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[ actual size ]

W e b やメールのチェックを、もっとシンプルに。

映 画や 音 楽 、ゲーム、読 書 など、

毎日の楽しみを、もっとわがままに。

薄 い 。軽 い 。大きな画 面で 、見や す い 。

日々 心 地よく向き合うための

さまざまな工 夫をつ めこんだ、X p e r i aT M T a b l e t  S 。

い つもそばに置く。使う。

そして自然と、くらしになじんで いく。

応募方法について、詳しくはWEBへ    sony.jp/tablet/happy/

「電子書籍5万円分」
 プレゼント！

Xperia™ スマートフォンを
お持ちで、Xperia™ Tabletを
購入された方 Xperia™ Tabletを購入された方

※画像はイメージです。

「原寸大チョコレート」
 プレゼント！
 無くなり次第終了

キャンペーンロゴ 基本組

キャンペーンロゴ 一行組

キャンペーン期間  2 013 年1月6日（日）23 :59まで
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AV機器と連携する
テレビのチャンネルや音量調整、ブルー

レイディスクレコーダーの録画予約など、

XperiaTM Tabletでさまざまな機器をリ

モートコントロールできます。ネットワーク

（DLNA）対応の〈ブラビア〉＊と接続すれば、

XperiaTM Tablet内の写真をThrow（送信）して大画面で楽しめます。

＊対応機種の詳細は「ソニールームリンク」ホームページ（sony.jp/support/dlna/）をご確認ください

い つもそ ば に置く。使う。

XperiaTM Tablet は、くらしをシンプルに する。

思いたったら、すぐ使える。

「ちょっと見る」にも、「しっかり見る」にも、ちょうどいい。

XperiaTM Tabletは、インターネットのあるくらしを、

今までよりもずっと気軽で、シンプルなものにします。

気になる情報は、メモ感覚でスクラップ
「スクラップブック」アプリを使えば、Webページや地

図、写真、動画などをタッチ操作で切り取って、自分だ

けのスクラップブックを作成可能。作成したスクラッ

プイメージは画像として共有することができます。

愛着のわく、日々の道具として
XperiaTM Tabletを手にとる。印象的なのはその

薄さ、軽さ、手になじむカタチ。そして背面の美しい

アルミニウムの質感。日々使い込むほどに、日常に

欠かすことのできないアイテムになっていきます。

使わないときも美しく

フォトフレームのようにかざる

タブレットスタンドを使えば、

立ったままでも見やすいローアングルに

レシピを表示しながら、クッキングタイマーを使える

ぬれた手でレシピをチェック
XperiaTM Tabletのディスプレイは、レシピを見

ながらのクッキングにぴったり。「スモールアプ

リ」を使えば、レシピを見ながらタイマーを使う

など、2つのことを同時にできて便利です。生

活防水＊だから水回りに置けて、ぬれた手でも

さわれるので、いつでも気がねなく使えます。

詳しくはP10へ ▶

詳しくはP11へ ▶

＊XperiaTM Tabletの生活防水について 

IPX4（防滴）対応。マルチポートカバーとSDメモ

リーカードスロットカバーがしっかりと閉じているこ

とを確認して、ご使用ください
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ブルーレイディスクレコーダー＊

