
手軽に持ち歩ける

コンパクトなA5サイズが登場。

スマートフォン連携で、
外出先でも自在に使える。

紙のように読める、書き込める
ソニーのデジタルペーパー

デジタルペーパー 
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デジタルペーパー DPT-CP1 オープン価格＊

薄さ ： 約5.9mm 重さ ： 約240g
※ DPT-CP1はPDFファイルのみ閲覧や書き込みが可能です。Reader Storeなど、電子書籍専用のサイトでコンテンツを購入するためのアプリケーションは搭載されていません。また、Reader Storeなどで購入した電子書籍を
DPT-CP1で読むことはできません。　

＊1 Digital Paper App for mobileが利用できるAndroidおよびiOSは製品ホームページでご確認ください。なお、タブレットには対応しておりません。
＊2 NFC機能非搭載のスマートフォンもDigital Paper App for mobileをお使いいただけます。
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スケジュール管理も、
これまでと同じ
手帳にペンで
書き込む感覚で。

アイデアを思いついたら、
さっと手書きし、スマホで共有。
どこにいても仕事ができる。

資料を転送すれば
紙にプリントする
必要がなくなり、
打ち合わせもスマートに。

原寸大

いつでも持ち歩ける、
どこでもつながる
バッグからさっと取り出せて、片手で持ちやすい、

ほぼA 5サイズのデジタルペーパーが登場。

スマートフォンとの「モバイル連携」により、

外出中に書いたメモをその場で送る、

クラウド上の書類を取り込むなど、

どこにいてもシームレスに仕事ができるようになります。

A 5サイズのモバイル端末として
圧倒的な軽さ、薄さを実現

10.3型ディスプレイを備えた端末として、圧倒的に軽い本体
重量約240g。薄くて持ちやすく、カバンにもすっきりと納まり、
お気に入りの手帳のようにいつでもどこにでも持ち歩けます。

移動先でも仕事ができる
スマートフォン連携

「Digital Paper App for mobile」＊1がインストールされた
スマートフォンと一緒に持ち歩けば、いつでも、あなたがいる
その場所がワークスペースに。スマートフォンとデジタル
ペーパー間で素早く簡単にPDFファイルを出し入れすることが
できます。たとえば、スマートフォンで検索してダウンロード
したPDFの資料をデジタルペーパーのA5サイズ画面で読ん
だり、デジタルペーパーに手書きしたメモをスマートフォンで
クラウドサービスにアップして共有したり、メール添付で送信
したり。時間も場所も選ばない便利な使い方ができます。
また、NFC＊2を搭載したスマートフォンなら、デジタルペーパーに
かざすだけのスマートな操作で接続可能です。

読みやすい
高解像電子ペーパーディスプレイ

解像度をさらに向上させた10.3型フレキシブル電子ペー
パーディスプレイ（1404×1872ドット）を搭載。より精細な
表示で小さな文字まではっきりと読み取れ、A5サイズでも
画面サイズの小ささを感じさせません。

DPT-RP1のすぐれた機能を継承

ビジネスユースとして支持をいただいているA4サイズの
DPT-RP1の基本機能をそのまま保ちながらダウンサイズを
実現。使い方に合わせて、自分に合った一枚をお選びください。

PDF

「Digital Paper App for mobile」は
Android™版はGoogle Playで、iOS版はApp Storeで無償でダウンロードいただけます。

＊商品の価格は、販売店に
  お問い合わせください。
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DPT-CP1で読むことはできません。　

＊1 Digital Paper App for mobileが利用できるAndroidおよびiOSは製品ホームページでご確認ください。なお、タブレットには対応しておりません。
＊2 NFC機能非搭載のスマートフォンもDigital Paper App for mobileをお使いいただけます。
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圧倒的な軽さ、薄さを実現

10.3型ディスプレイを備えた端末として、圧倒的に軽い本体
重量約240g。薄くて持ちやすく、カバンにもすっきりと納まり、
お気に入りの手帳のようにいつでもどこにでも持ち歩けます。

移動先でも仕事ができる
スマートフォン連携

「Digital Paper App for mobile」＊1がインストールされた
スマートフォンと一緒に持ち歩けば、いつでも、あなたがいる
その場所がワークスペースに。スマートフォンとデジタル
ペーパー間で素早く簡単にPDFファイルを出し入れすることが
できます。たとえば、スマートフォンで検索してダウンロード
したPDFの資料をデジタルペーパーのA5サイズ画面で読ん
だり、デジタルペーパーに手書きしたメモをスマートフォンで
クラウドサービスにアップして共有したり、メール添付で送信
したり。時間も場所も選ばない便利な使い方ができます。
また、NFC＊2を搭載したスマートフォンなら、デジタルペーパーに
かざすだけのスマートな操作で接続可能です。

