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ICカードに重ねて光るカード！ 電池不要

PIICA ピーカ
LED IC Card Accessory

ICカードに重ね、
カードリーダー機にかざすだけで光る！
「PIICA ピーカ」
電車・バスなどの自動改札機、
コンビニ・スーパーや自販機などの電子マネー決済機、
また社員証等IDカードの入退出チェック機など、非接触型ICカードリーダー機の電波に反応して
バッテリー無しで半永久的に発光する、LED内蔵のICカード用アクセサリーです。
※発光の仕方はリーダー機によって変わる事があります。※本製品はICカードではありません。ICカードを装飾するアイテムです。

ICカードリーダー機の発するNFC電波を電流に変換し、
カード内の超小型LED電球（3灯）を点灯、
カード面が発光します。

【最小ロット】
【印刷方法】

100枚〜
●オンデマンド印刷：100枚〜

※カード全体が発光します。

※3つのLEDライトの発光部分が見えます。

●オフセット印刷：5,000枚〜

※カード全体を部分的に光らせることができます。
※3つのLEDライトの発光部分を隠すことができます。

自動改札機で

（交通系ICカード）

コンビニ・スーパー・自販機などで
（電子マネー ICカード）

会社のIDチェックで
（社員証ICカード）

【基本スケジュール】

●100枚〜

【納期】校了後約1週間〜10日（色校出し：入稿後3日）

●5,000枚〜

●半永久的に発光！ ●PET素材で水に濡れても大丈夫！

【納期】校了後約1 ヵ月（色校出し：入稿後約7日）

●10,000枚〜

【納期】別途お問い合わせください。

★ご希望に応じて
AR機能付加可能！

【オプション】

絵柄をスマホでスキャンさせて付加

【パッケージ仕様】

サービスと同時にSNS拡散も！
！ カー
ドにスマホをかざすとフォトフレーム
や動画などのコンテンツが手に入る
機能です。※無料アプリ「COCOAR2」
を使用

AR機能付加

※AR説明書は別途ご相談

カード本体 &台紙（両面4C）
：印刷／ OPP袋入

※台紙裏面（説明＆注意書）共通デザイン（オリジナル可能）
Card：Made in Korea
（オンデマンド）Designed, Printed & Assembled in Japan （オフセット）Designed & Assembled in Japan

※外観、仕様は予告なく変更する事があります。

【特許製品】国際特許：PCT/KR2013/511347

国内特許：特願 2015‐511347

メモリーテック・オーディオ

ハイレゾミュージックプレーヤー
Hi-Res Music Player

Designed by Memory-Tech in JAPAN

192.0kHz/32bit※1までのハイレゾ音源を気軽に楽しめる携帯型プレーヤー
●小型軽量の手のひらサイズ
●ボタン3つと電源スイッチ、
操作ロックスイッチのシンプル操作
●アナログ出力段のカップリングコンデンサにオーディオ専用タンタル固体電解コンデンサ
を使用し、
ハイレゾ音源に対応。
●TI（Texas Instruments社）社製のDual DAC搭載チップを使用
●シャッフル再生やプレイリスト使用も可能!
●アルミ筐体にレーザー彫刻可能
本体製品仕様

シャンパンゴールド／シルバー
（アルミ削り出し）

型番

MTA-HRP01A

筐体カラー

シャンパンゴールド／シルバー

重量・サイズ
本体素材

各部の名称・操作

ディスプレイ
（有機EL）

①

イヤホンジャック

①microSDカード挿入口
②操作ロックスイッチ

③有機ELディスプレイ

音声出力

③

②

④再生・停止
⑤曲戻し

※長押し：ボリュームダウン

⑥曲送り

※長押し：ボリュームアップ

⑦ヘッドホン/イヤホンジャック

⑤

④

⑥

⑩

⑧充電ジャック（USB Micro-B）

外装パッケージ

⑨LEDランプ

⑩電源スイッチ

⑦

⑧

⑨

【最小ロット】

ご相談に応じます。

【基本スケジュール】 別途お見積もり致します。

約52g ／ W41×H68×D14mm
アルミ削り出し
タイトル表示（スクロール）／音量表示／再生時間表示／
電池残量表示／サンプリング周波数表示／量子化ビット数表示
∅3.5ステレオミニプラグ
15mW+15mW（ステレオ）

