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あなたのライフスタイルにフィット。ソニーのワンセグ・ラインアップ

1日の終わりに、楽しみがあるっていいでしょ

ソニーのお風呂〈ブラビア〉ワンセグ

●

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

安全に使用するために　●自動車を運転中、あるいは自転車に乗っているときなどは、ヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。
交通事故の原因となります。また音量を上げすぎて、周囲の方の迷惑にならないようご注意ください
商品使用上の注意　●極性統一形DCプラグ・ジャックは、JEITAで規格統一したものです。故障の原因になりますので、必ず指定の商品を
ご使用ください ●本機は、画面モード切り替え機能を装備しています。モードによっては、オリジナルの映像と見え方に差がでる場合があります 
●液晶パネル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りますので、あらかじめご了承ください

カタログ上の注意　●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 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告
なく変更することがあります ●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 ●画面はハメコミ合成で、すべてイメージです。
実際の仕様とは異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえ
お選びください ●    ：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください
商品購入時の注意　●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ、大切に保管してください。ただし、アクセサリーの一部の商品には、
保証書が付いていません ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください ●当社は、
このワンセグTV・ラジオの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています
各社商標など　●“BRAVIA”はソニー株式会社の商標または登録商標です ●“ウォークマン”、“WALKMAN”、                 、　　 は
ソニー株式会社の登録商標です　●システム名、製品名は各社の登録商標または商標です

＊1 JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。実際の充電式電池持続時間は周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります　＊2 明るさを2に
設定した場合　＊3 電源OFFで予約録画時　＊4 録画番組は本体内蔵のメモリーに記録されます。録画できる時間は、最大約10時間です　※ワンセグ
視聴・録画時には、アンテナを受信状態が最もよくなるように調節してください。電波の受信状況が良くない状態で録画されたタイトルを再生すると、受信でき
なかった部分の画像や音声が止まったり乱れたりする場合があります。また、電波の受信状況が良好な状態で録画されていても、再生中に画像や音声が止まったり
乱れたりする場合があります。この場合タイトルは正しく録画されていますので、早戻しなどの操作をしてもう一度再生してください

