締役：宇野 康秀、本社：東京都港区、以下「USEN」）との間で、

衛星放送サービス「モバHO！」の受信機能を搭載したデジタルオーディオプレーヤー「U:MO」（ユーモ）

を共同開発し、同製品の供給を継続的におこなうことを要旨とする業務提携を開始することといたしま

したので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記 

 

１．業務提携の理由 

   iriverは、携帯型デジタルオーディオプレーヤーの輸入・販売を主力事業としながら、通信・音

楽・映像等、あらゆるエンターテイメント機能を融合させた高機能型複合ポータブルデバイスの製

品の企画、開発を進めております。 

一方、USENは、インターネット上における映像及びメディアコンテンツの配信サービス「GyaO」

の運営をはじめとして、放送・カラオケ・通信等、複数のマルチメディア事業を手掛けており、数

多くのユニークユーザーを有しております。 

今般、USENが展開する「モバイルUSENクラブ」の端末ラインナップに、iriverが手掛ける高品

質・高付加価値なポータブルデバイスを加えることにより、それぞれの顧客領域の拡大が見込める

と判断し、本件業務提携に至りました。 

 

２．業務提携の内容 

   iriver が、「U:MO」の継続的供給をおこない、これをUSEN が「モバイルUSEN クラブ」を通じて

販売いたします。なお、「U:MO」の製品仕様詳細等につきましては、別添リリース資料のとおりとな

ります。 

 



３．業務提携先の概要 

(1) 商 号 株式会社USEN（大阪証券取引所 ヘラクレス市場 証券コード：4842） 

(2) 代 表 者 宇野 康秀 

(3) 所 在 地 東京都港区赤坂9-7-1 

(4) 設 立 年 月 日 1964年9月7日 

(5) 主な事業内容 放送事業、ブロードバンド・通信事業、カラオケ事業、映像・コンテンツ

事業、業務用システム事業、人材関連事業 

(6) 決 算 期 8月 

(7) 従 業 員 数 3,989名（単体） 

(8) 資 本 金 509億6百万円 

(9) 発行済株式数 111,114,187株 

(10) 当社グループ

との関係 

当社及びiriverは、USENとの資本関係、人的関係及び取引関係は 

いずれもありません。 

 

４．今後の見通し 

本件業務提携が当社グループの連結業績に与える影響は現時点では軽微と見込んでおりますが、

業績に大きな影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

  

以上 
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報道関係各位  

MCJグループのiriver japan、音楽や映像を提供する「USEN」と業 務 提 携  

「モバHO!」受信機能を搭載したニューモバイルメディア 

2.4インチ液晶画面搭載の「U:MO」（ユーモ）を共同開発！！ 
 

2007年6月18日（月）よりモバイルUSENクラブにて先行予約受け付け開始 

携帯型デジタルオーディオプレーヤーの世界ブランド「iriver」（アイリバー）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

締役社長：浅野樹美）は株式会社USEN(本社：東京都港区、代表取締役社

長：宇野 康秀)と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)との業務提携を通じて、アイリバーが誇る音楽・画像・動画再

生、FMチューナー内蔵、ボイス録音機能、Flash Lite2.1 対応などの多彩な機

能に加え、モバイル放送株式会社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デジタルオーディオプレーヤー「U:MO」（ユーモ）を共同開

発し、モバイルUSENクラブ申込み専用フリーダイアル(0120-580-383）にて 6

月 18 日（月）より先行予約を受け付け、6 月下旬から全国の大型家電量販店

にて販売を開始する予定です。資料請求はモバイルUSENクラブWEB 

(http://www.mobileusen.com/news/)からお申し込みいただけます。モバイル

USENクラブの料金体系は、『端末月額利用料 2,200 円＊1』＋『音楽・映像月

額視聴料 980 円～＊2』の月額料金体系となっております。 

▼業務提携のリリースについては、株式会社USENのホームページもご覧くだ

さい。http://www.usen.com/newsrelease/  
＊1 モバイル USEN クラブへの加入が必要です。 

＊2 別途放送契約が必要となります。980 円は E/G/H パックの料金となります。 

 