microUSB端子

充電専用（PC等からのアクセス不可）

電池

リチウムイオン電池 / 3.7V、
500mAh

充電時間

約3時間

再生時間

フル充電で約10時間（再生条件により変動）

再生メディア

microSDカード：タイプ SD-HC・SD-XC / 4 〜 64GB（クラス10を推奨）
※64GBはカードによって再生できない場合があります。

LEDランプ

充電時：点灯／フル充電時：消灯

充電

microUSB端子使用

再生可能データ 【WAV形式・FLAC形式】
サンプリング周波数：44.1kHz、
48.0kHz、
88.2kHz、
96.0kHz、
176.4kHz、
192.0kHz
量子化ビット数：16bit、
24bit、
32bit
［※1］32bitファイルはデータ構造によって再生できない場合があります。
画面表示

ファイル名：曲名（半角100文字まで）

付属品

充電専用USBケーブル / SDカードアダプター

※外観、
仕様は予告なく変更する事があります。

©Memory-Tech Corporation

メモリーテック・オーディオ

ハイレゾミュージックイヤホン
Hi-Res Music Earphone

ハイレゾ音源を楽しむ為のインナーイヤーヘッドホン
太陽誘電社製ツイーターで高域特性40kHzを達成！
！

【コード・本体カラー】 ブラック
【形状】

インナーイヤー型

【納品形態】

専用化粧紙パッケージ入れ
※専用取扱説明書／イヤーピース付き

【最小ロット】

100個〜（100個未満の小ロットもご相談に応じます。）

【基本スケジュール】 ご発注→納品まで約2週間〜

※在庫状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。

【製品仕様】

●型式：2Way（ダイナミック型＋ピエゾ型）

●ドライバー：∅13mm、∅12mm（Piezo）
●出力音圧レベル：109dB/mW

●再生周波数帯域：20〜40,000Hz
●最大入力：20mW

●インピーダンス：32Ω

●質量：約11g（コード含）

●プラグ：∅3.5mm金メッキステレオミニ

●コード：1.2m（Y型）

●パッケージ箱サイズ：W112m×H81×D27mm
●付属品：イヤピース（S,M,L）、取説/保証書
Made in China

※外観、
仕様は予告なく変更する事があります。

©Memory-Tech Corporation

ック
ディスク・クロ

Disc-Clock

Designed by Memory-Tech

レーベルディスクを使用した時計を
CDケースと同じ大きさのパッケージキットに仕上げました。
皆様のご期待に応えるノベルティグッズです！
●CD、DVDなどお好みのディスクをセットできます
●商品の箱にはオフセット印刷が可能
●ムーブメントは動作が滑らかで音の静かなスウィープ式