受信可能放送 
ワンセグ録画（ワンセグビデオ）対応
画面

 
電源
防水性能
ワンセグTV＊2

FMステレオ

AMラジオ

充電時間
ヘッドホン端子
DC IN 端子
その他端子
最大外形寸法［JEITA］
（幅x高さx奥行、最大突起部含まず）
質量［JEITA］（内蔵充電池含む）

サイズ
画素数
高画質処理

受信

録画

再生

XDV-W600主な機能・仕様

基本情報

電池持続時間
[ JEITA ]＊1

入出力端子

寸法

XDV-D500XDV-S700
ワンセグTV／FMステレオ／AMラジオ

●（内蔵メモリー2GB／最大約10時間／100件保持）
約3.0型ワイド WQVGA（低温ポリシリコンTFTカラー液晶）

240（V）×432（H）
●（「モバイルブラビアエンジン」搭載）

内蔵充電池
̶

約3時間
●（ヘッドホンアンテナアダプター用）

●
充電スタンド接続端子

約98.0mm×約59.3mm×約14.3mm

約107g

ワンセグTV／FMステレオ／AMラジオ
●（内蔵メモリー2GB／最大約10時間／100件保持）
約4.0型ワイド WQVGA（低温ポリシリコンTFTカラー液晶）

272（V）×480（H）
●（約1670万色の色表現が可能）

内蔵充電池／単3形アルカリ乾電池x4本（別売）
●（JIS C 0920防水保護等級IPX7/IPX6相当）

約3時間
●（ステレオヘッドホン用）

●
充電スタンド接続端子

約145.0mm×約98.0mm×約42.0mm

約302g

ワンセグTV／FMステレオ／AMラジオ
●（内蔵メモリー2GB／最大約10時間／100件保持）
約5.0型ワイド WQVGA（低温ポリシリコンTFTカラー液晶）

272（V）×480（H）
●（「モバイルブラビアエンジン」搭載、約1670万色の色表現が可能）

内蔵充電池
̶

約3時間
●（ステレオヘッドホン用）

●／オーディオ入力端子（スタンド）
充電スタンド接続端子

約168.0mm×約95.0mm×約18.0mm

約221g

ワンセグTV／FMステレオ／AMラジオ
̶

2.0型 QVGA（低温ポリシリコンTFTカラー液晶）
240（V）×320（H）

̶
内蔵充電池
̶

̶

̶

約3時間
●（ヘッドホンアンテナアダプター用）

̶
充電スタンド接続端子

約58.0mm×約92.0mm×約14.0mm

約87g

XDV-G200

内蔵充電池使用時 内蔵充電池、アルカリ乾電池併用時
約7時間（ヘッドホン使用時）／
約6時間（スピーカー使用時）

約8時間（ヘッドホン使用時）／
約7時間（スピーカー使用時）

約6.5時間（ヘッドホン使用時）／
約6時間（スピーカー使用時）

約8時間（ヘッドホン使用時）／
約6.5時間（スピーカー使用時）

約8時間＊4（ヘッドホン使用時）／
約7時間＊4（スピーカー使用時）

約10時間＊4（ヘッドホン使用時）／
約9時間＊4（スピーカー使用時）

約25時間（ヘッドホン使用時）／
約16時間（スピーカー使用時）

約10時間＊3＊4
（ヘッドホン・スピーカー未使用時）

約10時間＊3＊4（ヘッドホン・スピーカー未使用時）約15時間＊3＊4（ヘッドホン・スピーカー未使用時）

約20時間（ヘッドホン使用時）／
約13時間（スピーカー使用時）

約23時間（ヘッドホン使用時）／
約20時間（スピーカー使用時）

約28時間＊4（ヘッドホン使用時）／
約23時間＊4（スピーカー使用時）

約76時間（ヘッドホン使用時）／
約45時間（スピーカー使用時）

約36時間＊3＊4
（ヘッドホン・スピーカー未使用時）

約62時間（ヘッドホン使用時）／
約36時間（スピーカー使用時）

約27時間（ヘッドホン使用時）／
約18時間（スピーカー使用時）
約34時間（ヘッドホン使用時）／
約22時間（スピーカー使用時）

約8時間＊4（ヘッドホン使用時）／
約7時間＊4（スピーカー使用時）
約27時間（ヘッドホン使用時）／
約18時間（スピーカー使用時）
約34時間（ヘッドホン使用時）／
約21時間（スピーカー使用時）

約18時間（ヘッドホン使用時）／
約11時間（スピーカー使用時）
約22時間（ヘッドホン使用時）／
約13時間（スピーカー使用時）

［XDV-W600/S700/D500/G200］環境配慮
・本体主要部及びアクセサリー主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています
・本体主要部及びアクセサリー主要部のプリント配線板でハロゲン系難燃剤を使用していません

DWKY-1  Printed in Japan. （84943060)  R

お風呂〈ブラビア〉ワンセグ モバイルサイト

動画で見られる

お風呂で楽しむための3つのポイントを、いますぐ動画でチェック！

2011.1
カタログ記載内容2010年12月現在 ●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません ●“BRAVIA”はソニー株式会社の商標または登録商標です　※画面はハメコミ合成です

ワンセグTV・ラジオカタログ

2011.1



いつでも見たいときに、見たい場所で。ワンセグで、テレビはこんなに身近になった
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防水