読みやすい
高解像電子ペーパーディスプレイ

解像度をさらに向上させた10.3型フレキシブル電子ペー
パーディスプレイ（1404×1872ドット）を搭載。より精細な
表示で小さな文字まではっきりと読み取れ、A5サイズでも
画面サイズの小ささを感じさせません。

DPT-RP1のすぐれた機能を継承

ビジネスユースとして支持をいただいているA4サイズの
DPT-RP1の基本機能をそのまま保ちながらダウンサイズを
実現。使い方に合わせて、自分に合った一枚をお選びください。

PDF

「Digital Paper App for mobile」は
Android™版はGoogle Playで、iOS版はApp Storeで無償でダウンロードいただけます。

＊商品の価格は、販売店に
  お問い合わせください。



スタイラスペンセット
DPTA-RS1
オープン価格
・スタイラスペン×1（フェルト芯1本を装着済）
・フェルト替え芯×１  ・POM 替え芯×２
・芯抜き×１

フェルト替え芯
DPTA-RTF1
オープン価格
・フェルト替え芯×10  ・芯抜き×１

POM 替え芯
DPTA-RTP1
オープン価格
・POM 替え芯×10  ・芯抜き×１

カバー
DPTA-CC1
オープン価格

【素材】マイクロファイバークロス 【質量】約130g
【外形寸法（幅×高さ×厚さ）】

約190mm×246.6mm×10mm（本体装着時の厚さ） 　

ACアダプター
AC-UUD12
オープン価格
※本製品にはUSBケーブルは同梱されていません。
DPT-CP1/RP1に付属されているUSBケーブルを
接続してご利用ください。

DPT-CP1アクセサリー

※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。

鉛筆のような
硬筆の書き味の
フェルト素材替え芯

持ち運びしやすい
軽量スリムデザイン。
DPT-CP1専用の
フリップケースタイプのカバー

ボールペンのような
滑らかな書き味の
ポリアセタール樹脂素材替え芯

DPT-CP1/RP1、DPTA-RS1用
ACアダプター

充電式のアクティブ
スタイラスペンと
替え芯のセット

※本体とスタイラスペンは含まれません。

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。安全に関する注意

SM/EWMP-1 Printed in Japan.    （84950730）

2018.4
カタログ記載内容2018年4月現在

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

AAAA-1  Printed in Japan.   （84920000）R

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL  http://www.sonybsc.com

購入に関するお問い合わせ

製品に関するお問い合わせ（使い方、故障診断など）

業務用商品購入相談窓口

受付時間　9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

受付時間　9:00～18:00 （土・日・祝日、および弊社休業日は除く）
0120-788-333       フリーダイヤル

0120-580-730フリーダイヤル

 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは050-3754-9550

デジタルペーパー DPT-RP1

進化した“デジタルの紙”。
この一枚で仕事が変わる。

フレームに段差がない
フルフラットデザイン

A4サイズ相当
13.3型ディスプレイ

A4ノート＊より
軽い!

約349g
＊ A4ノート60枚相当

バッテリー切れを
気にせず使える

最長3週間使用
＊ 使用環境・機器の設定状態によりますオープン価格

＊

デジタルペーパーを安全にご使用いただくために ● 1年に1 度は、接続端子などにほこりがたまっていないか、故障したまま
使用していないか、などを点検してください ●故障したら使わない。動作がおかしくなったり、本機が破損しているのに気づいたら、
すぐにソニーの相談窓口にご相談ください ●万一、異常が起きたら。変な音・においがしたり、煙が出たり、液漏れしたときは・・・
①本機に接続しているものをすべてはずす ② ソニーの相談窓口に修理を依頼する ●充電式電池の液が漏れたときは素手で
液を触らない。液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因に
なることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や
衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには
医師に相談してください ●下記の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
火の中に入れない。分解しない。火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。本機のUSB端子、USBケーブルの端子の
そばにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かない ●下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがなど
人身事故の原因となります。運転中、歩行中は使用しない。周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しない。内部に水や
異物を入れない ●下記の注意事項を守らないとけがや事故の原因となります。乳幼児の手の届かないところに置く。
●下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。本機を布団などでおおった
状態で使わない。使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止する。安定した場所に置く。本機の上に重いものを載せない。
本機を医療機器の近くで使わない。本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使わない。本機を心臓