『nasne（ナスネ）TM』
または

い つ でもどこでも、心地よく楽しめるから。

出か けるときも、いっしょが い い。

どこへ行くにも愛用の手帳のように携えて、カバーをめくれば、

すぐに使える、楽しめる。外出先でも「楽しい」が、心地いい。

出かけるときも、Xper ia TM Tab le tがいっしょです。

家族や友人と気軽に共有
XperiaTM Tabletを、家族や友人に貸すとき

には「ゲストモード」にチェンジ。たとえば子ど

もが使うときは、ゲームのみを楽しめるように

設定しておくなど、利用できるアプリを限定

できるので、安心してみんなと共有できます。

スマートに読書
X p e r i a T M T a b l e tなら読 みた い 本をたくさん 持

ち 歩 けます 。本 の 購 入 はソニ ー の e B o o k ストア

ReaderTM Storeで、いつでもOK。一度購入した書籍

はXperiaTM Tabletだけでなく、スマートフォンや電

子書籍リーダー"Reader"（リーダー）でも楽しめます。

コミック 雑誌 小説

録画した番組を外出先で確認
これからは外出先でも、録りためたテレビドラマやニュー

ス番組を気軽に確認。外出前にXperiaTM Tabletへ転

送しておけば、移動中やちょっとした空き時間に楽しめ

ます。さらに外出中に、その場で録画予約もできます。

・ONE PIECE 
 カラー版 1 
©尾田栄一郎/集英社

・冥土めぐり
©鹿島田真希/
河出書房新社

・宇宙兄弟 （1） 
©小山宙哉/講談社 

XperiaTM Tablet

■ 録画した番組を持ち出せる
   （おでかけ転送）

おでかけ転送

2012 / 05 / 18 Published by 
Sony Electronics Inc. 
SEL Design Center

Please refer to the guidelines before using these Logo. 

詳しくはP12へ ▶

どこでもインターネット
カフェや屋外でも、快適にインターネット。Wi-Fi環境のないと

ころでもXperiaTM スマートフォン＊のテザリング機能を使えば

（Xperia Link）、XperiaTM Tabletからネット接続が可能に。

Socialifeアプリを使えば、雑誌のような感覚で、Facebookや

TwitterなどのSNSやニュースなど、気になる情報が一目で見つ

かります。カバーキーボードで、Facebookなどへの書き込みも、

いっそうスマートです。＊AndroidTM 2.3以上で対応 詳しくはP10へ ▶

・鍵のない
 夢を見る
©　村深月/文藝春秋 

※「RECOPLA（レコプラ）」アプリをインストールするには
Google Play ストアからアプリをダウンロードする必要があります

＊対象機種は「BDZ-EX3000、BDZ-ET2000、BDZ-ET1000、
BDZ-EW2000、BDZ-EW1000、BDZ-EW500」です。(2012年10月現在)
詳細は「ブルーレイディスクレコーダー」製品情報ページ（sony.jp/bd/）をご確認ください

6 7



自由に、気ままに。

家じゅうで、エンターテインメントに浸る毎日へ。

窓辺のソファで、テレビを見る。ベッドでくつろぎながら、

あたらしい曲と出会う。楽しみたいことを、もっと自由気ままに。

それが、あたりまえのスタイルになります。

映画を観る
XperiaTM Tabletは、大きく、映り込みが少

ない高解像度ディスプレイ。視野角が広く、

どこから見ても鮮やかで美しい映像を楽しめ

ます。また「S-FORCE Front  Surround 

3D」による3Dサラウンドで、リアルな音の

動きや広がり感を実現。迫力の映像と音で、

臨場感たっぷりの映画鑑賞を満喫できます。

スマートにHDMI出力

映画鑑賞を迫力の大画面で

ドッキングスタンドなら

ハンズフリーで映画

ドックスピーカーにセット

迫力のサウンドを、美しいスタイルで

テレビを、もっと自由に
家じゅうの好きな場所から、XperiaTM Tabletで

気軽にテレビ。ホームネットワーク上の『nasne

（ナスネ）TM』やブルーレイディスクレコーダーにつ

ながって、放送中や録画済みの番組を楽しめます。

XperiaTM Tabletでのテレビ視聴について

XperiaTM Tabletを家庭内のネットワーク（Wi-Fi）

で対 応の『 n a s n e（ナスネ）T M 』またはブルーレ

イディスクレコーダーと接続する必要があります
※詳しくはP14へ

XperiaTM Tablet

インターネット

■ 接続イメージ

Wi-Fiルーター

アンテナ

『nasne（ナスネ）TM』
（またはブルーレイディスクレコーダー）

詳しくはP11へ ▶

詳しくはP11へ ▶

音楽を楽しむ
お気に入りの音楽を、高音質で楽しむために。

XperiaTM Tabletは、デジタルアンプ「S-Master」

を搭載。さらに「ClearAudio+」モードでソニー

独自のオーディオ技術をワンタッチでおすすめ

設定にし、自然でクリアなサウンドを実現します。
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手になじむレザー製（2色） カラフルなファブリック製（5色）