ワンセグをより美しく視聴するため、

高感度受信技術や高画質化技術を

始めとするソニーならではのテク

ノロジーが採用されています。

※画面はハメコミ合成です

見る

高感度なFMステレオ/AMラジオを

搭載。音楽を聴く、通勤時の情報

チェックなど、テレビを見ない

ときはラジオとして楽しめます。
聴く

録画機能付きモデル＊2なら、内蔵メモリーに番組を録画して、好きな時間に楽しめます。

ワンタッチでの録画開始や電子番組表を使った録画予約はもちろん、野球中継延長後の

番組放送時間変更、ドラマ最終回の放送時間枠変更などに自動対応＊3。また、充電スタンドに

UHFアンテナをつなげば、より安定した映像で録画できます＊4。
録る

テレビを ラジオをテレビを ◎放送エリア以外の地域では視聴できません。 ◎放送のエリア内

であっても、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所や

トンネル、地下、建物の中など電波の届かない場所では受信

できないこともありますので、あらかじめご了承ください。 

◎受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります。

ワンセグについての注意

＊1 XDV-W600はIPX7/IPX6相当の防水性能を備えています。詳しくはP5をご覧ください　＊2 XDV-W600/S700/D500　＊3 番組表から予約した場合に、EPG情報を読み取って働く機能です。正しくEPG情報に反映され、その情報を本機が取得した時点からの対応となります。そのため
録画が遅れたり、録画ができない場合があります。また、ドラマなどの最終回延長は、独自に開発した番組名判別アルゴリズムを用いて、EPGの番組名情報を読み取って対応しています。番組名によっては対応できない場合があります　＊4 地上デジタル放送が受信できる環境で、家庭の

アンテナ端子と充電スタンドに搭載されたUHFアンテナ端子をアンテナケーブル（別売）で接続します。接続する端子を確認のうえ、適したアンテナケーブルをご使用ください。アンテナやアンテナケーブルなどの機器や配線、接続方法については、お買い上げ店などにご相談ください。また地上
デジタル放送の受信エリア内であっても、アンテナの設置/配線状態によって受信できなかったり画面が乱れたりすることがあります。CATVでデジタル放送を受信している場合、本機能を使用できない場合があります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください

と

● スポーツ延長対応（例）

予約した番組を最後まで録画
録画終了

録画開始

8

9

10

通常時

延長ドラマ

ドラマ

野球中継延長時

野球中継が
延びても…

野球中継 野球中継

● 番組追跡録画（例）

予約した番組を最後まで録画

録画終了

録画開始
8

9

10

関東テレビ

延長

第1話 最終回

放送枠が
拡大しても…

4 関東テレビ 4

＊1

32



● 日時指定予約録画

　　　　　　　　　　　　　◎本機は、JIS  C  0920  防水保護等級 IPX7/ IPX6相当の防水仕様を備えていますが、完全防水型ではありません。故意にお風呂の温水や水中に落下させたり、水中で使用したりしないでください 
◎防水の対象となるのは真水、水道水です。石けん水やシャンプーなどの液体がかかった場合には、速やかに真水などで洗い流し、やわらかい乾いた布などで拭いてください ◎付属の充電スタンドやACパワーアダプターは
防水仕様ではありません ◎水のかかるところで、ACパワーアダプターや充電スタンドを使って使用しないでください。感電の恐れがあり大変危険です ◎浴室など湿気の多い場所に長時間放置しないでください ◎本機は、
耐水圧設計や耐熱設計ではありません。激しく水のかかる場所や非常に温度が高いところ（約40℃以上）や低いところ（約0℃以下）で使用したり、放置したりしないでください

★ 防水についてのご注意

お風呂でうれしい、やさしいカタチ やさしいソウサ

※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　※画面はハメコミ合成です　※機能説明の画面はすべてイメージです。実際の仕様とは異なる場合があります

キッチン
でも

寝室
でも

型
ワイド液晶

時間

最大

約
録画

ステレオ
スピーカー

時間約
FMラジオ
受信＊1

時間約
AMラジオ
受信＊1

約 時間
ワンセグ
視聴＊1＊2

約 万色の

色表現

＊4 地上デジタル放送が受信できる環境で、家庭のアンテナ端子と充電スタンドに搭載されたUHFアンテナ端子をアンテナケーブル（別売）で
接続します。接続する端子を確認のうえ、適したアンテナケーブルをご使用ください。アンテナやアンテナケーブルなどの機器や配線、接続方法に
ついては、お買い上げ店などにご相談ください。また地上デジタル放送の受信エリア内であっても、アンテナの設置/配線状態によって受信でき
なかったり画面が乱れたりすることがあります。CATVでデジタル放送を受信している場合、本機能を使用できない場合があります。詳しくは
CATV会社にお問い合わせください　＊7 番組表は、視聴中の放送局ごとに、その時間以降の放送予定番組が表示されます 

