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デジタルフォトフレーム

はじめにお読みください

DPF-WA700/W700

同梱品を確認する
デジタルフォトフレーム （1）
AC アダプター （1）
スタンド （DPF-W700のみ） （1）
はしめにお読みくたさい （本書）
取扱説明書
デジタルフォトフレームハンドブック （1）
保証書 （1）
製品登録のおすすめ （1）

スタンドを取り付ける （DPF-W700のみ）
スタンドのツメを本体に合わせ、スタンドの裏
からツメの部分をカチッと音がするまで押し込
んでしっかり差し込んでください。

無線LAN環境でお楽しみいただくために
設定を始める前に次の用意をしてください。

無線LANに対応したインターネット環境
無線LANに接続するために必要な資料（Wi-Fi設定に必要です）
インターネットサービスプロバイダーの資料（メールアドレスの設定に必要です）
FacebookやPlayMemories Online（プレイメモリーズオンライン）のユーザー登録

本書での説明について
 本書で使われているイラストや画面は、実際のものと異なる場合があります。
 対象のデジタルフォトフレームはすべての国や地域で取り扱いをしているわけではありません。
 特に説明が必要な所を除き、DPF-WA700を使用しています。

準備する

電源を入れる
電源コンセントにACアダプターを差し込むと、電源が入ります。

DPF-WA700

メニューボタン

コンセントへ

スタンバイランプ

音量＋／－
ボタン

（電源）ボタン

DPF-W700

（電源）ボタン

コンセントへ

スタンバイランプ

メニューボタン

ちょっと一言
 何も操作せずに一定時間が経過すると、デモンストレーション画面が表示されます。デモンストレーショ
ン画面で、（電源）以外のボタンを押すと、デモンストレーション画面は終了します。

デモンストレーション画面の音量を調節するには （DPF-WA700のみ）
本体背面の音量＋/－を押します。

はじめてお使いになるとき
画面の指示に従って初期設定を行います。タッチパネルの調整→言語の設定
→タイムゾーンの設定→（無線LANの設定をする場合）無線LANの設定の順
に設定します。

1 タッチパネルの調整
本製品はタッチパネルを搭載しているので、タッチ操作で設定して
いきます。本機のタッチパネルは、パネルをタッチしたときの圧力
を感知して反応する方式（感圧式）です。タッチする際は、狭い範囲
（点）で圧力をかけるとより正確に反応します。指先やプラスチッ
ク製の細いものを使うと操作しやすくなります。

 指先で1度画面をタッチする。
 画面の指示に従って、次々に表
示される丸をタッチする。

 ［次へ］をタッチする。

2 言語の設定
使用したい言語を選び、［次へ］を
タッチする。 



3 タイムゾーンの設定
該当するタイムゾーンを選び、［次
へ］をタッチする。

Wi-Fi設定についてのメッセージが
表示されます。





 Wi-Fi接続の初期設定を行う場合
は[次へ]をタッチする。 
4へ進みます。

 Wi-Fi-接続を後で行う場合は 
［スキップ］をタッチする。

ちょっと一言
 Wi-Fi設定を行う方法は、付属の取扱説明書「デジタルフォトフレームハンドブック」の「設定を変
更する」をご覧ください。

この説明書はVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。

	WPS （プッシュボタン方式）
	「WPS（プッシュボタン方式）」をタッチする。

	アクセスポイントにあるWPSボ
タンを押したあと、「次へ」をタッ
チする。

 アクセスポイントによってボタ
ンの操作方法が異なります。ご確
認ください。

	アクセスポイントへの接続が成
功したら、「完了」をタッチする。

	 設定が完了します。

	WPS （PIN方式）
	「WPS（PIN）方式」をタッチする。

	フォトフレームのWPS PINコー
ドをアクセスポイント側に設定
する（PINコードは画面に表示さ
れます）。その後、「次へ」をタッチ
する。

	 アクセスポイント側での入力方
法は、アクセスポイントの説明書
をご覧ください。

	アクセスポイントへの接続が成
功したら、「完了」をタッチする。

	 設定が完了します。

	検索する
	「検索する」をタッチする。

接続圏内にあるアクセスポイントの検索が始まり、接続圏内にあるアク
セスポイントの一覧が表示されます。

	一覧から接続するアクセスポイントを選びタッチする。

	接続するアクセスポイントのパスワード
を入力する。

パスワード入力欄をタッチするとキー
ボードが表示されます。

［パスワードを表示］の左側をタッチし、
「」マークをつけると入力したパス
ワードを確認できます。

	パスワードを入力し、「完了」をタッチす
る。

パスワードについては、ネットワークの
管理者に確認するか、アクセスポイント
の説明書をご覧ください。

大文字、小文字にご注意ください。

Wi-Fi設定画面に戻ります。

	「次へ」をタッチする。

	 IPアドレスの設定方法を選んでタッチす
る。

通常は「オート（推奨）」を選んでくださ
い。

	アクセスポイントへの接続が成功した
ら、「完了」をタッチする。

設定が完了します。

無線LAN環境でお楽しみいただくために、設定方法を動画でご案内して 
おります。

詳しくは、下記のWEBサイトをご覧ください。

http://www.sony.jp/support/movie/

4 無線LANの設定
Wi-Fiの設定が完了したら、ネットワークに接続されます。ネットワークに接続されると、日時が自動的に設定されたり、一部の地域でradiko.jp（ラジオ）が
利用できるようになったりします。

