
※画面はハメコミ合成です ※本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれておりません

DPF-HD800(B)

BE MOVED

デジタルフォトフレーム
総合カタログ



ホワイト（W）ブラック（B）レッド（R）
MADE WITH SWAROVSKIⓇ ELEMENTS

メモリースティック
メモリースティック PRO
 （ HD800を除く ）

メモリースティック デュオ
メモリースティック PRO デュオ
メモリースティック PRO-HG デュオ

SDメモリーカード
SDXCメモリーカード
（ HD800のみ ）
SDHCメモリーカード

 ■ さまざまなメモリーカードに対応

約2GB の内蔵メモリーを搭載。メモ

リーカードやパソコンから、写真を取

りこんで、デジタルアルバムとして使

えます。（ C70Aを除く）

 ■ 内蔵メモリーには最大約4,000枚の写真を保存可能

※対応するメモリーカードは機種によって異なります

シングル表示 マルチ表示 時計表示

カレンダー表示 タイムマシン表示＊4

カレンダー時計

 ■ いろいろなスライドショーで鑑賞できる

 ■ いろいろなデザインの時計やカレンダーが楽しめる

かんたん たのしい

ソニー独自の縦横位置感知センサーを内蔵。本体の置き方を

変えるだけで、写真が自動で回転します。（ C70Aを除く）

 ■ 本体の置き方に連動して、写真が自動で回転＊3

forfor  Gift
大切な人への大切な人への

贈り物にも贈り物にも

キレイ

商品ラインアップ

HD800HD800
ホワイト（W）ブラック（B）

フルハイビジョン
動画ファイル再生対応＊1

クリアフォト液晶 約4,000枚
  保存可能＊58型（ 7.3型 ）

 1カ月の電気代＊6

約38円
スライドショー
10種類

フルハイビジョン
 （AVCHD）動画再生＊1

D720D720( WIWI)

美しく輝くスワロフスキー・
エレメントを採用

クリアフォト液晶 約4,000枚
  保存可能＊57型（ 6.3型 ）

 1カ月の電気代＊6

約42円
スライドショー
10種類

Motion JPEG
動画再生

D720D720

好みに合わせて選べる
3つのカラー

クリアフォト液晶 約4,000枚
  保存可能＊57型（ 6.3型 ）

 1カ月の電気代＊6

約42円
スライドショー
10種類

Motion JPEG
動画再生

C70AC70A
ホワイト（W）ブラック（B）

かんたん、手軽に使える
シンプルモデル

スタンダード液晶 ー7型（ 6.4型 ）
 1カ月の電気代＊6

約25円
スライドショー
4種類ー

ホワイト（WI）

★動画は外部メモリーカードからの直接再生となります。動画ファイルを外部メモリーカードから内
蔵メモリーにコピーすることはできません（USB接続したPCからはコピーが可能です）  ★撮影機器
により動画フォーマットが異なりますので、お持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。デジタル
フォトフレームが対応している動画フォーマットは7ページをご覧ください

