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株式会社エンティス、美肌効果をはじめとする自動画像処理機能を搭載した 

高解像度 8 インチ液晶搭載の多機能デジタルフォトフレーム 

「EN-DPF800」を発売 
 

高級スピーカーの木目調を再現した 

赤（レッドウッド）黒（ブラックウッド）2 モデルを全国で発売開始 

 

 

最新のデジタル AV コンテンツ配信ソリューションとコンポーネントを提供する株式会社エンティス（本社：東京都中央区・

代表取締役：花田友章、URL:http://www.entis.co.jp/）は、同社独自のデジタルフォトフレームシリーズの第二弾として、

高解像度 8インチ液晶を搭載し、美肌効果をはじめとする自動画像処理機能を搭載した多機能デジタルフォトフレーム

「EN-DPF800（RW/BM）」を、全国の主要パソコン専門店、家電量販店、小売店、インターネットショッピングサイトおよ

び同社オンラインショップにて、2009 年 11 月上旬より順次販売することを発表いたします。価格はいずれもオープンプライ

ス（直販価格は 12,800 円（税込））です。 

 

 
EN-DPF800 画像 

 
[EN-DPF800 フレーム拡大見本] 
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「EN-DPF800」は、自動画像処理機能を搭載した多機能デジタルフォトフレームです。肌色部分を自動的に抽出し顔

のしわやしみを目立たないように表示する美肌効果や画像の顔部分を自動的に抽出してズームアップなどの効果を適

用するフェイストラッキングなどの自動画像処理機能も搭載し、人物写真をより魅力的に表示します。8 インチ（800x600

ピクセル）カラー液晶ディスプレイはグレアパネルを採用し、鮮明で細部までクリアな写真を表示します。2GB のフラッシュメ

モリを内蔵するほか、メモリーカードや USB メモリに保存した多くの画像を直接再生することができます。動画や音楽の再

生にも対応し、時計やカレンダーの表示も可能です。カラーバリエーションは高級スピーカーの木目調をイメージさせる漆

塗りを重ねたような厚みを感じさせるつややかさを備えたレッドウッドとブラックウッドの 2 色を用意しました。横置きと縦置き

にも対応し、落ち着いた部屋やオフィス、店舗などでもインテリアのひとつとしてマッチします。 

 

 

＜EN-DPF800 の特長＞ 

 

人物写真をより魅力的に表示する自動画像処理機能 

マルチメディアテクノロジー分野で世界的に評価の高い ArcSoft の自動画像処理機能を搭載しています。肌色部分を

自動的に抽出し顔のしわやしみを目立たないように表示する美肌効果、画像の顔部分を自動的に抽出してズームアッ

プなどの効果を適用するフェイストラッキング※、逆光で暗くなってしまった写真やコントラストが弱い暗い写真などを自動

的に補正するダイナミックライティングの 3 つの効果により、人物写真をより魅力的に表示します。 

※表情や環境によっては顔が正しく認識されない場合があります 

 

高解像度の液晶ディスプレイを搭載 

グレアパネルを採用した 8 インチ液晶を搭載し、仕事机の上など個人用にはもちろん、居間やリビングなどに置いて家族

みんなが様々な場所から見ても十分な画面サイズを確保しています。また横置き縦置きを自動認識して画像を回転さ

せて表示する機能も搭載しており※、思い出の写真も、好きな動画も、くっきりとした美しい表示でご覧いただけます。 

※メニューや音楽再生、ムービー再生時の画面は横向きのままです 

 

離れたところからでも簡単操作のリモコン標準装備 

付属のリモコンで簡単操作。よく使う機能などがワンボタンで実行でき、快適な操作を実現します。ちょっと離れた場所か

ら映像や音楽を楽しむ時にも便利です。 

 

メモリーカードや USB メモリから直接再生 

本体には 2GB のフラッシュメモリとともにカードスロットと USB ポートを搭載しており、SD カード、MMC（マルチメディアカー

ド）、MS（メモリースティック）※1、USBメモリ※2など、さまざまな外部メディアからデータを読み込むことが可能となっていま

す。お持ちのデジタルカメラや携帯電話で使用しているメモリーカードを挿入するだけで、簡単に画像を表示することが出

来ます。 

※1 各小型カードはアダプタを使うことでご利用頂けます 

※2 USB メモリの形状によっては直接ポートに挿せない場合があります 

 

 

動画や音楽の再生にも対応 

本体にはスピーカーも内蔵しており、動画や音楽の再生にも対応。写真をスライドショー表示しながらの音楽再生も楽し

めます。また時計やカレンダーもスライドショーと同時に表示することもでき、アラーム設定も可能です。 

 

