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業界初※明るさセンサー搭載 

地デジ対応 10 インチポータブル DVD プレーヤー  

『CPDP-T1000』 

 
 

地デジ対応ポータブル DVD プレーヤー『CPDP-T1000』 前面（左）・背面（右） 

 

 

 株式会社シーマ・ラボラトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役：前沢 謙一）は、地上デジタルチューナーを搭載した

ポータブル DVD プレーヤー『CPDP-T1000』を発売いたします。 

『CPDP-T1000』は 10 インチ WSVGA LED 液晶と業界初の明るさセンサーを搭載した、地上デジタル放送が視聴できる目

に優しい省エネポータブル DVD プレーヤーです。 

 

■ 新製品の概要 

商品名 型名 希望小売価格 

地デジ対応 10 インチポータブル DVD プレーヤー CPDP-T1000 オープン 

 



・大迫力の 10 インチ WSVGA ディスプレイを採用 

・LED バックライト液晶で低消費電力を実現 

・内蔵チューナーで地上デジタル（フルセグ）放送とワンセグ放送の受信が可能 

・地上デジタル（フルセグ）放送とワンセグ放送を自動的に切り換える “スマートシフト機能”を搭載 

・業界初の明るさセンサーを搭載。視聴環境の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する眼にやさしい省エネ仕様 

・車載にも柔軟に対応できるキットを標準付属 

 

DVD ビデオ視聴はもちろんの事、VR モードで記録した DVD-R/RW ディスク、音楽用（CD-DA）・ビデオ CD フォーマット

で記録された CD-R/RW ディスク、JPEG などの静止画像が記録された DVD-R/RW、CD-R/RW ディスクなど、様々なディ

スクメディア、フォーマットの再生も可能です。 

さらに USB 端子やメモリカードスロットを搭載しているので、デジタルカメラや携帯電話で撮影した静止画像をスライドショ

ー形式での鑑賞や、MP3 などで記録された音声フォーマットを再生することも可能。外出先や車内、寝室やプライベート空

間など、いつでもどこでも好きな場所でテレビや DVD ビデオを楽しむことができます。 

 

■ 『CPDP-T1000』の主な特長 

1． デジタル画面出力による高画質な地デジ（フルセグ/ワンセグ）の視聴が可能 

大迫力の 10 インチ WSVGA (Wide Super-VGA) LED 液晶ディスプレイを採用。1024×600 の高画素ディスプレイにデジ

タル映像出力を実現したことにより細かい文字もくっきりと映るので、より高画質な映像をお楽しみいただけます。 

 

2． 地デジ（フルセグ）とワンセグを自動的に切り換える “スマートシフト機能”を搭載 

地上デジタル（フルセグ）放送を受信しづらい電波環境では、音声と映像を途切らす事なくワンセグ放送への切換を 

スムーズに行うため、ストレスなくテレビ視聴が楽しめます。 

 

3． 業界初の明るさセンサーを搭載 

視聴環境に応じて 「明るさセンサー」 が自動感知。画面の明るさを自動調節します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4． 車載用キットを標準装備 

フルフラットに折りたたみ、付属の専用車載用バッグと、シガーソケットアダプタを活用することで、長時間のドライブでも後

部座席の方を飽きさせません。 

液晶画面が 180 度回転するので、限られたスペースでの設置、寝室やプライベート空間、キッチンや子供部屋など、視

聴環境に合わせたお好みのスタイルで映像を楽しめます。 

明るさセンサー 

暗明

画面の明るさを自動で調節 



 

CPRM 対応ディスクの再生も可能 

デジタル放送を録画した CPRM 対応ディスクの再生も可能。レコーダーで録画したテレビ番組を、移動中や旅先でご覧い

ただくことができます。 

 

使い方の広がる AV 入出力に対応 

付属の AV ケーブルでテレビと接続するだけで据え置きの DVD プレーヤーとしても使える、AV 出力機能を搭載。また、外

部機器のモニターとして使える AV 入力機能も搭載しているので、ゲーム機やビデオカメラなどからの映像を、より大きな画

面でお楽しみいただけます。 

 