きめ細やかでリアルな画像を表示できる、高精細「クリアフォト

液晶」を搭載（ C70Aを除く）。コントラストや再現性にも優れ、

美しい写真や動画を鑑賞できます。

 ■ 写真や動画を鮮やかに映しだす「クリアフォト液晶」

デジタル一眼カメラで撮影した高画素の画像（パノラマ写真

など）も再生できます。（ HD800は最大1億9200万画素まで対応。そ
の他の機種は最大4800万画素 ） 

 ■ 最大1億9200万画素までのデータサイズに対応

HD800は、フルハイビジョン動画ファ

イル（AVCHD）再生に対応＊1＊2。デジ

タルスチルカメラやデジタル一眼カ

メラで撮影したフルハイビジョン動画

を手軽に再生して楽しめます。

 ■ フルハイビジョン動画ファイルを楽しめる

ソニーのデジタルフォトフレーム  には、写真を楽しむための機能が充実

＊1 本機はAVCHD動画ファイル再生に対応していますが、フルハイビジョン画質での表示はできません　＊2 AVCHDで連続再生可能なファイルサイズは、最大2GBです。2GBを超えるファイルサイズの場合は2GBごとにファイルが分割されていま　　　すので、2GBのファイルごとの分割再生となります　＊3 写真によっては自動で回転しない場合があります　＊4 写真や動画と一緒に撮影した日時を表示します　＊5 保存枚数はリサイズして保存した場合の目安です。枚数は被写体および撮影条件によって
異なります。HD800・D720・D720（WI）は73万画素から314万画素の間でリサイズします。ただし、オリジナル画像のアスペクト、解像度によってはリサイズ後のサイズが異なります　＊6 通常モード時 消費電力×1カ月の使用時間（1日約10時間）×　　　電力料金目安単価22円 /kWh（税込）で計算　※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません　※幅または高さのどちらかが最大サイズをこえる動画ファイルは再生できません（左記以外の動画ファイルの動作を保証するものではありません）
※表示画面は機種によって異なります　※ SWAROVSKI ELEMENTSは、スワロフスキー社のカットクリスタルのプロダクト・ブランドです 0302



デジタルフォトフレーム

DPF-HD800
オープン価格

デジタルフォトフレーム

DPF-D720
オープン価格

最大1億9200万画素
までのデータサイズに対応

本体の置き方に合わせて自動回転

「自動縦横判別」＊5
お気に入りの写真を登録できる

「マーク操作」
高画質と省電力を両立

LEDバックライト

約4,000枚
   画像保存可能＊1

8型
クリアフォト液晶

1カ月の電気代
  約38円＊2 約4,000枚

   画像保存可能＊1
7型

クリアフォト液晶
1カ月の電気代
  約42円＊2

見たい写真や動画を
かんたん検索

「絞り込み表示」

ブラック（B）
ホワイト（W）

最大4800万画素
までのデータサイズに対応

本体の置き方に合わせて自動回転

「自動縦横判別」＊5
お気に入りの写真を登録できる

「マーク操作」

見たい写真や動画を
かんたん検索

「絞り込み表示」
高画質と省電力を両立

LEDバックライト

動画・音声
対応

動画・音声
対応

ホワイト（W）
ブラック（B）

レッド（R）

フルハイビジョン動画を
再生可能

動画（Motion JPEG）を
再生可能

お気に入りの曲といっしょに、思い出の
写真をスライドショーで楽しめます。
BGMは最大40曲まで保存可能です。

お気に入りの曲といっしょに、思い出の
写真をスライドショーで楽しめます。
BGMは最大40曲まで保存可能です。

デジタルスチルカメラやデジタル一眼
カメラで撮影したフルハイビジョン動画
（AVCHD）＊3＊4を再生できます。

デジタルスチルカメラで撮影した動画
（Motion JPEG）を再生できます。

HD800HD800

8 型 の 大画面で、写真や動画を鑑賞できる

写真に BGM がつけられる
「音楽つきスライドショー」

写真に BGM がつけられる
「音楽つきスライドショー」

アスペクト比16：10、総ドット数約115
万の「クリアフォト液晶」で写真や動画
を鮮やかに映しだします。

アスペクト比16：10、総ドット数約115
万の「クリアフォト液晶」で写真や動画
を鮮やかに映しだします。

写真や動画を鮮やかに映しだす
「クリアフォト液晶」

写真や動画を鮮やかに映しだす
「クリアフォト液晶」

★動画は外部メモリーカードからの直接再生となります。動画ファイルを外部メモリーカードから内蔵メモリーにコピーすることはできません（USB接続したPCからはコピー可能です）  ★撮影機器により動画フォーマットが異なりますので、
お持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。デジタルフォトフレームが対応している動画フォーマットは7ページをご覧ください

★AVCHD動画ファイル再生に対応していますが、フルハイビジョン画質での表示はできません  ★動画は外部メモリーカードからの直接再生となります。動画ファイルを外部メモリーカードから内蔵メモリーにコピーすることはできません
（USB接続したPCからはコピー可能です）  ★撮影機器により動画フォーマットが異なりますので、お持ちの機器の取扱説明書をご確認ください。デジタルフォトフレームが対応している動画フォーマットは7ページをご覧ください  
★「音楽つきスライドショー」のBGMはプリインストールされている3曲に加え、最大40曲まで内蔵メモリーに保存できます