オープン価格

FMステレオ/AMラジオ対応 ワンセグTV

ピンク ブルーホワイト

録画機能
付き

●最大外形寸法［JEITA］幅約145.0mm×高さ約98.0mm×奥行約42.0mm（最大突起部含まず）  ［付属品］◎UHFアンテナ端子付き充電スタンド ◎マルチアタッチメント ◎ACパワーアダプター

＊1 内蔵充電池とアルカリ乾電池（別売）を併用、ヘッドホン（別売）使用時　＊2 明るさを2に設定した場合

お風呂〈ブラビア〉ワンセグ モバイルサイト
お風呂で楽しむための3つのポイントを、いますぐ動画でチェック！

お風呂でのリラックスタイムを、もっと楽しくのんびりとぜいたくに過ごしたい。そんな気分を満たして

くれるのが、お風呂〈ブラビア〉ワンセグです。シャワーの水がかかっても安心のJIS IPX7/IPX6相当★

というすぐれた防水性能。キッチンで洗い物をしながらテレビやラジオを楽しむのにも最適です。

お風呂でも使える、しっかり防水

内蔵充電池と単3形乾電池4本（別売）を併用可能。

外でも楽しめる、単3形乾電池対応

高感度設計のFMステレオ/AMラジオ

約1670万色表示可能な4.0型ワイド液晶パネルを採用

立てかけ時 ぶら下げ時

業界最長＊5の、最大約23時間＊6のワンセグ視聴が可能
＊5 ポータブルワンセグテレビとして。2010年9月ソニー調べ
＊6 内蔵充電池とアルカリ乾電池（別売）を併用、ヘッドホン（別売）使用時。明るさを2に設定した場合

IPX6

★ JIS C 0920 防水保護等級 IPX7/IPX6相当の防水性能を備えています
浸水に対する保護等級。常温の水道水で水深1mに30分浸して放置しても、
本体機能を保持する防水性能

噴流に対する保護等級。内径12.5mmのノズルで約3mの距離から約100ℓ/分の
水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からの水の直接噴流によっても
本体機能を保持する防水性能

IPX7

立てかけ／ぶら下げが可能な
マルチアタッチメント

充電スタンドのUHFアンテナ端子にアンテナ線をつなげば、
電波の届きにくい場所でも途切れや乱れの少ない安定した
映像で視聴・録画が可能です。

ワンセグ放送に最適化した色彩設定や、コントラストの向上、輪郭強調技術の
組み合わせによって、明るく見やすい映像が楽しめます。

最大約1 0時間分の録画が可能。予約録画機能も充実

従来比約1.8倍以上の高感度設計＊3

＊3 当社従来機「XDV-100」との比較において

電波の届きにくい場所でも、ワンセグを楽しめる＊4

● 今すぐ録画 ● 番組表から予約録画＊7 ● 繰り返し予約録画
毎週同じ時間帯に
放送される連続ドラマ
などの予約に便利

動画で見られる



XDV-D500
オープン価格

FMステレオ/AMラジオ対応 ワンセグTV

高画質をどこへでも。録画機能も充実5.0型ワイド液晶画面で、ひとまわり大きく美しく。スピーカーにもこだわった高音質モデル

ブラック ホワイト

コントラスト改善技術と輪郭強調技術の組み合わせにより、高コントラストで
メリハリのある映像を表現。くっきりと見やすい色鮮やかな映像を楽しめます。

ボタンひとつで録画開始。予約録画も簡単で、野球中継延長後の番組放送時間
変更、ドラマ最終回の放送時間枠変更などに自動対応＊5します。

「モバイルブラビアエンジン」で、より美しく鮮やかに

最大約10時間分の録画が可能。予約録画機能も充実

最大約10時間分の録画が可能。予約録画機能も充実

高感度設計のFMステレオ/AMラジオ

※ ホワイト色のスピーカー内蔵充電スタンドのカラーはシルバーです

＊3 当社従来機「XDV-100」との比較において従来比約2倍の高感度設計＊3

XDV-S700
オープン価格

FMステレオ/AMラジオ対応 ワンセグTV

●最大外形寸法［JEITA］： 幅約168.0mm×高さ約95.0mm×奥行約18.0mm（最大突起部含まず）
［付属品］◎スピーカー内蔵充電スタンド（UHFアンテナ端子／FMアンテナコード付き） ◎ヘッドホン
　　　　  ◎接続コード（ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ） ◎ACパワーアダプター