■ 主な仕様 

商品名 
地デジ対応 10 インチポータブル DVD プレーヤー 

Wizz CPDP-Ｔ1000 

パネルサイズ 10 インチワイド 

液晶解像度 1024×600 ピクセル 

受信チャンネル 
地上デジタル放送（フルセグ/ワンセグ放送対応※1,※4） 

（VHF1～12ch，UHF13～62ch） （CATV C13～C63ch※9） 

映像信号方式 NTSC / PAL / 自動  

アンチショック機能 ○ 

再生可能ディスク 

※3,※5 

DVD-Video ○ 

DVD-R / DVD-RW ○（VR モード/CPRM 対応） 

DVD+R / DVD+RW ○ 

音楽 CD/ CD-R / CD-RW ○ 

再生可能データ※5 MP3/JPEG ファイル 

アンテナ入力 1 系統（外部アンテナ接続用） 

AV 小型出力 1 系統 

AV 小型入力 1 系統 

ヘッドホン出力 1 系統 

USB 端子※6 1 スロット 

SD カードスロット 1 スロット（SD/MMC/MS） 

電源定格 
DC9V 

AC 100V 50/60Hz 

消費電力 8.4W （最大） 

バッテリー リチウムイオン 

連続再生時間 約 3 時間※2 

カーアダプター※7,※8 DC12V 

外形寸法 （縦×横×高さ） 約 200 × 270 × 30mm 

本体質量 約 1.15kg （バッテリー含む） 



付属品 

・AC 電源アダプタ  ・AV ケーブル 

・地上デジタル用ロッドアンテナ 

・室内アンテナ変換ケーブル 

・地上デジタル用 mini B-CAS カード 

・リモコン  ・単四電池 2 本 （試供品） 

・車載用バッグ  ・シガーソケットアダプタ 

・イヤホン  ・取扱説明書/保証書（1 年） 

 

■ 販売網 

  販売代理店、全国の家電量販店を通じて販売を行います。 

 

 

※1 地上デジタル放送の視聴には、付属の地上デジタル放送用アンテナケーブルの接続、および地上デジタル専用 mini B-CAS カードの本体挿入が必要です。 

※2 使用する環境やバッテリーの状態により、再生時間は短くなる場合があります。 

※3 DVD±R、DVD±RW、DVD±R DL、CD-R、CD-RW で記録されたディスクには、傷や汚れ、また記録状態・記録条件が原因で再生できないものがあります。 

パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。DVD に記録された映像を本機で再生するにはファイナライズ処理が必要です。 

※4 データ放送、緊急放送警報放送の受信には対応していません。 

※5 記録媒体の製造メーカや画像の記録方式,記録状態によっては、再生できない場合があります。 

※6 デジタルカメラ、USB ハブ、USB ハードディスクは接続できません。また、USB 端子、メモリカードスロットへの書き出しはできません。 

※7 車種によっては、構造上取り付けできない場合や、取り付けが出来ても安全のため適切でない場合があります。 

※8 12V 車専用です。24V 車での使用はできません。 

※9 トランスモジュレーション方式や同一周波数パススルー方式の CATV には対応していません。 

    CATV の方式についてはご加入の CATV 会社にお問い合わせ下さい。 

※2012 年 10 月時点のポータブル DVD プレーヤー市場における機能（当社調べ） 

 

●地上アナログ・BS デジタル・110 度 CS デジタル放送は受信することができません。 

●放送エリア内でも、地形や構造物など周囲の環境、外部アンテナの場所や向き、電波状況によっては受信できないことがあります。 

●地上デジタル放送やワンセグの放送エリアなどの最新情報について詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ（http://www.dpa.or.jp/）をご覧下さい。  

●DVD 再生と USB 端子、メモリカードスロットは、それぞれ排他使用です。 

●Blu-ray Disc、HD DVD、DVD オーディオ、DVD-RAM などのディスクには対応していません。 

●AVCHD 方式や AVCREC 方式、HD Rec 方式で記録されたディスクには対応していません。 

●ファイナライズされていないディスクには対応していません。 

●CPRM（Content Protection for Recordable Media）とは、「1 回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。 

●本機の再生リージョンコードは「2」です。DVD ディスクにリージョン番号が表記されている場合、その番号に「2」が含まれていない場合は再生できません。 

●直接日光が当たる場所や暖房器具の近く、夏季の閉め切った自動車内など、温度が非常に高い場所には放置しないでください。 

●運転者が走行中にテレビ観賞することは道路交通法で禁じられています。 

●運転に支障をきたす場所や同乗者に危険を及ぼす場所への取り付けは絶対に行わないでください。交通事故やけがの原因となります。 

●防水仕様ではありません。浴室などでは使わないでください。 

●シーン写真はイメージです。ディスプレイ表示はハメコミ画像（イメージ）を使用しています。実際の表示とは異なります。 

●著作権物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。 

●SD、microSD、SDHC、microSDHC、SDXC ロゴは SD-3C,LLC の商標です。 

●記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。 

●製品の仕様やデザインは改善のため、予告なく変更する場合があります。 

************************************************************************************************ 