D720D720

好 み に 合 わ せ て 選 べ る 、3 つ の カ ラ ー

8型
液晶

7型
液晶

デジタルスチルカメラで撮影した動画

0504
＊1 保存枚数はリサイズして保存した場合の目安です。HD800は73万画素から314万画素の間でリサイズします。D720は73万画素から314万画素の間でリサイズします。枚数は被写体および撮影条件によって異なります　＊2 通常モード時 消費電力×　　　1カ月の使用時間（1日約10時間）×電力料金目安単価22円/kWh（税込）で計算　＊3 本機はAVCHD 動画ファイル再生に対応していますが、フルハイビジョン画質での表示はできません　＊4 AVCHDで連続再生可能なファイルサイズは、最大2GBです。
2GBを超えるファイルサイズの場合は2GBごとにファイルが分割されていますので、2GBのファイルごとの分割再生となります　＊5 写真や動画によっては自動で回転しない場合があります　★動画・音声再生について詳しくは、7ページの主な仕様をご　　　覧ください　※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください



液晶パネルサイズ
（有効表示画面サイズ）＊1 8型（7.3型） 7型（6.3型） 7型（6.3型） 7型（6.4型）

有効エリア表示サイズ＊1 157.38×98.36mm 134.8×84.3mm 134.8×84.3mm 136.8mm×85.5mm

解像度 WVGA（800×480） WVGA（800×480） WVGA（800×480） WQVGA（480×234）

液晶パネル総ドット数
（有効エリア）

1,152,000ドット
（969,744ドット）

1,152,000ドット
（987,000ドット）

1,152,000ドット
（987,000ドット）

336,960 ドット
（293,940ドット）

アスペクト比＊2 16:10 16:10 16:10 16:10

視野角 左右150度／上下130度 左右140度／上下120度 左右140度／上下120度 左右140度／上下130度

輝度 約200cd/㎡ 約250cd/㎡ 約250cd/㎡ 約250cd/㎡

バックライトタイプ LED LED LED LED

液晶バックライト寿命 約20,000時間 約20,000時間 約20,000時間 約20,000時間

最大再生画素数 1億9200万画素 4800万画素 4800万画素 4800万画素

内蔵メモリー容量＊3 約2GB
（ユーザー使用可能容量 約1.8GB）

約2GB
（ユーザー使用可能容量 約1.9GB）

約2GB
（ユーザー使用可能容量 約1.9GB） ー

内蔵メモリー静止画
最大記録可能枚数＊4 約4,000枚 約4,000枚 約4,000枚 ー

内蔵メモリー
音楽ファイル最大保存数 40曲 40曲 40曲 ー

スライドショー再生 10パターン 10パターン 10パターン 4パターン

主な機能

インデックス表示、自動電源 ON/
OFF 設定、自動縦横判別＊5、

絞り込み表示、マーク操作、回転、
カラー効果、動画・音声対応

インデックス表示、自動電源 ON/
OFF 設定、自動縦横判別＊5、

絞り込み表示、マーク操作、回転、
カラー効果

インデックス表示、自動電源 ON/
OFF 設定、自動縦横判別＊5、

絞り込み表示、マーク操作、回転、
カラー効果

インデックス表示、
自動電源 ON/OFF 設定

ダイレクト
メモリーカードスロット＊6

メモリースティック デュオ（PRO/
PRO-HG含む）スロット×1、

SDメモリーカード（SDXC/SDHCメモ
リーカード含む）スロット×1

メモリースティック（PRO含む）/メ
モリースティック デュオ（PRO/PRO-
HG含む）スロット×1、SDメモリー
カード（SDHCメモリーカード含む）

スロット×1

メモリースティック（PRO含む）/メ
モリースティック デュオ（PRO/PRO-
HG含む）スロット×1、SDメモリー
カード（SDHCメモリーカード含む）

スロット×1

メモリースティックデュオ（PRO/
PRO-HG 含む）スロット×1、

SDメモリーカード（SDHCメモリー
カード含む）スロット×1

デジタル入出力端子＊7 USB端子Aタイプ×1、USB端子