視線を集める薄軽デザイン。
カバーとキーボードの
利便性をひとつに

カバーキーボード
SGPSK1

（別売）オープン価格

XperiaTM Tabletがフォトフレームに。
置くだけで充電＊もできる

クレードル
SGPDS2（別売）オープン価格

どこでも
快適にタイピング

タッチしてWebを見る。写真をかざる。
用途に合わせて最適な角度へ

迫力の高音質ミュージックビデオを
美しいスタイルで楽しむ

指先でスクロール。
Webブラウジングが快適

ディスプレイが
左右に9０°ずつ回転

美しい映像を、
美しいスタイルで

縦にも横にも置ける
(スタンディングスタイル)

立ちながらの操作に適した
ローアングル
(カウンタースタイル)座って見るのにちょうどいい

(フックスタイル)
XperiaTM Tabletの楽しみを
大画面テレビへ出力

デジタルカメラからの
データ転送などに便利

HDMIアダプターケーブル
SGPHC1

（別売）オープン価格

USB ホストアダプターケーブル
SGPUC3

（別売）オープン価格

充電はもちろん、HDMI出力や
USBの機器接続も可能。
XperiaTM Tabletの楽しみを広げる

ドッキングスタンド
SGPDS3（別売）オープン価格

キッチンなどの水回りでも使える
アルミ製スタンド

タブレットスタンド
SGPDS4

（別売）オープン価格

かさばらない
コンパクトサイズ

ACアダプター
SGPAC5V4

（別売）オープン価格

パソコンとUSB接続し
ファイル転送や充電が可能

マルチポート専用USBケーブル
SGPUC2

（別売）オープン価格

2色のストラップを付属

ブラック

シーンに合わせて選べる
2つのスタイル

XperiaTM Tablet との日々 は、
アクセサリーでもっと心 地よく。

Accessory

ピンク
SGPCV4/P

グレー
SGPCV4/H

レッド
SGPCV4/R

ブルー
SGPCV4/L

グリーン
SGPCV4/G

2色のストラップを付属

ブラック
SGPCV3/B

ホワイト
SGPCV3/W

2つの素材、7つのカラーからセレクト。
スタンドとしても使えるカバー

キャリングカバー（レザー製）

SGPCV3（別売）オープン価格

キャリングカバー（ファブリック製）

SGPCV4（別売）オープン価格

カンタン装着で気泡が入らず、
ディスプレイを傷から保護

液晶保護シート 
SGPFLS3（別売）オープン価格

●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

®

®

XperiaTM Tabletが
オーディオに変身

ドックスピーカー
SGPSPK1（別売）オープン価格

デスクトップPCのように快適にタイピング

Bluetooth®キーボード 
SGPWKB1（別売）オープン価格

＊充電する場合は同梱のマルチポートカバーをセットする必要があります

※HDCP非対応のディスプレイ・プロジェクターには出力できません
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楽しめる、役立つ。アプリやサービス、便利ツールが充実XperiaTM Tabletの楽しみを広げる、多彩なネットワークサービス

アプリの追加でXperiaTM Tabletがさらに進化

RECOPLA
（レコプラ）＊

ソニー製ブルーレイディスクレコーダーと連携
し、テレビ番組をXperiaTM Tabletでワイヤレ
ス視聴したり、録画番組を管理したりできます。
※対応機種について詳しくはXperiaTM Tablet
ホームページでご確認ください

＊「Sony Select」でのダウンロード提供となります

PetaMapガイド&ナビ＊

100万件の豊富なスポット情報をフル活
用してあなたのおでかけをナビゲート。登
録したお気に入りスポットをスマホと連携
しておでかけ先で見ることもできます。

1,000万曲＊1以上が、いつでも聴き放題。音楽サービス

「Music Unlimited（ミュージックアンリミテッド）」

最新のヒット曲から名曲まで。1,000万曲＊1以上を定額制＊2で、好き

なとき好きなだけチェックできる「Music Unlimited（ミュージック

アンリミテッド）」。ニューリリースやランキングはもちろん、リコメンド

やジャンル別、年代別などに分類された音楽チャンネルなど、多彩な

メニューによって、新しい音楽との出会いも広がります。
＊1：30日間プラン：1,480円（税込） ＊2：2012年7月現在。洋楽中心のラインアップとなり、一部邦
楽を含みます