ペースメーカーの装着部位から22 cm 以上離す。本機は国内専用です
カタログ上の注意 ●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 ●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 ●画像はハメコミ合成です ● SONYはソニー株式会社の商標です ● FeliCaはソニー株式
会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です ●日本語変換は、オムロンソフト
ウェア（株）のiWnnを使用しています。iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2013 All Rights Reserved. 
●Microsoft およびWindows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 
● Mac in tosh、Mac、macOS、iOSは、米国 App le I nc .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 
●Androidは Google Inc.の商標です ●App Store は Apple Inc. のサービスマークです ●Google Play および Google 
Play ロゴは Google LLC の商標です ●N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録
商標です ●おサイフケータイは、（株）NTTドコモの登録商標、または商標です ●Wi-Fi、Wi-Fi Protected Accessおよび
Wi-Fi Allianceは、Wi-Fi Alliance の登録商標です ●MarvellはMarvell International Ltd.の登録商標です ●Bluetooth 
ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。
他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします ●その他掲載されている会社名、
システム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中ではTM、®は明記していません

仕様表

基本情報

ディスプレイ
10.3型フレキシブル電子ペーパー

（解像度1404×1872ドット）搭載、
16階調グレースケール

タッチパネル 静電容量方式ペン入力対応タッチパネル

プロセッサー Marvell® IAP140 64-bit 
Quad-core IoT Applications Processor

内蔵メモリー容量/
使用可能領域 16GB / 約11GB

内蔵メモリーに保存可能な
PDFのファイル数

約10,000ファイル
 （1ファイルあたり約1MBのPDFファイル）

インターフェース マイクロUSB端子
サポートファイルフォーマット（拡張子） PDF（.pdf）＊1

Digital Paper Appおよび、
Digital Paper App for mobile
動作対応OS ＊2＊3＊4

ホームページでご確認ください

無線LAN

通信方式 IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO
使用周波数帯 2.4GHz帯、 5GHz帯
暗号化 WPA2-PSK(AES)、802.1x EAP(TLS/PEAP)
接続方式 Wi-Fi Protected Setup™ （WPS） / 手動
Wi-Fi認証 対応

Bluetooth® Bluetooth標準規格 Ver. 4.2

電源関係

充電池 内蔵型リチウムイオン充電池
USB充電  充電時間 約5.5時間
ACアダプター充電 　 充電時間 約3.5時間
充電池持続時間

（Bluetooth®機能オフ時）
Wi-Fi機能オフ時：最長約3週間＊5＊8、
Wi-Fi機能オン時：最長約1週間＊6＊8

動作および充電推奨温度 5℃～ 35℃

NFC 使用周波数帯/対応規格
13.56MHz帯 / FeliCa(画面のロック解除)、
NFC Forum Type 4 Tag 
(Digital Paper App for mobileとの簡単接続)

寸法・質量 外形寸法（幅×高さ×奥行） 約 174.2mm x 243.5mm x 5.9mm
質量（充電池含む） 約 240g

主な付属品
スタイラスペン、USBケーブル（約1.5m）、
替え芯、芯抜き、
ご使用になる前に（保証書一体型）

スタイラス
ペン

充電池 内蔵型リチウムイオン充電池
USB充電 　 充電時間 約3時間
ACアダプター充電 　 充電時間 約3時間
充電池持続時間 約１ヶ月＊7＊8

＊1 PDF1.7の仕様に準拠 Adobe extension level 1-8の拡張機能が含まれるPDF はサポートしていません。  ＊2 パソコンとデジタルペーパー（DPT-CP1）間でドキュメントを出し入れする際にはパソコンやスマートフォンにDigital Paper Appもしくは
Digital Paper App for mobileのインストールが必要です。＊3 Digital Paper App とDigital Paper App for mobileは機能に差があります。  ＊4 パソコンの印刷メニューからデジタルペーパーにワイヤレス出力する機能は、Windows10とmacOS / OS Xに
のみ対応しています。  ＊5 以下の条件で使用した場合：PDFドキュメントを1日 60分間で30ページ閲覧し、閲覧中にペンによる書き込みを計 1分間行う。使用時以外、本体はスリープモードに入れる。（実際の充電池持続時間は使用環境や機器の設定
状態によります。）   ＊6 以下の条件で使用した場合：PDFドキュメントを1日 120分間で60ページ閲覧し、閲覧中にペンによる書き込みを計 10分間行う。Wi-Fi によりドキュメントの出し入れを２回行う。閲覧用（5MB）のファイルを入れ、閲覧後にノート

（2MB）とともに取り出す。使用時以外、本体はスリープモードに入れる。（実際の充電池持続時間は使用環境や機器の設定状態によります。）  ＊7 以下の条件で使用した場合：PDFドキュメントに1日 60分書き込みを行う。使用時以外、本体はスリープ
モードに入れる。 ＊8 Wi-Fi、Bluetooth® 通信がオンの時や、書き込み作業が多い場合は、バッテリーの消費が多くなるため充電池持続時間が短くなります。