簡単選局で、通勤中に最新情報をチェック

 ：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください　※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　※画面はハメコミ合成です　※機能説明の画面はすべてイメージです。実際の仕様とは異なる場合があります

3.0型
ワイド液晶

＊1 付属ヘッドホンを使用時に、明るさを2に設定した場合　＊2 付属ヘッドホン使用時
●最大外形寸法［JEITA］： 幅約98.0mm×高さ約59.3mm×奥行約14.3mm（最大突起部含まず）
［付属品］◎スタンド機能付きキャリングケース ◎UHFアンテナ端子付き充電スタンド ◎ヘッドホンアンテナアダプター ◎ヘッドホン ◎ACパワーアダプター

10時間
最大

約
録画

モバイル
ブラビア
エンジン

ステレオ
スピーカー

＊1

約8時間
ワンセグ
視聴 ＊2

27時間約
FMラジオ
受信 ＊2

34時間約
AMラジオ
受信

2.0型
液晶

＊1 付属ヘッドホンを使用時に、明るさを2に設定した場合　＊2 付属ヘッドホン使用時
●最大外形寸法［JEITA］： 幅約58.0mm×高さ約92.0mm×奥行約14.0mm（最大突起部含まず）
［付属品］◎スタンド機能付きキャリングケース ◎充電スタンド ◎ヘッドホンアンテナアダプター ◎ヘッドホン ◎ACパワーアダプター

約8時間
ワンセグ
視聴＊1

18時間約
FMラジオ
受信＊2

22時間約
AMラジオ
受信＊2

XDV-G200
オープン価格

ワンセグTV対応 FMステレオ/AMラジオ

ポケットに入れたままでも押しやすく配置されたボタンで一発選局。

ラジオもテレビも、選局はボタンを押すだけ

ノイズ低減機能でラジオの音声をより聴きやすく＊6

ブラック ホワイト

＊4 地上デジタル放送が受信できる環境で、家庭のアンテナ端子と充電スタンドに搭載されたUHFアンテナ端子をアンテナケーブル（別売）で接続します。接続する端子を確認のうえ、適したアンテナケーブルをご使用ください。アンテナやアンテナケーブルなどの機器や配線、接続
方法については、お買い上げ店などにご相談ください。また地上デジタル放送の受信エリア内であっても、アンテナの設置/配線状態によって受信できなかったり画面が乱れたりすることがあります。CATVでデジタル放送を受信している場合、本機能を使用できない場合があります。
詳しくはCATV会社にお問い合わせください　＊5 番組表から予約した場合に、EPG情報を読み取って働く機能です。正しくEPG情報に反映され、その情報を本機が取得した時点からの対応となります。そのため録画が遅れたり、録画ができない場合があります。また、ドラマなどの最終回

延長は、独自に開発した番組名判別アルゴリズムを用いて、EPGの番組名情報を読み取って対応しています。番組名によっては対応できない場合があります　＊6 ノイズ低減機能を使用時FM放送を聴いているときは、音声がモノラルになります。また、ワンセグ視聴時には機能しません

ブラック シャンパンゴールド

寝室
でも

書斎
でも

約1670万色表示可能な5.0型フルワイド液晶（16:9）を搭載。
さらに、進化した「モバイルブラビアエンジン」のコントラスト
改善技術と輪郭強調技術により、より高コントラストでメリ
ハリのある色鮮やかな映像でワンセグ放送を楽しめます。

大型画面を「モバイルブラビアエンジン」でより美しく
16

9 5.0型
ワイド液晶

録画機能
付き

録画機能
付き

5.0型
ワイド液晶

＊1 付属ヘッドホンを使用時に、明るさを2に設定した場合　＊2 付属ヘッドホン使用時

10時間
最大

約
録画

モバイル
ブラビア
エンジン

ステレオ
スピーカー

＊1

約6.5時間
ワンセグ
視聴 ＊2

27時間約
FMラジオ
受信 ＊2

34時間約
AMラジオ
受信

約 万色の1670
色表現

電波の届きにくい場所でも、ワンセグを楽しめる＊4
充電スタンドのUHFアンテナ端子にアンテナ線をつなげば、
電波の届きにくい場所でも安定した映像で視聴・録画が可能です。