観たいとき、観たい場所で。

「Video Unlimited（ビデオアンリミテッド）」

新作・名作映画や海外ドラマ、話題のアニメ、さらに独占配信のプレミアム

な作品も。豊富なコンテンツを高画質で楽しめるSony Entertainment 

Networkのビデオ配信サービス「Video Unlimited(ビデオアンリミ

テッド)」。コンテンツはXperiaTM Tabletに直接ダウンロードされ、さ

らにダウンロードしながら視聴も可能。「レンタル中」の心配や、返却の

手間もなく、観たいときに観たい場所ですぐにお楽しみいただけます。

「プレイステーション」ならではのコンテンツを

手軽にお楽しみいただける「PlayStation® Mobile」

XperiaTM Tabletは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントが

展開するライセンスプログラムPlayStationTM Certifiedを取得しました。

これにより、PlayStation®Storeを通じて、さまざまなコンテンツを

お楽しみいただけます。

約6万冊以上＊のコミック、書籍。

ソニーのeBookストア、ReaderTM Store

小説からビジネス書、雑誌、コミックまで、幅広いジャンルやタイトルに

加え、約2,000冊の無料書籍がそろうReaderTM Store。24時間どこ

でもXperiaTM Tabletから書籍の購入が可能。XperiaTM Tabletで購

入した書籍はスマートフォンや電子書籍リーダー"Reader"（リーダー）

でも楽しめます。 ＊2012年6月現在

リーダーストア

思い出をもっと楽しめる。写真・動画クラウドサービス

“PlayMemories Online”（プレイメモリーズオンライン）

ソニーの写真・動画クラウドサービス“PlayMemories Online”

（プレイメモリーズオンライン）。XperiaTM Tabletから写真や動画を

簡単にアップロードでき、アップロードされた写真や動画は、XperiaTM 

Tabletはもちろん、スマートフォンや〈ブラビア〉、VAIOなど多彩な

機器で見られます。さらに家族や友人との共有も手軽にできます。

みる

きく

あそぶ

よむ

つな
がる

Network Service Application

2012 / 05 / 18 Published by 
Sony Electronics Inc. 
SEL Design Center

Please refer to the guidelines before using these Logo. 

メール
Eメールの作成、送受信ができ、受信メー
ルの検索・並び替えなども可能です。複
数のメールアカウントが登録できます。

スクラップブック
Webページ、写真、動画、RSSなどをク
リッピングして管理できます。

アルバム
画像ファイルを再生。地図上での閲覧
や、別のDLNA機器にThrow（送信）し
て、再生もできます。

Gmail
Googleの無料メールサービス。Gmailア
カウントでのメールの送受信ができます。

PlayStation®Mobile 
for AndroidTM

PlayStation®Storeへアクセスし、ゲー
ムを含めたさまざまなコンテンツが購入で
きます。また購入したコンテンツの管理や
起動も、このアプリケーションで行えます。

