
 2013 Sony Corporation    Printed in China

4-456-302-02 (1)

デジタルフォトフレーム

はじめにお読みください

DPF-HD800

同梱品を確認する

デジタルフォトフレーム （1）

リモコン （1）

スタンド （1） 

AC アダプター （1）

はじめにお読みください （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）

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。

準備する 使ってみよう

コンセントへ

デモンストレーション画面の音量を調節するには
/ボタンを押します。

はじめてお使いになるとき


	画面の指示にしたがって、[時計設定]メニューから[日付]、[時刻]
を設定する。


AC アダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。

スライドショーを楽しむ
メモリーカードまたはUSBメモリーを差し込む。

ラベル面を外側に向ける。

“メモリースティック
デュオ”

SDメモリーカード

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）

  

画面表示を切り換える

（スライドショー）

（時計・カレンダー）

一枚表示

（インデックス）

動画を再生する

1

2

3

できること 押すボタン

音量を調節する 音量＋/音量－

一時停止する （決定）
再開するときは、もう一度押す。

早送り／巻き戻しする
（決定）を押すと、そこから再生が始まる。

再生を停止する 戻る

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
最大解像度
音声形式

mp4, mts
1920 × 1080
Dolby Digital, AAC

MPEG-4 Visual 
拡張子
最大解像度
音声形式

mp4
1280 × 720
AAC-LC

MPEG-1 Video
拡張子
最大解像度
音声形式

mpg
720 × 576
MPEG-1 Audio Layer 2

Motion JPEG
拡張子
最大解像度
音声形式

mov, avi
1280 × 768
リニアPCM, μ-law, IMA-ADPCM

最大ビットレート数 28 Mbps

最大フレーム数 60 p

 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。
 一部動画ではコマを間引いて再生しています。

裏面へつづく 

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。



もっと楽しむ 故障かな？と思ったら

フォトフレームの電源が入りません。
 電源プラグを正しく接続してください。

画面に画像が表示されません。
 メモリーカードを正しく挿入してください。
 ファイルフォーマットがDCFに準拠していないか、本機でサポートしていません。
 画像ファイルが破損しています。
 本機は最大9,999枚までしか表示できません。

操作しようとしても、何も反応しません。
 電源を一度切り、再度入れなおしてください。

動画ファイルが再生できません。
 次のような動画ファイルは再生できません。

– 著作権保護された動画ファイル
– 幅または高さのどちらかが最大サイズを超える動画ファイル 
（上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。）

画像を保存できません。
 内蔵メモリーに取り込み中は、以下のことをしないでください。本機、メモリーカード、および
データを破損する場合があります。
– 電源を切る。
– メモリーカードを抜く。
–  他のメモリーカードを挿入する。

 動画ファイルは、メモリーカードから内蔵メモリーに取り込みができません。動画を内蔵メモ
リーに取り込みたい場合は、本機をコンピューターと接続し、コンピューターの動画を本機の内
蔵メモリーにコピーしてください。 
詳しくは、取扱説明書「デジタルフォトフレームハンドブック」の「コンピューターから画像や音
楽をコピーする」をご覧ください。

スライドショーでBGMが再生されません。
 音量を調節してください。
 （設定）タブの[スライドショー BGM設定][BGM ON/OFF]項目を[ON]にしてください。

主な仕様
本体

機種名 DPF-HD800

液晶画面 液晶パネル 8型、TFT駆動

総ドット数 1,152,000ドット
（800×3（RGB）×480）ドット

入出力端子 USB端子（Mini-B TYPE、Hi-Speed USB）
USB端子（A TYPE、Hi-Speed USB）

“メモリースティックPRO”（デュオ）/SDメモリーカードスロット

内蔵メモリー容量 2 GB（保存ファイル数：約4,000枚）*

電源 DC IN端子入力、DC 5V

消費電力
　本体のみ（最大消費電力） 8.5 W

外形寸法
　スタンドセット時（幅×高さ×奥行き）

約220 mm×151.4 mm×117.8 mm

質量 約490 g

同梱品 表面の「同梱品を確認する」参照

* 保存枚数は、リサイズして画像取込を行った際の目安です。リサイズして画像取り込みを行った場合、200万画
素相当に自動的にリサイズされます。被写体および撮影条件によって異なります。

AC アダプター
型名 AC-P5022

定格入力 AC100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz、0.4 A

定格出力 DC 5 V、2.2 A

外形寸法 
（幅／高さ／奥行き）

約79 mm×34 mm×65 mm 
（最大突起部のぞく）

質量 約105 g

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。

スライドショーを音楽と一緒に楽しむ
(BGM)

1 メニューを押す。

2 （設定）［スライドショー BGM設定］［BGM選択］

3 再生したい音楽ファイルを選び、メニューを押す。

4 スライドショーを始める。

音楽ファイルを取り込むには
 メモリーカードを挿入する。
 メニューを押す。
 （設定）［スライドショー BGM設定］［BGM取り込み］
 手順1で挿入したメモリーカードを選ぶ。
 画面の指示に従い、音楽ファイルを選ぶ。

再生／取り込み可能な音楽ファイルフォーマット

MP3
拡張子
ビットレート
サンプリング周波数

mp3
32 kbps～ 320 kbps、可変ビットレート（VBR）対応
32 kHz、44.1 kHz、48 kHz

AAC

拡張子
ビットレート
サンプリング周波数

m4a
32 kbps～ 320 kbps、可変ビットレート（VBR）対応
8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、
24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz

リニアPCM 拡張子
サンプリング周波数

wav
44.1 kHz、48 kHz

 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。

コンピューターから画像をコピーする 

1

2 コンピューターを操作する。

Microsoft Windows 7 SP1での例です。

 [自動再生]画面が表示されたら、[フォルダーを開いてファイルを
表示]をクリックする。

 カーソルをウィンドウの中に移動して右クリックし、[新規作成]
[フォルダー ]をクリックする。

 ダブルクリックして新しいフォルダーを開く。
 ドラック・アンド・ドロップで、画像を新しいフォルダーにコピー
する。

その他の機能

 （電源）ボタン
電源を入/切します。

 （拡大）ボタン
画像を拡大表示します。

 （縮小）ボタン
画像を縮小表示します。

 削除ボタン
画像を削除します。

 回転ボタン
静止画を回転表示します。

メニューボタン
メニュー項目を設定します。

マーク操作ボタン
画像にマークを付けます。

絞り込みボタン
画像を絞り込みます。

縦置き、横置きで画像が自動で回転します

詳しい使いかたを知りたいときは
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。

使ってみよう

静止画 （写真） を保存する （取り込み）
メモリーカードの画像を表示した状態で

1

2 画面の指示にしたがって保存したい画像を選ぶ。

3 保存先のフォルダーを選び、画像を保存する。

再生／取り込み可能な画像ファイルフォーマット※1

JPEG DCF 2.0、Exif 2.3、MPF baseline、MPF extended ※2、 JFIF

TIFF Exif 2.3 準拠 

BMP 1, 4, 8, 16, 24, 32 ビット（Windows形式）

RAW ※3 SRF、SR2、ARW 2.2（プレビューのみ）
※1 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。

※2 3D表示はできません。代表画像を2D表示します。
※3 ソニーαカメラのRAW ファイルサムネイルがそのまま表示されます。

再生するメモリーを選ぶ

1

2 再生したいメモリーを選ぶ。