本体を充電スタンドにセットすれば、本体内蔵スピーカーと
合わせて、中低域のバランスがとれた豊かな音で楽しめます。
さらに“ウォークマン”などの音楽を再生できるオーディオ入力
端子も装備しています。

充電スタンドに大口径スピーカーを搭載

2.0型液晶を搭載。最大約8時間のワンセグ視聴＊1が可能です。

名刺サイズラジオで、テレビも楽しめる

＊1 付属ヘッドホンを使用時に、明るさを2に設定した場合
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XDV-W600
（ホワイト）

XDV-S700 XDV-D500 XDV-G200

sony. jp/oneseg-radio/

あなたのライフスタイルにフィット。ソニーのワンセグ・ラインアップ

1日の終わりに、楽しみがあるっていいでしょ

ソニーのお風呂〈ブラビア〉ワンセグ

●

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

安全に使用するために　●自動車を運転中、あるいは自転車に乗っているときなどは、ヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。
交通事故の原因となります。また音量を上げすぎて、周囲の方の迷惑にならないようご注意ください
商品使用上の注意　●極性統一形DCプラグ・ジャックは、JEITAで規格統一したものです。故障の原因になりますので、必ず指定の商品を
ご使用ください ●本機は、画面モード切り替え機能を装備しています。モードによっては、オリジナルの映像と見え方に差がでる場合があります 
●液晶パネル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りますので、あらかじめご了承ください

カタログ上の注意　●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 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告
なく変更することがあります ●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 ●画面はハメコミ合成で、すべてイメージです。
実際の仕様とは異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえ
お選びください ●    ：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください
商品購入時の注意　●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ、大切に保管してください。ただし、アクセサリーの一部の商品には、
保証書が付いていません ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください ●当社は、
このワンセグTV・ラジオの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています
各社商標など　●“BRAVIA”はソニー株式会社の商標または登録商標です ●“ウォークマン”、“WALKMAN”、                 、　　 は
ソニー株式会社の登録商標です　●システム名、製品名は各社の登録商標または商標です

＊1 JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。実際の充電式電池持続時間は周囲の温度や使用状況により短くなる場合があります　＊2 明るさを2に
設定した場合　＊3 電源OFFで予約録画時　＊4 録画番組は本体内蔵のメモリーに記録されます。録画できる時間は、最大約10時間です　※ワンセグ
視聴・録画時には、アンテナを受信状態が最もよくなるように調節してください。電波の受信状況が良くない状態で録画されたタイトルを再生すると、受信でき
なかった部分の画像や音声が止まったり乱れたりする場合があります。また、電波の受信状況が良好な状態で録画されていても、再生中に画像や音声が止まったり
乱れたりする場合があります。この場合タイトルは正しく録画されていますので、早戻しなどの操作をしてもう一度再生してください