製品仕様

盤面直径

パッケージング

電池ボックス

時針

スペーサー・大
（アクリル）

パッキン
（ゴム）
スタンド

動作方式

時刻調節ダイヤル

ムーブメント

ワッシャー
（金属）
秒針

取扱説明書×1
ブリスター＋段ボールBOX（片面白）
日本国内

【ムーブメント部分】

スペーサー・小
（アクリル）
※予備1枚付

分針

専用パッケージ

ディスク盤面

六角ナット
（金属）

120mm

付属品

デザイン例

電池

電池寿命
精度

使用温度範囲
時刻合わせ

スウィープ式

単3乾電池（1.5V）使用
約1年

月差±20秒（1.5V DC, 25℃時）
-10℃〜 60℃
裏面ダイヤル

時間表示

アナログ3針12時間表示

製造国

中国

ケースサイズ

約56×56×16mm（突起部含まず）

1.5V

電池の向き

単3 乾電池
※単三乾電池はオプション

【最小ロット】

ご相談に応じます。

【基本スケジュール】 別途お見積もり致します。
※外観、
仕様は予告なく変更する事があります。

©Memory-Tech Corporation

iPhone, Android対応 USB充電器

モバイルバッテリー（オリジナルプリント）
MOBILE BATTERY
●「超微粒子UV系樹脂顔料インク」※特許出願中 による表現力豊かな印刷 ! エンボス調の立体感のある仕上がりも可能
●高品質・信頼の国内メーカー製電池内臓
●残量チェック3段階、オートパワー ON/OFF 機能付き
携帯・スマホ接続端子
モバイルバッテリーと携帯（スマホ）を接続します
付属のケーブルまたは市販品をご利用ください

トップ全面にオリジナルプリント可能

※iPhoneの場合、
別途iPhone 専用ケーブルが必要です

3K モデル
【最小ロット】
【基本スケジュール】

本体充電残量 LED

【製品仕様】
ボタンを押すと充電残量LEDが点灯します
3点灯でMAX→内部電池の残容量によって
2→1点灯とLEDが減少します

モバイルバッテリーを充電する際に接続します
付属のケーブルを使用しパソコンまたは
家庭用コンセントから本体の充電を行います
※家庭用コンセントを使用する場合は別途USB電源アダプタが必要です

（6Kモデル）

完全データご支給→校正サンプルまで約 1 週間
校了→納品まで約 2 週間

※在庫・稼働状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。

本体充電残量 確認ボタン

バッテリー本体充電端子

（3Kモデル背面）

ボディカラー

ホワイト／ブラック

印刷

超微粒子 UV 系樹脂顔料インク（※特許出願中）

印刷可能範囲
本体サイズ

モバイルバッテリー上面（トップ全面）
幅 63 ×高さ 110 ×厚み 11mm

繰り返し使える

日本製

幅 63 ×高さ 115 ×厚み 17mm

本体重量

約 95g

約 155g

バッテリー容量

3,100mAh

6,200mAh

スマホ充電回数

1.3 回 ※ iPhone5 を基準に測定

2.5 回 ※ iPhone6 を基準に測定

対応機器

スマートフォン

スマートフォン・タブレット

出力電圧

DC5V / 最大 1.0A

内蔵電池

DC5V / 最大 2.0A
リチウムイオン電池

充電繰返し回数

約 500 回 ※メーカー実験結果に基づく目安

パッケージ内容

・充電ケーブル約 20cm × 1 本（USB-A ー USB Micro-B）
・取扱説明書（保証書付）

外箱

※デザイン例
どこでも充電

6K モデル
20 個〜

125 × 170 ×厚み 27mm

※本体を家庭用のコンセントから充電する場合は、USB 変換アダプタが必要です。
※ Apple 社製 iPhone での充電には iphone 購入時付属の専用ケーブルをご使用ください。

※外観、仕様は予告なく変更する事があります。

©Memory-Tech Corporation

FMバッジ（1局受信FMラジオ）
FM BADGE
操作キー

デザイン例

パッケージ参考例
※本体価格には含まれません。

Start / Stop

memory-tech
memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

memory-tech
memory-tech

音量（−）

音量（+）

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

RADIO MTC
memory-tech
memory-tech

RADIO MTC
http://www.memory-tech.co.jp
memory-tech
memory-tech

RADIO MTC

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

●ブリスター

（W100×H148×D27mm）

RADIO MTC

※ポストカードサイズ

●OPP 袋

※巾着タイプもございます。

●台紙＋OPP 袋ヘッダー付

φ60mm

（台紙：W105×H148mm）

●紙箱

（W65×H65×D33mm）

【筐体裏側】

【最小ロット】

●番組や局の宣伝広告ツールや販売グッズに最適!
●イベント等の会場限定で使える販売や
配布アイテムとして話題作りに!
●シンプルで簡単明瞭な操作
●フェイス部分/パッケージにオリジナルデザイン可能
●安心の商品サポート窓口業務も対応