mini-Bタイプ×1

USB端子Aタイプ×1、USB端子
mini-Bタイプ×1

USB端子Aタイプ×1、USB端子
mini-Bタイプ×1 ー

対応ファイル＊8

静止画
フォーマット JPEG、BMP、TIFF、RAW＊9 JPEG、BMP、TIFF、RAW＊9 JPEG、BMP、TIFF、RAW＊9 JPEG、BMP、TIFF、RAW＊9

動画フォーマット
（拡張子）＊10

MPEG-1（mpg）・MPEG4（mp4）・
MPEG4 AVC/H.264（mp4、mts）・
Motion JPEG（avi、mov）

Motion JPEG（avi、mov） Motion JPEG（avi、mov） ー

音楽フォーマット
（拡張子）＊11

MP3（mp3）・AAC（m4a）・
リニアPCM（wav） MP3（mp3） MP3（mp3） ー

スピーカー モノラル モノラル モノラル ー

電源 AC100～240V、50/60Hz AC100～240V、50/60Hz AC100～240V、50/60Hz AC100～240V、50/60Hz

消費電力 約10.7W（最大）、
約5.5W（通常モード）

約10.5W（最大）、
約6.1W（通常モード）

約10.5W（最大）、
約6.1W（通常モード）

約3.6W（最大）、
約3.6W（通常モード）

大きさ 約 幅220×高さ151.4×奥行29.4mm
（スタンド部除く）

約 幅202×高さ141×奥行28.2mm
（スタンド部除く）

約 幅202×高さ141×奥行28.2mm
（スタンド部除く）

約 幅188.8×高さ132.4×奥行
27.3mm（スタンド部除く）

質量（本体のみ） 約490g 約405g 約405g 約304g

付属品 ワイヤレスリモコン、
ACアダプター 他

ワイヤレスリモコン、
ACアダプター 他

ワイヤレスリモコン、
ACアダプター 他 スタンド、ACアダプター 他

DPF-C70ADPF-D720（WI）DPF-D720DPF-HD800

SWAROVSKI ELEMENTSは、スワロフスキー社のカットクリスタルのプロダクト・ブランドですSWAROVSKI ELEMENTSは、スワロフスキー社のカットクリスタルのプロダクト・ブランドです　 本機の機能はDPF-D720と同様です本機の機能はDPF-D720と同様です

オーロラ・ボーリエイラスとはオーロラ・ボーリエイラスとは
1950年代半ば、スワロフスキー社は歴史的なクリスタル・ジュエリーストーン、“オーロラ・ボーリエイラス” を生み出しました。18世紀ヴェルサイユ宮殿のキャンドルライトがゆらめく荘厳な1950年代半ば、スワロフスキー社は歴史的なクリスタル・ジュエリーストーン、“オーロラ・ボーリエイラス” を生み出しました。18世紀ヴェルサイユ宮殿のキャンドルライトがゆらめく荘厳な
輝きからインスピレーションを得た、虹色のきらめきを放つクリスタルは、あるクチュールブランドとヨーロッパの著名コスチュームジュエリー・アトリエとともに、共同で開発されました。この輝きからインスピレーションを得た、虹色のきらめきを放つクリスタルは、あるクチュールブランドとヨーロッパの著名コスチュームジュエリー・アトリエとともに、共同で開発されました。この
虹色に輝くコーティングという新しいクリスタルストーンのアイディアは、スワロフスキー社の光学製品に用いられる科学的な手法によって実現しています。そのスリリングなコーティングは、虹色に輝くコーティングという新しいクリスタルストーンのアイディアは、スワロフスキー社の光学製品に用いられる科学的な手法によって実現しています。そのスリリングなコーティングは、
北極光を思い起こさせることから、“オーロラ・ボーリエイラス”と呼ばれるようになり、世界中で大成功をおさめ、それは衰えることなく、今日まで続いています。北極光を思い起こさせることから、“オーロラ・ボーリエイラス”と呼ばれるようになり、世界中で大成功をおさめ、それは衰えることなく、今日まで続いています。

MADE WITH SWAROVSKIⓇ ELEMENTSMADE WITH SWAROVSKIⓇ ELEMENTS

デジタルフォトフレームデジタルフォトフレーム

DPFDPF--D720D720((WIWI))

D720D720((WIWI))