受信可能放送 
ワンセグ録画（ワンセグビデオ）対応
画面

 
電源
防水性能
ワンセグTV＊2

FMステレオ

AMラジオ

充電時間
ヘッドホン端子
DC IN 端子
その他端子
最大外形寸法［JEITA］
（幅x高さx奥行、最大突起部含まず）
質量［JEITA］（内蔵充電池含む）

サイズ
画素数
高画質処理

受信

録画

再生

XDV-W600主な機能・仕様

基本情報

電池持続時間
[ JEITA ]＊1

入出力端子

寸法

XDV-D500XDV-S700
ワンセグTV／FMステレオ／AMラジオ

●（内蔵メモリー2GB／最大約10時間／100件保持）
約3.0型ワイド WQVGA（低温ポリシリコンTFTカラー液晶）

240（V）×432（H）
●（「モバイルブラビアエンジン」搭載）

内蔵充電池
̶

約3時間
●（ヘッドホンアンテナアダプター用）

●
充電スタンド接続端子

約98.0mm×約59.3mm×約14.3mm

約107g

ワンセグTV／FMステレオ／AMラジオ
●（内蔵メモリー2GB／最大約10時間／100件保持）
約4.0型ワイド WQVGA（低温ポリシリコンTFTカラー液晶）

272（V）×480（H）
●（約1670万色の色表現が可能）

内蔵充電池／単3形アルカリ乾電池x4本（別売）
●（JIS C 0920防水保護等級IPX7/IPX6相当）

約3時間
●（ステレオヘッドホン用）

●
充電スタンド接続端子

約145.0mm×約98.0mm×約42.0mm

約302g

ワンセグTV／FMステレオ／AMラジオ
●（内蔵メモリー2GB／最大約10時間／100件保持）
約5.0型ワイド WQVGA（低温ポリシリコンTFTカラー液晶）

272（V）×480（H）
●（「モバイルブラビアエンジン」搭載、約1670万色の色表現が可能）

内蔵充電池
̶

約3時間
●（ステレオヘッドホン用）

●／オーディオ入力端子（スタンド）
充電スタンド接続端子

約168.0mm×約95.0mm×約18.0mm

約221g

ワンセグTV／FMステレオ／AMラジオ
̶

2.0型 QVGA（低温ポリシリコンTFTカラー液晶）
240（V）×320（H）

̶
内蔵充電池
̶

̶

̶

約3時間
●（ヘッドホンアンテナアダプター用）

̶
充電スタンド接続端子

約58.0mm×約92.0mm×約14.0mm

約87g

XDV-G200

内蔵充電池使用時 内蔵充電池、アルカリ乾電池併用時
約7時間（ヘッドホン使用時）／
約6時間（スピーカー使用時）

約8時間（ヘッドホン使用時）／
約7時間（スピーカー使用時）

約6.5時間（ヘッドホン使用時）／
約6時間（スピーカー使用時）

約8時間（ヘッドホン使用時）／
約6.5時間（スピーカー使用時）

約8時間＊4（ヘッドホン使用時）／
約7時間＊4（スピーカー使用時）

約10時間＊4（ヘッドホン使用時）／
約9時間＊4（スピーカー使用時）

約25時間（ヘッドホン使用時）／
約16時間（スピーカー使用時）

約10時間＊3＊4
（ヘッドホン・スピーカー未使用時）

約10時間＊3＊4（ヘッドホン・スピーカー未使用時）約15時間＊3＊4（ヘッドホン・スピーカー未使用時）

約20時間（ヘッドホン使用時）／
約13時間（スピーカー使用時）

約23時間（ヘッドホン使用時）／
約20時間（スピーカー使用時）

約28時間＊4（ヘッドホン使用時）／
約23時間＊4（スピーカー使用時）

約76時間（ヘッドホン使用時）／
約45時間（スピーカー使用時）

約36時間＊3＊4
（ヘッドホン・スピーカー未使用時）

約62時間（ヘッドホン使用時）／
約36時間（スピーカー使用時）

約27時間（ヘッドホン使用時）／
約18時間（スピーカー使用時）
約34時間（ヘッドホン使用時）／
約22時間（スピーカー使用時）

約8時間＊4（ヘッドホン使用時）／
約7時間＊4（スピーカー使用時）
約27時間（ヘッドホン使用時）／
約18時間（スピーカー使用時）
約34時間（ヘッドホン使用時）／
約21時間（スピーカー使用時）

約18時間（ヘッドホン使用時）／
約11時間（スピーカー使用時）
約22時間（ヘッドホン使用時）／
約13時間（スピーカー使用時）

［XDV-W600/S700/D500/G200］環境配慮
・本体主要部及びアクセサリー主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています
・本体主要部及びアクセサリー主要部のプリント配線板でハロゲン系難燃剤を使用していません

DWKY-1  Printed in Japan. （84943060)  R

お風呂〈ブラビア〉ワンセグ モバイルサイト

動画で見られる

お風呂で楽しむための3つのポイントを、いますぐ動画でチェック！

2011.1
カタログ記載内容2010年12月現在 ●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません ●“BRAVIA”はソニー株式会社の商標または登録商標です　※画面はハメコミ合成です

ワンセグTV・ラジオカタログ

2011.1