オプション（別料金）で
イヤホンもご用意できます。

100個〜

【基本スケジュール】 完全データご支給→校正サンプルまで約1週間
校了→納品まで約2週間

※在庫状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。

【製品仕様】

●受信：FM局1局
●ボディカラー：ホワイト
●サイズ：直径60mm ／厚さ12mm
●材質：筐体 ABS製
●印刷：フルカラー UVインクジェット
●電源：充電式／リチウムイオンバッテリー（3.7V）
●連続動作時間：約10時間

デザイン例

●操作キー：3ボタン（Startキー：Start / Stop, +−キー：音量）
※外観、
仕様は予告なく変更する事があります。

©Memory-Tech Corporation

FMバッジ

複数局受信 対応版

FM BADGE Multi type
デザイン例

操作キー

パッケージ参考例

Start / Stop

※本体価格には含まれません。

選局 down
（長押し）音量 −

※イメージはデザイン例です。

memory-tech
memory-tech

選局 up
（長押し）音量 +

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

RADIO MTC

N e w A d d e d Va l u e f o r a N e w C e n t u r y

memory-tech
memory-tech

RADIO MTC
http://www.memory-tech.co.jp
memory-tech
memory-tech

●ブリスター

RADIO MTC

http://www.memory-tech.co.jp

（W100×H148×D27mm）

RADIO MTC

※ポストカードサイズ

●OPP 袋

※巾着タイプもございます。

●台紙＋OPP 袋ヘッダー付

φ60mm

B局

C局

D局

E局

●イベント等の会場限定で使える販売や
配布アイテムとして話題作りに!
●シンプルで簡単明瞭な操作
●フェイス部分にオリジナルデザイン可能
●安心の商品サポート窓口業務も対応

（W65×H65×D33mm）

F局

※F局↔A局間での循環はありません。

●6局までプリセット可能※局数による価格の変動はありません。
※更に追加のご希望もご相談に応じます。
●番組、
局の宣伝広告ツールや販売グッズに最適!

●紙箱

（台紙：W105×H148mm）

【選局方法】※最大6局の場合
A局

オプション（別料金）で
イヤホンもご用意できます。

【最小ロット】

100個〜

【基本スケジュール】 完全データご支給→校正サンプルまで約1週間
校了→納品まで約2週間

※在庫状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。

【製品仕様】

●受信：FM6局までプリセット可能 ※7局以上をご希望の場合はご相談ください。
●ボディカラー：ホワイト
●材質：筐体 ABS製

●サイズ：直径60mm ／厚さ12mm

●印刷：フルカラー UVインクジェット

●電源：充電式／リチウムイオンバッテリー（3.7V）
●連続動作時間：約10時間
●操作キー：3ボタン【Startキー】Start / Stop

【+キー】選局up（長押し：音量+）
【−キー】選局down（長押し：音量−）

デザイン例

※外観、
仕様は予告なく変更する事があります。

©Memory-Tech Corporation

FMバッジ（1局受信FMラジオ）放送・受信 活用例
FM BADGE & TRANSMITTER
●スポーツ会場での会場限定実況放送（スタジアム・野外競技場 等）
●イベント会場での会場限定放送（野外・屋内）
●ツアーガイド放送（観光地・博物館 等）
●工場等の見学案内用レシーバー（同行案内・固定案内）
※微弱電波を使用する為、
許可を取る必要がありません。
※受信範囲により、
トランスミッターの配置及び施策を変更。

トランスミッターが
小さいFM局に
なるイメージです!

memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

（※事前にテストが必要となります。
）

memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

RADIO MTC

FMトランスミッター
直接トランスミッター
への接続も可能

memory-tech
memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

RADIO MTC
memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

【音源・放送元】
memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

memory-tech

memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp
http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC
RADIO MTC

memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

【FMバッジ】
【リスナー、
参加者等】

音声収録

音声機器

プレーヤー等オーディオ機器 他
©Memory-Tech Corporation

ボイスラバーストラップ（Tシャツ型／丸型）
VOICE RUBBER STRAP
※デザイン例

スピーカー

FRONT

モジュール：25×50mm

BACK

●小ロット・短納期対応可能!
●話したり、
歌ったり! 音声収録
●押すたびに違う音声が流れるようにも設定可能
●音声収録と印刷は国内生産対応
●人気のラバーストラップとしても使えます