■「U:MO」の特長 

「U:MO」（ユーモ）は従来の携帯デジタルオーディオプレーヤーのお気に入りの楽曲だけを楽しむのではなく、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＊3ニュースや音楽、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の受信に対応する携帯オーディオプレーヤー。U:MO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。U:MO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。 
＊3：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。 

     
 

 

■「U:MO」開発の経緯～「ポケットに USEN を持ち運ぶ」 

新製品「U:MO」は、2005 年夏頃から「ポケットに USEN を持ち運ぶ」というコ

ンセプトのもと、創業時より 40 年以上業務店および個人宅向けに豊富な音

楽・映像のコンテンツを提供してきた USEN と独自の最先端技術をベースにしたポ

ータブルデバイスを提供するブランド iriver が自分のお気に入りの音楽を持ち運ぶだけ

ではなく、空からリアルタイムで降ってくる音楽・映像コンテンツを楽しめるような携帯デ

ジタルオーディオプレーヤーの商品開発を進めて参りました。 

U:MO 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ン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。ユーザーのコンテンツ調達の利便性を追求するべく商品開発を進

めて参りました。iriver japan と USEN は、今回の業務提携で、お客様にさらに

便利に携帯オーディオプレーヤーを楽しんでいただくために、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。 

http://www.mobileusen.com/news/
http://www.usen.com/newsrelease/


■「U:MO」の機能特長 アイリバー独自の「D-Click システム」を採用！ 

「U:MO」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。さらに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。 

 
製品名 U:MO 

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* 約 240 曲以上*4 

目安となる最大音楽収録時間 約 16 時間（128Kbps） 

最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） 

*4 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。 

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。 

 

U:MOシリーズの主な特長  

 

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時間エンドレスで

放送されています。 

同梱のアンテナをセットし、U:MO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。 

 U:MO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。*5 

＊5：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。 

 

 

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

オプレーヤーでは最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？ 

U:MO 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 U:MO 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、U:MO 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 U:MO で再生することはできません。 

 

 

U:MOの楽しみ方をさらに広げる高音質スピーカー内蔵 

U:MO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。 U:MO 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 

 U:MO 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 はなんと最大ビットレート 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最大 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 U:MO 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 U:MO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

U:MO 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

U:MO 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

U:MO 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 

U:MO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 U:MO 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 3 年の製品保証 

U:MO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U:MO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 U:MO には安心の 3 年間保証の製品保証付きです。 

 



U:MO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（2年間保証） 

 



製品仕様 
 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(右) + 17mW(左)(16Ω) 最大ボリューム時 

 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 

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。 

 

 



無料ダウンロード可能なフラッシュコンテンツ一覧（2007 年 5 月末現在） 

U:MO購入後、アイリバーホームページにてユーザー登録をすると、U:MOで楽しめるフラッシュコンテンツが無料でダ

ウ ン ロ ー ド で き ま す 。 楽 し い ゲ ー ム が そ ろ っ て い ま す 。 詳 し く は ア イ リ バ ー ホ ー ム ペ ー ジ ま で 。 

（http://www.iriver.co.jp/） 

 

 
スペースホッケー 
ゲームセンターでもお馴染みのエアホッ

ケーが clix2 用に登場しました！ 

 

 
Findaway  
楽しみながら記憶力を鍛えるゲームで

す。 

 

 
Rabbit Hunting 
ワナを仕掛けてウサギを捕まえるゲー

ムです。 

 

 

 

ちっちゃい ぴぽぱブロック
PC の人気ゲーム「ぴぽぱブロック」をラ

イトにアレンジしたゲーム。全 10 ステー

ジクリアを目指そう！ 

 

 

CATMAN THE GAME KISS MY 

BALL 
CATMAN をフィーチャーした、ワンクリッ

クで遊べるボウリングゲーム。クリアし

てボーナスムービーを観よう！ 
 

ミニサッカーゲーム
昔懐かしいテーブルゲームに似たサッ

カーゲーム！単純だけどやめられない

ゲームです。 

 
ゴルフゲーム
決められた回数(PAR)で、ゴルフボール

を打って、合計の距離が決められた距

離を超えるとステージクリアです。 

 
ボールアタックゲーム
パズルゲーム 

 