"WALKMAN"
音楽ファイルを再生。Facebookとの
連携や、別のDLNA機器にThrow（送
信）して、再生もできます。

ブラウザー
パソコンや携帯電話向けのWebサイト
を閲覧可能。タブを使って複数のサイト
を表示・切り替えなどもできます。

Sony Select
豊 富 な A n d r o i d アプリの 中 から
XperiaTM Tabletにオススメのアプリ
を定期的にご案内します。

リモコン
さまざまな機器の赤外線リモコンを登録
して、XperiaTM Tabletをリモコンとし
て使えます。

Video Unlimited
ソニーのプレミアムビデオ配信サービス
へアクセス。お気に入りの映像コンテン
ツをダウンロードできます。

Reader by Sony
ソニーのeBookストアへのアクセス。
Reader™ Storeで購入した電子書籍
の管理をし、読むことができます。

Music Unlimited
定額制聴き放題の音楽サービスへア
クセス。好きなときに好きなだけ音楽
を楽しめます。

ムービー
動画ファイルを再生。別のDLNA機器
にThrow（送信）して再生や、おでかけ
転送ができます。

Socialife
雑 誌を読むような感 覚 で 、S N S や
ニュースなど気になる情報が一目で見
つかります。

Xperia Link
テザリング機能のon/offを簡単に切り
替えられるアプリケーションです。

Guest Mode
XperiaTM Tabletを家族や友人に貸す
ときは「ゲストモード」にチェンジ。利用
できるアプリを制限することができます。

PlayMemories Online
写真や動画をかんたんにアップロードして家族
や友人と共有したり、多彩な機器で見たりでき
る、ソニーの写真・動画クラウドサービスです。

＊

スモールアプリ
「スモールアプリ」ランチャーからス
モールアプリを起動し、他のアプリを起
ち上げたままちょっとした作業や調べも
のができます。

カレンダー
スケジュールを管 理できるアプリ。
Googleカレンダーとデータ同期すれ
ば、より便利に使えます。

YouTubeTM

世界中の動画を視聴できるインター
ネット動画共有サービス。内蔵カメラで
撮った動画も手軽に投稿できます。
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Wi-Fiモデル

Android™ 4.0＊1

NVIDIA® Tegra™ 3 モバイル プロセッサ

1.3GHz/1.4GHz

1GB

9.4型 WXGA（1280×800）

TFTカラー液晶

16GB

SGPT121JP/S

搭載

ステレオミニジャック×1 （モノラルマイク入力と兼用）

IEEE 802.11a/b/g/n準拠 

搭載

Bluetooth® v3.0準拠

A2DP、AVRCP、HSP、HID、SPP、OPP

搭載

SDメモリーカード×1

SD、SDHC、SDHC UHS-I

内蔵ステレオスピーカー

内蔵モノラルマイク 

HD Webカメラ

100万画素

CMOS センサー搭載 HD カメラ

800万画素

SGPAC5V4

約1050時間

約12.0時間

約10.0時間

IPX4相当

約5.5時間

約 239.8mm×8.8（最厚部11.85）mm×174.4mm

約570g

名称

名称

動作周波数（通常/最大）

搭載容量

画面サイズ/解像度

パネル種別

容量＊4

マルチポート

ヘッドホン出力

仕様

仕様

仕様＊7

対応プロファイル

赤外線リモコン機能

メモリーカードスロット

対応SDメモリーカード

仕様

仕様

カメラ仕様

有効画素数

カメラ仕様

有効画素数

ACアダプター

スタンバイ時

ビデオ再生時

Wi-Fi Web閲覧時

仕様

等級＊10

本体（幅×高さ×奥行）

本体

型名

■ 主な仕様

■ 各部名称

OS

プロセッサー＊2

メインメモリー＊3

液晶表示装置

ストレージ

主な入出力

Wi-Fi＊5＊6

GPS機能

Bluetooth®機能＊5

赤外線通信

カードスロット

スピーカー

マイク

カメラ（フロント）

カメラ（リア）

主な付属品

バッテリー駆動時間＊8

バッテリー充電時間＊9

防滴性能

外形寸法＊11

質量

32GB

SGPT122JP/S

64GB

SGPT123JP/S

※3Gモデルのみ対応

ドコモマーケット

ドコモのスマートフォンで便利に使えるコンテンツをわかりやすく紹介します。
おすすめのアプリケーションに加え、ニュースや動画などの人気コンテンツ
やドコモオリジ ナ ルコン テンツも簡 単 に 手 に 入 れ ることが できます 。
※システムアップデートにより『dメニュー』に変更されます

spモード

より便利に、安心してスマートフォンをご利用いただくためのス
マートフォン向けプロバイダ（ISP）です。メールサービスやコンテ
ンツ決済サービス、アクセス制限サービスに対応しています。