【最小ロット】

100個〜

【基本スケジュール】

完全データご支給〜校正サンプルまで約1週間
校了〜納品まで約2週間

※在庫状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。

オモテ側全面にオリジナルプリント可能

【製品仕様】

●丸型もございます。

●形状：Tシャツ型／丸型

●印刷：フルカラー UVインクジェット
●サイズ：
【Tシャツ型】約W69×H62×D10mm
【丸型】約φ63×D10mm

●パーツ：ボールチェーン付
●納品形態：別途ご相談
●材質：PVC、他

●収録時間：40秒程度
（収録時間・収録内容により音質に差があります）

●再生回数：約200回

●電池寿命：約2年

●電池容量：リチウムコイン電池 CR2032/3V

●スピーカー：φ20mm
※電池入れ替え不可
※外観、仕様は予告なく変更する事があります。
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カスタマイズヘッドホン
CUSTOMIZE HEADPHONE
実績例

ホワイト

ブラック

Volkswagen UP!

試乗キャンペーン抽選賞品

2014.6

EXIT TUNES
ACADEMY FINAL SPECIAL 2014
会場販売（さいたまスーパーアリーナ）

【印刷】

フルカラーインクジェット
（左右プレート部分／はめ込み／φ49mm）

2014.8

【ボディカラー】

ホワイト／ブラック

【形状】

イヤー部分折りたたみ式

【納品形態】

無地白箱（オリジナルは別途ご相談ください。）
※専用取扱説明書付き

2014 SUPER GT

会場販売（富士スピードウェイ）

2014.8

【基本スケジュール】

完全データご支給→校正サンプルまで1週間
校了→納品まで約2週間

※在庫状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。

【ヘッドホン製品仕様】 ●形式：密閉ダイナミック型

●20個からの小ロットにも対応可能!
●イヤー部分にオリジナルデザイン可能
●高品質な国内メーカー OEM品

●ライブ・イベントのプレミアム商品やキャンペーングッズにおすすめ!
●安心の商品サポート窓口業務も対応!

●ドライバー：φ40mm

●出力音圧レベル：約100dB/mW

●再生周波数帯域：20〜20,000Hz
●最大入力：500mW

●インピーダンス：約46Ω

●質量（コード、プラグ含む）
：約156g

●プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ

●コード：1.2m

※本機の仕様および外観は、
性能向上のため予告なく変更することがあります。
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カスタマイズイヤホン
CUSTOMIZE EARPHONE
●本体円形部分にオリジナルデザイン可能
●フィット感を高めるイヤーピース付属
●安心の商品サポート窓口業務も対応!

【印刷】

デザイン例

フルカラーインクジェット
（上記印刷のポッティングシールを本体に貼り付け）

採用実績例

【コード・本体カラー】

ブラック

【形状】

インナーイヤー型

【納品形態】

OPP袋入れまたはPETケース入れ

【基本スケジュール】

完全データご支給→校正サンプルまで1週間
校了→納品まで約2〜3週間

※専用取扱説明書付き

セット商品例

※現行品とは一部仕様が異なります。

FMバッジ

プレイボタン

※在庫状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。

memory-tech
memory-tech

http://www.memory-tech.co.jp

RADIO MTC

A
WEARABLE
MUSIC.