D 7 2 0 にD 7 2 0 に 煌煌
きらきら

め く 輝 き を 。め く 輝 き を 。

エ レ ガ ン ト な 美 し さ を 。エ レ ガ ン ト な 美 し さ を 。

ブラック（B）

ホワイト（W）
＊1 液晶パネルサイズ（有効表示画面サイズ）は対角線上に測った長さです　＊2 有効エリア表示サイズでのアスペクト比です　＊3 1MBを100万バイトで計算した場合の数値です。また管理用ファイル、アプリケー
ションファイルを含むため実際に使用できる容量は減少します　＊4 保存枚数はリサイズして保存した場合の目安です。枚数は被写体および撮影条件によって異なります。HD800・D720・D720（WI）は73万画素から
314万画素の間でリサイズします。ただし、オリジナル画像のアスペクト、解像度によってはリサイズ後のサイズが異なります　＊5 写真によっては自動で回転しない場合があります　＊6 HD800以外の商品は、SDXC
メモリーカードおよび、exFATのフォーマットには対応していません。SDXCメモリーカードおよび、SDXCメモリーカード以外でもexFATでフォーマットされたメモリーカードを本体の各スロットに挿入すると、カード内
のデータが破損しますので、使用しないでください　＊7 USB端子Aタイプを搭載している商品（HD800は除く）に、exFATでフォーマットされたUSBメモリーやデバイスを接続した場合、USBメモリーやデバイス内
のデータが破損しますので、使用しないでください。SDXCメモリーカード（exFATでフォーマットされたメモリーカード）が挿入されたデジタルカメラをUSB接続した場合でも、カメラに挿入されたメモリーカード
内のデータが破損しますので、使用しないでください　＊8 画像の形式によっては対応できないことがあります　＊9 RAW（簡易再生）、SRF、SR2 、ARW（2.2まで）。RAW（簡易再生）は、RAWファイルサムネイルが
そのまま表示されます　＊10 動画は外部メモリーカードからの直接再生となります。動画ファイルを外部メモリーカードから内蔵メモリーにコピーすることはできません（USB接続したPCからはコピー可能。また、
幅または高さのどちらかが最大サイズをこえる動画ファイルは再生できません（左記以外の動画ファイルの動作を保証するものではありません）。データの種類によっては再生できないものや正しく再生されない場合
があります。データの種類、メモリーカードの転送速度によってはコマ落ちする場合があります。著作権保護されたファイルは再生できません。一部動画ではコマを間引いて再生しています　＊11 音楽を再生する場合
は外部メモリーカードのデータを内蔵メモリーにコピーしてから再生してください。音楽ファイルの外部メモリーカードからの直接再生はできません。著作権保護されたファイルは再生できません

ブラック（B）ブラック（B） ホワイト（W） ホワイト（W）

主な仕様

ホワイト（W）ブラック（B）レッド（R） ホワイト（WI）

MADE WITH SWAROVSKIⓇ ELEMENTSMADE WITH SWAROVSKIⓇ ELEMENTS

約4,000枚
   画像保存可能＊1

7型
クリアフォト液晶

1カ月の電気代
  約42円＊2

SWAROVSKI ELEMENTSは、スワロフスキー社のカットクリスタルのプロダクト・ブランドですSWAROVSKI ELEMENTSは、スワロフスキー社のカットクリスタルのプロダクト・ブランドです　★本機の機能はDPF-D720と同様です本機の機能はDPF-D720と同様です

オーロラ・ボーリエイラスとはオーロラ・ボーリエイラスとは
1950年代半ば、スワロフスキー社は歴史的なクリスタル・ジュエリーストーン、“オーロラ・ボーリエイラス” を生み出しました。18世紀ヴェルサイユ宮殿のキャンドルライトがゆらめく荘厳な1950年代半ば、スワロフスキー社は歴史的なクリスタル・ジュエリーストーン、“オーロラ・ボーリエイラス” を生み出しました。18世紀ヴェルサイユ宮殿のキャンドルライトがゆらめく荘厳な
輝きからインスピレーションを得た、虹色のきらめきを放つクリスタルは、あるクチュールブランドとヨーロッパの著名コスチュームジュエリー・アトリエとともに、共同で開発されました。この輝きからインスピレーションを得た、虹色のきらめきを放つクリスタルは、あるクチュールブランドとヨーロッパの著名コスチュームジュエリー・アトリエとともに、共同で開発されました。この
虹色に輝くコーティングという新しいクリスタルストーンのアイディアは、スワロフスキー社の光学製品に用いられる科学的な手法によって実現しています。そのスリリングなコーティングは、虹色に輝くコーティングという新しいクリスタルストーンのアイディアは、スワロフスキー社の光学製品に用いられる科学的な手法によって実現しています。そのスリリングなコーティングは、
北極光を思い起こさせることから、“オーロラ・ボーリエイラス”と呼ばれるようになり、世界中で大成功をおさめ、それは衰えることなく、今日まで続いています。北極光を思い起こさせることから、“オーロラ・ボーリエイラス”と呼ばれるようになり、世界中で大成功をおさめ、それは衰えることなく、今日まで続いています。