ヘッドホン出力1 音量ボタン6

背面カメラ7 ステレオスピーカー8 マルチポート9

左側面 前面 右側面 背面

まるごとエンターテインメント。
一人ひとりの楽しみを、この1台に

主な仕様 ： ●外形寸法（幅×高さ×奥行）：約 幅241.2mm×高さ10.1mm（20.6mm）×奥行

174.3mm●重量：約625g　●OS：Android™ 3.1＊　●ストレージ：約16GB　●ディスプレ

イ：9.4型 WXGA（1280×800）、TFTカラー液晶　●通信：3G、Wi-Fi　●その他の搭載機

能：USB（2.0）、GPS、Bluetooth®、赤外線通信、ステレオスピーカー、モノラルマイク、カメ

ラ（フロント・リア）、メモリーカードスロット（SDメモリーカード×1）

●iモードには対応しておりません ●バッテリーの取り外しはできません。※Sシリーズのみ ●音声通話、テレビ電話および64Kデータ通信はご利用できません ●本商品はドコモが提供する各種アフターサービ

ス等において一部を除き適用対象外となります。●ドコモデータ通信のご利用は（株）NTTドコモとのFOMA回線および対応プロバイダとのご契約が必要です ●詳しくはドコモのホームページでご確認ください

＊アップデートにより、AndroidTM 4.0にバージョンアップ可能です

大画面をポケットに。
じぶん専用、どこでも楽しめる

5.5型（1024×480）ディスプレイを2つ搭載した、コンパクトな

折りたたみ式。2画面に別々の機能を持たせて使ったり、

1つの大画面として使ったり、アプリに応じて多彩に活用可能。

主な仕様 ： ●外形寸法（幅×高さ×奥行）：開いたとき/約 幅180mm×高さ14mm×奥行158mm、

閉じたとき/約 幅180mm×高さ26mm×奥行79mm ●重量：約372g（SGPT211JP/S）、約

356g（SGPT213JP/H） ●OS：Android™ 3.1＊  ●ストレージ：内蔵メモリー4GB＋microSD 

2GB（最大32GB） ●ディスプレイ：5.5型 ウルトラワイドVGA（1024×480）×2、TFTカラー液

晶 ●通信：3G、Wi-Fi（SGPT211JP/S）、Wi-Fi（SGPT213JP/H） ●その他の搭載機能：USB

（2.0）、GPS、Bluetooth®、モノラルスピーカー、モノラルマイク、カメラ（フロント・リア）、メモ

リーカードスロット（microSDメモリーカード ×1）

9.4型WXGA（1280×800）の大型ディスプレイを搭載。

本体の片側に厚みを持たせた「偏重心デザイン」により、

持ったときに軽く感じられるため、長時間の使用でも快適。

ネットワークを通じて、映画やゲーム、

電子書籍などのエンターテインメントが楽しめる。

独自のサクサク・エクスペリエンスTMを搭載した、

Sony Tablet（ソニータブレット）。

XperiaTM Tablet S

 Sシリーズ Pシリーズ

シルバー（S）
SGPT211JP/S SGPT213JP/H

グレー（H）

SGPT113JP/S 3G＋Wi-Fi オープン価格

SGPT211JP/S

SGPT213JP/H

3G＋Wi-Fi

Wi-Fi

オープン価格

オープン価格

ドコモ アプリケーション

＊1：2012年9月現在。 ＊2：プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。 ＊3：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。 ＊4：1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値

です。1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しています。ユーザーがアクセスできる容量は、搭載されているOS、コンテンツにより若干小さい数値になることがあります。

＊5：通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無

線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ＊6：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g もしくは IEEE 802.11n の混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低

下する場合があります。 ＊7：Bluetooth v3.0規格の通信速度で通信するためには、通信相手が Bluetooth v3.0 もしくは Bluetooth v2.1+EDR に対応している必要があります。規格値は理論上の最大値

です。 ＊8：駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。 ＊9：充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。 ＊10：本機は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭に

よる保護等級（IPコード）」の“水の浸入に対する保護等級”であるIPX4相当の防滴仕様となっていますが、完全防水型ではありません。水中で使用したり、多量の水をかけたりしないでください。また、本機は、マル