【製品仕様】

●型式：ダイナミック型
●使用ユニット：φ10mm
●インピーダンス：32Ω

●音圧感度：92dB/mW

●最大入力：10mW

●再生周波数帯域：20〜20,000Hz
●コード長：約1.2m
KYOSUKE HIMURO 25th Anniversary BEST ALBUM

（PLAYBUTTONセット商品） WARNER MUSIC JAPAN
あなたを密室で取り調べCD PLAYBUTTON版
（PLAYBUTTONセット商品） EM2 RECORDS
「おどろき戦隊モモノキファイブ」
EveryDay聴きたくなるイヤフォ〜ン ラジオ関西

Jin platform「ぐう」 MMP RECORDS

●プラグ：φ3.5mmステレオミニプラグ（ストレート型）
●質量：本体 約15g（コード含む）

生産国：中国

※本機の仕様および外観は、
性能向上のため予告なく変更することがあります。
©Memory-Tech Corporation

キャンバスプリント
CANVAS PRINT
●ワンランク上のプレミアムアイテムに!
●細かいデザインも綺麗に印刷
●写真データ、イラストデータともに対応可能
●F0サイズはイーゼル付きパッケージ!
●キャンバスは国内メーカー製品

※画像はイメージです。

取り扱い注意

【最小ロット】

1セット〜

【基本スケジュール】

完全データご支給〜校正サンプルまで約10日間
校了〜納品まで約1.5〜2ヵ月

※在庫状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。

F0はイーゼル付き！

【製品仕様】

●キャンバス素材：コットン100%

●印刷：フルカラー UVインクジェット
●サイズ（下記以外のサイズはお問い合せください）
【F0サイズ】約180×140×D18mm
【F4サイズ】約333×242×D18mm
●付属品：取り扱い注意ペラ

●納品形態：個別クラフトBOX 入れ

※F0のみイーゼル付
※完全データご支給

※外観、
仕様は予告なく変更する事があります。
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オリジナル USB
ORIGINAL USB

●カスタマイズ及び既製ハウジング印刷USBの完全パッケージ製作
USBメモリに映像や音声、壁紙などのデータを入れ、ハウジング（カバー）などに趣向を凝らして

オリジナルUSB製作
【仕様例】材質：PVC、
ABS、
真鍮、
超合金 等

ユニークなオリジナルアイテムに。完全オリジナルの製作から既製ハウジングへの印刷も承ります。
データのデュプリケーションや各種パッケージなども含めお任せいただけます。
データに空きを作れば通常のUSBとしても使えます。

デザイン、
ご予算、
ロットなどに応じた仕様で製作可能です。

既製ハウジングへの印刷
【仕様例】印刷：フルカラーインクジェットプリント／シルク
（1C〜）
MTC

Save

arth

thojeecet
Pr

MTC ROCK!!

MTC

Save

●カードタイプ

●円形タイプ

arth

thojeecet
Pr

●キャップタイプ

この他にも各種ございます。詳しくはお問い合せください。

●制作スケジュール参考例（完全オリジナルハウジングの場合の目安です。材質やデザイン等により異なりますので、詳細はお問い合わせください。）
納品3ヵ月前

※外観、仕様は予告なく変更する事があります。

金型完成
＆サンプル出し

ご承認

ご承認

企画・お打ち合わせ

2ヵ月前
デザイン
制作

20日前
量産スタート

ハウジング納品

デュプリケーション

検証＆確認

アッセンブリ

倉庫入れ

発売
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バッジ型プレイヤーで音楽を身に着けよう!

1

ヘッドフォンを差し込めば簡単に音を楽しむことができる

2

スタイリッシュなバッジ型オーディオ・プレイヤー

“PLAYBUTTON™（プレイボタン）“。

3

お気に入りの音をあなたのファッションアイコンに!

4

A
WEARABLE
MUSIC.

5
6
BACK

FRONT

1

イヤホン／充電ジャック

2

再生・停止／（長押しで）1曲目に戻る

3

曲戻し／（長押しで）音量【小】

4

曲送り／（長押しで）音量【大】

5

イコライザ（商品により固定の場合あり）

6

リセット（イコライザと音量が初期設定に戻る）

お好きなカスタム筐体色も可能です。

公式通販サイト

playbutton-japan.com

●本体基本カラー：ホワイト ※左記以外のオリジナル本体カラーをご希望の場合は別途ご相談ください。 ●ミニジャック：充電・音声兼用

●電池：リチウムイオンバッテリー

●充電時間：2 時間以上（LED点滅：充電中、
LED点灯：充電完了） ●連続再生可能時間：4〜5時間 ●サイズ：直径45mm ／厚さ8mm（本体部分のみ）
●重量：16g