WPS ボタン※がある、もしくはWPS 
プッシュボタン方式に対応している。

WPS （Wi-Fi Protected 
Setup） には、対応している。

いいえいいえ
お使いの無線LANルーター （アクセスポイント）は…

へ進む へ進む へ進む

はい はい

※ 無線LANルーターによっては、AOSSボタンでWPSプッシュボタン方式に対応しているものもあります。
 お使いのルーターの取扱説明書でご確認ください。

ちょっと一言
 無線LANルーター（アクセスポイント）の取扱説明書もあわせてご覧ください。ネットワーク名（SSID）
とパスワード（WEPキーまたはWPAキー）は、アクセスポイント本体の側面や裏面に記載されている機種
もあります。

 ご不明なときは、アクセスポイントの製造会社にお問い合わせください。

無線LANが設定できないときは
 アクセスポイントの電源が入っているか確認してください。
 本機の場所を移動するか、本機とアクセスポイント間の距離を近づけ
てください。

 電子レンジやBluetoothなど、2.4GHz帯の周波数を使用する機器を周
辺で使用している可能性があります。それらの機器との距離を離す
か、またはそれらの機器の電源を切ってください。

 本機は、IEEE 802.11a（5GHz帯）には対応していません。



スライドショーを楽しむ ネットワークサービスを楽しむ

写真を見る

1 メモリーカードまたはUSBメモリーを差し込む。

スロットカバー

DPF-WA700

 

DPF-W700

 SDメモリーカード／  “メモリースティックデュオ”／  USBメモリー

アダプターの取り付けが必要なメモリーカード

miniSD /miniSDHCカード microSD/SDHCカード “メモリースティックマイクロ”

miniSD/miniSDHC アダプター microSD/SDHC アダプター “M2”アダプター（デュオサイズ）

再生可能な静止画 （写真）ファイルフォーマット
JPEG 拡張子：jpg

 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。

スライドショー画面について

スライドショー画面では、写真のスライドショーだけでなく様々な情報
が得られます。

	表示している写真の情報が確認でき
ます。

	メール、Facebook、PlayMemories 
Onlineの新着情報が表示されます。 
ここをタッチするとネットワーク経
由で受信した写真のスライドショー
に切り換わります。

	時計を表示します。
	天気/気温と都市名が表示されます。
	表示している画像のデバイスを表示
します。

	WiFiの電波状態を表示します。

メニューについて

本体背面のメニューボタンを押すと画面下にメニューが表示され、様々
な機能を設定することができます。

	メニュー
	5種類のスライドショーを選べ
ます。

	再生したい画像のあるデバイス
を選びます。

	再生したい楽曲のあるデバイス
を選びます。

	アカウント設定や各サービスの
設定を行います。

	本体設定、時計設定などを行い
ます。

ホームネットワークで楽しむ

ホームネットワークを利用して、DLNA対応のデジタル機器に保存され
ている画像*1や音楽*2を本機で楽しむことができます。
*1：静止画のみ *2：DPF-WA700のみ

詳細な設定のしかたや、使いかた、楽しみかたは、付属の取扱説明書「デジタルフォトフレームハンドブッ
ク」をご覧ください。

動画を見る （DPF-WA700のみ）

1 本体背面のメニューボタンを押す。

2 ［写真/動画］をタッチす
る。

3 デバイスを選択し、［一覧表示
する］をタッチする。





4 再生したい動画をタッチする。

できること 操作

音量を調節する 本体背面の音量＋/－ボタンを押す。

一時停止する 画面のをタッチする。
再開するときはをタッチする。

早送り／巻き戻しする 画面のまたはをタッチする。

再生可能な動画ファイルフォーマット
MPEG-4 AVC/H.264 拡張子：mp4, mts
MPEG-4 Visual 拡張子：mp4
MPEG-1 Video 拡張子：mpg
Motion JPEG 拡張子：mov, avi

 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。
 著作権保護されたファイルは再生できません。
 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。
 データの種類によっては、スムーズに再生できない場合があります。
 一部動画ではコマを間引いて再生しています。