チポートカバーとSDメモリーカードスロットカバーがしっかりと閉じ、別売のタブレットスタンドなどに立てた状態で、防滴性能を発揮します。 ＊11：突起部含まず

■ XperiaTM Tabletでの視聴について： XperiaTM Tabletを家庭内ネットワーク（Wi-Fi）で 対応のブルーレイディスクレコーダーまたは『nasne（ナスネ）TM』と接続する必要があります

XperiaTM Tabletで「録画した番組」を視聴する場合は下記①②③を行ってください  ① ブルーレイディスクレコーダーの放送ダウンロードによるソフトウェアアップデート   ※ブルーレイディスクレコーダーと

『nasne（ナスネ）TM』を接続する場合 ② XperiaTM Tabletのネットワークアップデート ③ XperiaTM TabletへAndroidTMアプリ「RECOPLA（レコプラ）」＊のインストール  ＊お試し版（β版）アプリです。ノンサポー

トでの提供となることを、ご了承ください ※対応機種および詳しい視聴方法については、ホームページ（http://www.sony.jp/hitokoto/weblabo/recopla/explanation.html）、および『nasne（ナスネ）TM』

オフィシャルサイト（nasne.com）のサポートページをご覧ください

3 7

98 8

1 5

2 4 6

SDカードスロット2 前面カメラ3 液晶ディスプレイ＆タッチパネル4 電源ボタン5

2011年発売モデル
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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。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、キャビネットを破損した。

液晶画面についての注意 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります（液晶ディスプレイ画面の表示しうる
全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です）。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。
これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

安全に使用するために  ●むやみに内部を開けないでください。 商品使用上の注意  ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利
者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、注意ください。 
●バッテリーは消耗品です。 ●本製品は国内専用です。 カタログ上の注意 ●画面はハメコミ合成です。 ●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。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。 ● 　：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 ●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。 ●本製品には有寿命部品が含まれて
います。有寿命部品とは、ご使用による磨耗・劣化が進行する可能性のある部品をさします。各有寿命部品の寿命は、ご使用の環境やご使用頻度などの条件により異なり
ます。著しい劣化・磨耗がある場合は機能が低下し、製品の性能維持のため交換が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●当社は、このタブレッ
トデバイス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。ただし、故障の状況その他の事情により、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。

ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、
ソニーの相談窓口、または販売店にご相談ください。

XperiaTM TabletのEco

省 資 源

森林資源保全のために包装材料には再生紙を使用しています。ま

た、取り扱い説明書は電子マニュアル化によるレスペーパーを推

進しています。

省 エ ネ

●液晶輝度の自動調整
消費電力の少ないLEDバックライト液晶を搭載するとともに、液晶

の輝度を制御する照度センサーを搭載。周囲の明るさを検知し、自

動で液晶輝度を最適な明るさに調整します。

●省エネモード
一定時間作業が行われない場合、自動で液晶をオフしたり、本体の電

源をオフする省エネモードを搭載。低消費電力を実現し、CO2排出量

の削減につながる、エネルギー効率を大きく向上させました。

2012 秋冬
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商標について  ● "SONY"および"make.believe"はソニー株式会社の商標です　●“Xperia”はSony Mobile Communications ABの商標または登録商標です　● "Sony Tablet"、
"Reader"および"Readerロゴ"、"Sony Entertainment Networkロゴ"、"Sony Entertainment Network"、"Exmor for mobile" および "PlayMemories Online"はソニー株 式 会 社の
登録商標または商標です ●「PlayStation」、「プレイステーション」および「nasne（ナスネ）｣は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標または商標です。©Sony Computer 
Entertainment Inc.　● Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google Play ストア、Google Play ストアロゴ、Gmail、Google カレンダー、Google マップ、Picasa、および
YouTube は、Google Inc. の 商 標 です　 ● DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living 
Network Alliance.　● Bluetoothは、Bluetooth SIG. Inc.の登録商標であり、ソニーはライセンスに基づいて使用しています　● Facebook, the Facebook logo, and the F logo are 
trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.　● "Twitter"、"Twitter"ロゴは、Twitter,Incの商標または登録商標です　● NVIDIA、TegraTM 3は、米国およびその他の国
におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です　● SD, SDHC, microSD および microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です　● Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、
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