主な仕様

●プラスチック部：ABS 樹脂／金属部：ステンレス ●印刷：表面フルカラー UVインクジェット

●付属品：専用USB充電ケーブル、
取扱説明書

●専用パッケージオプション各種：プラケース／スリーブ紙ケース／ブリスターケース 等
※プリインストールされた音楽のみを聴くことができ、
消去することはできません。メモリーとして音楽をインストールすることは出来ません。

受入可能音源

Audio File（WAV,AIFF） 44.1Khz/16bit インターリーブ（ステレオファイル）

収録可能時間

：約10 分
Ogg Vorbis（圧縮音源）175kbps：約80 分 WAV（44.1Khz/16bit）

※イヤホン（オプション）は別料金となります。

※トーク音源など圧縮率を下げても差し障りが無い場合は、さらに長時間の収録も可能です。

※外観、
仕様は予告なく変更する事があります。

●パッケージも各種取り揃えております。●オプション
（無償）
でユーザーサポート業務も承ります。
PLAYBUTTON™ は米国PARTE 社の登録商標です。当メモリーテック株式会社は、日本国内における製造・供給に関する独占契約を米国PARTE 社及び同日本法人Chapa 社と結んでいます。
当社ではカスタム・デザインの PLAYBUTTON™ の製造、楽曲のインストール、パッケージ製作までを一貫して行っております。
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ライブデュプリケーション
LIVE DUPLICATION SERVICE

ライブ・イベントの感動をその場でパッケージ。

【お問い合わせから納品までの流れ】

ライブや舞台などのイベントにおいて音声／動画の収録・編集・マスター制作を行い、
複製・
パッケージ化して当日ご提供する、メモリーテック独自のトータルサービスです。

デュプリケーション
（複製）

音声収録

（PLAYBUTTON,

USB, CD）

パッケージング

PLAYBUTTON
USB, CD

動画収録
（USB）

お問い合わせ〜概要・PA打ち合わせ〜お見積り
【音声】PLAYBUTTON

制作・製造・納品

数量決定、
メディア製造開始

本体＆パッケージ用データ入稿

30日前

本体＆パッケージ用データ入稿

校了〜量産

15日前

校了〜量産

本体＆パッケージ部材スタンバイ

2日前

本体＆パッケージ部材スタンバイ

リハーサルテスト

前日

※PAよりミックス済2ch音声データをOUT

編集・マスタリング
映像はUSBで対応しております。

【映像】USB

50日前

マスター制作【30分】
デュプリケーション・アセンブリ【60分】 当日
1,000個お渡し

リハーサルテスト
※スイッチャーよりミックス済映像データをOUT

マスター制作【15分】
デュプリケーション・アセンブリ【60分】
1,000個お渡し

※効率の良い受け渡しのためにライブ開始前の予約代金回収、
ライブ終了後引換をお勧めします。

会場当日お渡し
★収録したデータを後日、
一般流通向けのCDやDVD等のパッケージ商品に
ご活用頂く事もできます。

ユーザーサポート
（オプション）

サポート

OR

（別途料金）
お客様お問い合わせサービス・
後日発送サービス

ご自宅へ
郵送

【実績例】
ジャンル

いま観たライブが帰りに聴ける!!
その日限りのプレミアムグッズ!!

ゲーム・サントラ系
アイドル・声優系
演劇系
JAZZ / FUSION系

商品内容
（種別）

公演本番＆メイキング映像
（USB）

公演本番映像
（USB）

公演本番音声

（PLAYBUTTON）

公演本番音声

（PLAYBUTTON）

販売価格（税抜）
￥3,000
￥4,000
￥3,500
￥4,000

会場

（キャパシティ）

六本木ニコファーレ
（300人×2部制）

中野サンプラザ
（2,100人）

日本橋三井ホール
（1,000人×3回）

豊洲PIT

（800人）
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