デジタルフォトフレーム

DPF-D720(WI) オープン価格

かんたん、手軽に。シンプルなフォトフレーム

デジタルフォトフレーム

DPF-C70A オープン価格

1カ月の電気代
  約25円＊27型液晶

■    メモリーカードをセットしてスライドショー
■    時計・カレンダー機能付き

※内蔵メモリーは搭載しておりません

最大4800万画素
までのデータサイズに対応

高画質と省電力を両立

LEDバックライト

C70AC70A

D720D720(WIWI)

D 7 2 0 にD 7 2 0 に 煌
きらきら

め く 輝 き を 。め く 輝 き を 。

エ レ ガ ン ト な 美 し さ を 。エ レ ガ ン ト な 美 し さ を 。

0706

＊1 保存枚数はリサイズして保存した場合の目安です。73万画素から314万画素の間でリサイズします。枚数は被写体および撮影条件によって異なります　＊2 通常モード時 消費電力×1カ月の使用時間（1日約10時間）×
電力料金目安単価22円 /kWh（税込）で計算　※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください



安全に使用するための注意 ●裏ブタをはずしたり、内部の改造をしたりしないでください 商品使用上の
注意 ●万一、記録メディアなどの不具合により再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償につ
いてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なるこ
とがあります 液晶使用商品の使用上の注意 ●液晶モニターは非常に精密度の高い技術で作られていま
すが、画素欠けや常時点灯する画素があっても、故障ではありません カタログ上の注意 ●カタログ掲載
商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください 
●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●カタログ掲載商品の
なかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください 
●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説
明書をよく読み指示に従って接続してください ●画面はハメコミ合成です ●効果例はイメージです 
●カタログ掲載数値は当社測定結果です 商品購入時の注意  ●購入の際は、必ず「保証書」の記載

事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、本カタログに掲載している商品の補修用性能部品を、
製造打ち切り後5年保有しています。ただし、故障の状況その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合
がありますのでご了承ください ●掲載されている商品は個人用・家庭用です 各社商標について ●SONYは
ソニー株式会社の商標です ●S-Frameおよび 　　　　　 はソニー株式会社の商標です ●αはソニー
株式会社の商標です ●MEMORY STICK、メモリースティック、メモリースティック デュオ、メモリースティック 
PRO、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオおよび  　 は、ソニー株式会社
の商標です ●SDメモリーカードは、パナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です 
●SWAROVSKIⓇは、スワロフスキー社の登録商標です ●Microsoft、Windows、Windows Mediaは
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です ●その他記載さ
れている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、Ⓡマークは明記し
ていません

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」を
よくお読みください

安全点検のお願い このような症状はありませんか
●電源コードが傷んでいる ●変なにおいがしたり、煙が出たりする ●内部に水や異物が入った

使用を中止  コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店または
テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

安全に関する注意

製品登録のご案内
■製品登録されたお客様には以下を提供します： ●My Sony IDの発行 ●最新情報の電子メール配信  ※製品登録特典はモデルにより異なる場合があります。詳しくは本体
付属のチラシ（DPF-HD800除く）、または登録専用ホームページに記載されています。

■登録方法：インターネット上の登録専用ホームページによるオンライン登録（2013年発売モデル：DPF-HD800、2011年発売モデル：DPF-WA700・W700・C70A、2010年発売モデル：DPF-XR100・
XR80・D830・X75・D720・D720（WI）・E710をご購入の方はこちら → www.sony.co.jp/24dp-regi ／ 2010年7月以前に発売したモデルをご購入の方はこちら → www.sony.co.jp/dpp-regi）

お客様の個人情報の取り扱いについて
製品登録されたお客様の個人情報は、別途定める｢お客様の個人情報の

取り扱いについて｣の内容に従い、適切に取り扱います。なお、当社の個人

情報保護の取り組みは、プライバシーマークの認定を受けています。
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