パソコンと USB 接続してカードリーダーとしても利用可能 

本体には mini USB 接続コネクタを搭載しており、付属の USB ケーブルで Windows パソコンと接続することで、本体の内

蔵メモリやメモリーカードスロットに挿入されているメモリーカードに保存されている各ファイルを削除したり、パソコンから直

接コピーしたりすることができます。本体のボタン操作よりも多くのファイルを一括で処理する際に便利です。 

 

レッドウッドとブラックウッドのカラーバリエーション 

高級スピーカーの木目調をイメージさせる漆塗りを重ねたような厚みを感じさせるつややかさを備えたレッドウッドとブラック

ウッドの 2 色を用意しており、落ち着きのある色調はフローリングの部屋やオフィス、店舗、また和室にも合わせて頂けます。
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好みやインテリアに合わせてお選び頂けるとともに、贈り物などにも最適です。 

 

 
[EN-DPF800 製品写真] 

 

 

【今後の展開】 

エンティスでは、デジタル機器やコンテンツ配信市場の豊富な経験、ノウハウを活かし、コンテンツ再生デバイスとしてのデ

ジタルフォトフレーム市場において積極的に製品投入を図ってまいります。 

 

                 について 

株式会社エンティスは、ネットワーク回線の高速化に伴う映像のネットワーク配信の増大や薄型大画面 TV、地上波デ

ジタル放送の普及による急速な画像の高画質化に対して、デジタル機器やコンテンツ配信市場の豊富な経験、ノウハ

ウとビジネスネットワークを活かし、理想の映像配信ソリューションや機器の設計開発をして参りました。今後もさまざまな

環境に対応し、それぞれのメリットを最大限に生かせる機器とソフトウェア、ネットワークの企画、開発、販売に注力し、ビ

ジネス向け、またはコンシューマ向けに最適なソリューションの提供を行って参ります。 

 

※本文書で述べられた製品および社名はそれぞれの所有者の商標または登録商標です。 

 

本リリースに関するお問い合わせは 

株式会社エンティス 03-5847-1313（代） 

press@entis.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pr@entis.co.jp�
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【参考資料】 

 

＜EN-DPF800 の一般仕様＞ 

機能 項目 仕様 

フォトフレーム（画像再生） 

対応ファイル形式  JPEG 

最大解像度  8,000 x 8,000 pixel 

機能   スライドショー効果 / カレンダー表示機能 / 時計表示機能 

スライドショー切替時間 3 段階 

スライドショーパターン 6 種類 

自動画像処理  3 種類（ダイナミックライティング、美顔効果、フェイストラッキング） 

回転   オリジナル / 90 度 / 180 度 / 270 度 

動画再生 

対応ファイル形式  MotionJPEG （解像度 640x480 pixel、フレームレート 30fps） 

   MPEG-1/2/4（最大解像度 720x576 pixel、最大ビットレート 4Mbps） 

音楽再生 

対応圧縮形式  MP3（ビットレート 32kbps～320kbps)  

収録可能曲  内蔵約 480 曲（ビットレート 128kbps、1 曲約 4 分として） 

ID3 タグ   対応 

カレンダー 

表示モード  カレンダー／時計 

時間表示  24 時間表示 

アラーム 

繰り返し設定  オフ/毎日/1 回のみ 

スヌーズ時間  オフ/3 分/5 分/10 分 

音量   15 段階 

本体寸法 

 (W) X (H) X (D) mm  約 218 x 178 x 14（最厚部 31）mm 

重量 

本体   約 580g  

ディスプレイ 

タイプ   TFT LCD 

サイズ   8 インチ 

解像度   800×600 

色数   26 万 2 千色 

輝度   200 cd/㎡ （最大） 

コントラスト比  500：1 

LCD バックライト寿命 約 20,000 時間 

メモリ 

タイプ   NAND フラッシュメモリ 

容量   2GB 

USB 

インターフェイス  mini USB 接続コネクタ 

外部メディア 

スロット   カードスロット、USB ポート 

対応メディア  SD カード / SDHC / MMC / メモリースティック / メモリースティック PRO 

   ※各小型カードはアダプタを使うことでご利用頂けます 

   各種 USB メモリ 

※USB メモリの形状によっては直接ポートに挿せない場合があります 

対応 OS  
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Windows   Windows Vista / XP / 2000 

オーディオ 

周波数特性  20Hz～20kHz 

内蔵スピーカー  One ユニットスピーカー 

 外部スピーカー出力  ミニ端子（16Ω、1W） 

リモコン 

波長赤外線   940±50nm 

到達可能距離  約 3m（直線上、遮蔽物なし） 

電池   CR2025 3V 

電源 

AC アダプタ  100～240V 対応  

内容物 

 デジタルフォトフレーム本体 

 AC アダプタ 

 リモコン（電池付属） 

 USB ケーブル（USB A 端子 – USB ミニ A 端子、1.2m） 

 クリーニングクロス 

 取扱説明書兼保証書 