 

 

フォトパズルゲーム
シンプルなパズルゲーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku（数独） 
大人気パズルゲームを clix2 で！ 

 

 
 

Barn Baron 
メダルを集め、着陸するためのフラッグ

を獲得し、敵機を回避しながら飛行機を

操縦するゲーム。レベルが上がると上

昇気流と下降気流の難易度も上がりま

す。

Flash Vegas 
カジノでおなじみのスロットマシーンゲ

ームです。 

 
 

Frisbee Fetch 
おとぼけな犬が走ったり、水中を泳いだ

り…。途中飛んでくるフリスビーやおも

ちゃをキャッチするゲームです。犬の表

情が気持ちを和やかにさせてくれます。

 
Launch Fighters! 
戦闘機に乗って、敵を攻撃し、地球を救

うために闘います。 

 
 

Logjam 
回転する丸太の上を、走るおじさん。お

じさんが水中に落ちないようにバランス

を取りながら走ります。 

 

 
チキンシューティング 
昔なつかしのおもちゃ、パチンコでニワ

トリとヒヨコを撃つゲームです。 

ハトも飛んできますが、撃ってはいけま

せん！ 

 

キューブ迷路 
立方体の迷路から時間内にゴールする

ゲームです。ゲームスタートを押すと、

最初に迷路の地図が現れます。それを

記憶し、ゴールを目指します。 

 
ヨーグルティングダンスゲーム 
韓国で大人気のヨーグルティングのキ

ャラクターとサウンドを使ったサウンドゲ

ーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


 
 

 

 

 

 

【モバ HO!について】 
モバイル放送株式会社が提供する衛星デジタルマルチメディア放送サービスです。自動車、携帯電話などの移動体専用端末にて、

音楽・音声 40 チャンネル、映像 8 チャンネル、データ情報サービス約 50 タイトルを放送しています。（http://www.mobaho.com） 
 

【株式会社 USEN について】  
 1961 年の創業時以来、有線音楽放送サービスを提供し、約 116 万件（2007 年 2 月時点）の業務店・個人ユーザーにご利用いただ

いております。また、ブロードバンド通信事業、カラオケ事業、映像・コンテンツ事業などエンターテインメントサービスを中心に展開

しています。（http://www.usen.com/） 

 
 

【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。 

 また、iriver は、独自の最先端技術をベースにしたポータブルデバイスを提供するブランドとして全世界で高い評価を得ています。

現行の iriver 製品には、持ち運びに便利な軽量・コンパクトボディに大容量フラッシュメモリを内蔵、デザイン面でも人気が高い「T」

シリーズ、切手大サイズの超コンパクトプレーヤー「S」シリーズ、microSD スロット搭載モデルの「X20」、ポータブルオーディオプレ

ーヤー初のアクティブマトリックス式有機 EL を採用した「Clix2」など多彩なラインアップが揃っています。 

＜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 ブランドをは

じめとするポータブルデバイスの販売、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/otoiawase.php

U:MOに関する製品情報は、 

http://ｗｗｗ.iriver.co.jp/product/?UMO 

アイリバー･eストアUMOに関する情報は、 

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

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先 

株式会社 USEN 広報担当 岡根・林 

TEL：03-6823-7012 FAX：03-5785-8813 

E-mail：public-relations@tk.usen.co.jp
 

「U:MO」製品に関するお問い合わせ先 

MOBILE USEN 受付センター TEL：0120-580-383 

年中無休(年末年始を除く) 10:00～21:00  

E-mail：mailto:umo@mxa.usen.co.jp

http://www.mobaho.com/
http://www.usen.com/
http://www.iriver.co.jp/estore/umo
mailto:public-relations@tk.usen.co.jp
mailto:umo@mxa.usen.co.jp
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