音楽を再生する （DPF-WA700のみ）

1 本体背面のメニューボタンを押す。

2 ［音楽／ラジオ］をタッチ
する。

3 デバイスを選択し、再生したい音楽をタッチする。

できること 操作

音量を調節する 本体背面の音量＋/－ボタンを押す。

一時停止する 画面のをタッチする。
再開するときはをタッチする。

曲をスキップする 画面の  または  をタッチする。

再生可能な音楽ファイルフォーマット
MP3 拡張子：mp3
AAC 拡張子：m4a
リニアPCM 拡張子：wav
WMA 拡張子：wma

 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。
 著作権保護されたファイルは再生できません。

ちょっと一言
 音楽を再生中に をタッチしてスライドショー画面に切り換えると、バックに音楽を流しながらス
ライドショーをすることができます。

設定の前にWi-Fiが接続されていることが必要です。

 メールの写真を見る
メールを設定する
ちょっと一言
 はじめに、利用するメールサービスのアドレスとパスワードを用意してください。

 本体背面のメニューボタンを押し、 ［ネットワークサービス］を
タッチする。
ネットワークサービス画面が表示されます。

 ネットワークサービス画面で 
［メールを受信］の右側の をタッ
チする。

 ［メールアドレス］の下の白い入力
枠をタッチ → 表示されたキー
ボードで利用したいメールアドレ
スを入力する。
[パスワードを表示]の左側をタッ
チし、「」マークを付けると、入力
したパスワードを確認できます。

大文字、小文字にご注意ください。

メールアドレスを入力後、「次へ」をタッチすると、パスワードの入力
画面（パスワードを入力するためのキーボード画面）が表示されます。

「次へ」をタッチしないと、パスワードの入力画面には移動しません。

 表示されたキーボードでパスワードを入力 → ［次へ］をタッチする。
受信サーバーの確認が始まり、受信サーバーの確認が終わると完了の
画面が表示されます。
受信サーバーの確認ができないときは
 メッセージ画面が表示されます。［OK］をタッチするとメールアカウントの登録画面に戻り、手動で
設定する必要があります。手動でメールアカウントを登録する場合は、付属の取扱説明書（「デジタ
ルフォトフレームハンドブック」）をご覧ください。

 ［OK］をタッチする。
設定が完了します。

メールで送られてきた画像を表示する
スライドショー画面で  （メール）をタッチしてください。メールで送
られてきた最新の画像100枚が表示されます。

 Facebookの写真を見る
Facebookを設定する
ちょっと一言
 はじめに、PCでFacebookに登録（サインアップ）し、使用するメールアドレスとパスワードを用意してく
ださい。

 本体背面のメニューボタンを押し、 ［ネットワークサービス］を
タッチする。
ネットワークサービス画面が表示されます。

 ネットワークサービス画面で
［Facebookに接続］の右側の を
タッチする。

 Facebookのメールアドレスとパスワードを入力 → ［ログイン］を
タッチする。

 Facebookの画面の指示に従って入力を続け、完了画面で［OK］を
タッチする。
設定が完了します。

Facebookで送られてきた画像を表示する
スライドショー画面で （Facebook）をタッチしてください。Facebook
で送られてきた最新の画像100枚が表示されます。

写真を受信したい友達の設定や、“いいね！”をつけることができます。詳
しい方法は、付属の取扱説明書（「デジタルフォトフレームハンドブック」）
をご覧ください。

 PlayMemories Online （プレイメモ
リーズオンライン）の写真を見る

PlayMemories Onlineを設定する
ちょっと一言
 はじめに、PCでPlayMemories Onlineに登録（サインアップ）し、使用するサインインIDとパスワードを
用意してください。

 本体背面のメニューボタンを押し、 ［ネットワークサービス］を
タッチする。
ネットワークサービス画面が表示されます。

 ネットワークサービス画面で
［PlayMemories Onlineに接続］
の右側の をタッチする。

 PlayMemories Onlineの画面の指示に従って入力を続け、完了画面
で［OK］をタッチする。
設定が完了します。

PlayMemories Onlineで送られてきた画像を表示する

スライドショー画面で （PlayMemories Online）をタッチしてくださ
い。PlayMemories Onlineで送られてきた最新の画像100枚が表示され
ます。

 radiko.jp （ラジオ）を聴く  
（DPF-WA700のみ）

1 本体背面のメニューボタンを押し、［音楽／ラジオ］→  
［radiko.jp（ラジオ）］をタッチする。

「radiko.jp」の画面が表示され、その後、放送局の選択画面が表示され
ます。

2 好みの放送局を選んでタッチし、画面の指示に従って操作
する。
再生が始まります。

ちょっと一言
 ［radiko.jp］の画面で、 をタッチしてスライドショー画面に切り換えると、radiko.jp（ラジオ）を聴
きながらスライドショーをすることができます。

radiko.jp （ラジオ）を止めるには
各放送局の表示画面の右上 をタッチ
する。

ご注意
 各ネットワークサービスの仕様や操作画面は、改良などのために、予告なく変更されることがありますの
で、ご了承ください。

 各ネットワークサービスにあるすべての画像が本機にダウンロードできるとは限りません。

詳しい使いかたを知りたいときは

付属の取扱説明書（「デジタルフォトフレームハンドブック」）をご覧く
ださい。


