
大量の情報を、安全に持ち運ぶ。

■仕様一覧 ■オプション ※オプション品は本体に同梱されています。

■電波法・通信法

品名

価格

JANコード

表示方式

画面サイズ

表示画素数（解像度）

表示色

表示切替速度

インターフェース

データ格納
(同梱2GB microSDTMカード使用時）

セキュリティ

最大電池持続時間

本体寸法

質量

動作環境

装置寿命

対応フォーマット

同梱ソフトウエア（PC用）※５

※4 同梱プリンタドライバにより印刷可能なドキュメントを独自フォーマットへ変換

ＳＶ-100Ｂ

オープン価格

4977766667425

反射型電子ペーパーディスプレイ（電気泳動方式）

202.8mm×139.4mm

1,200×825（約150dpi）

4階調グレースケール　

1秒以下※1

microSDTMカードスロット、USB2.0 High-Speed、Bluetooth® 2.0+EDR

10,000ページ分※2

128Bit AES（Advanced Encryption Standard）、暗証番号ロック機能

約83時間(5,000ページ表示）

約237（W）×247（D）×15.5（H）mm（ただし、突起部を除く）

約600g(microSD
TM
カード、専用充電式リチウムイオン電池を含む）

温度 5℃-35℃　湿度 20%-80%(結露なきこと）

37万ページ表示または5年間

独自フォーマット※４

プリンタドライバ、SV-Manager Ver.1.0

2 .  4FH1
（1）「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。
（2）「FH」:変調方式をあらわす。本機は、FH-SS方式を使用しています。
（3）「1」:移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離をあらわす。
     本機の与干渉距離は、10mです。
（4）「　　　  　」:全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

本装置は2.4GHz帯を使用しています。
変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、
与干渉距離は10mです。本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業･科学･医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識

別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにBluetoothでの本機の使用を停止してください。
3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが
起きたときは、弊社のコールセンターへお問い合わせください。

･Bluetooth®はBluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業（株）はライセンスに基づき使用しています。
･Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
･microSDTM、microSDHCTMはSDアソシエーションの商標です。
･その他記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
･このカタログに記載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。また、製品改良のため、一部を予告なく変更することがありますのでご了承く
ださい。ブラザーのホームページ

http://www.brother.co.jp/

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問合わせ先

ブラザーソリューションセンター 〈サポート情報〉

http://solutions.brother.co.jp/

0120-355-863
ブラザーコールセンター（フリーダイヤル）

［電子ペーパーSV-100Bカタログ・SPコード:MD7CV002C］

2009年12月現在

専用充電式リチウムイオン電池
BATTERY SV-100
JANコード4977766670906

オープン価格

SOFT CASE
JANコード4977766670913

オープン価格

ADAPTER AD-S50
JANコード4977766670920

オープン価格

USB CABLE WHAYU
JANコード4977766670937

オープン価格

MICRO-SD PACK
JANコード4977766670944

オープン価格

ソフトケース

専用充電用ACアダプタ USBケーブル

microSDTMカード（2GB）Windows® XP Home/Professional 32bit SP2-SP3 （日本語）、
Vista® Home Premium/Home Basic/ Business/Ultimate 32bit SP1（日本語）

専用充電式リチウムイオン電池（同梱）
専用充電用ACアダプタ（同梱）
USBバスパワー（５V±５％）

同梱ソフトウェア対応OS

専用充電式リチウムイオン電池、2GB microSDTMカード、専用充電用ACアダプタ、USBケーブル、
ソフトケース、CD-ROM（クイックスタートガイド、取扱説明書、同梱ソフトウェアを含む）、
クイックスタートガイド（保証書を含む）

同梱品

電源

●本製品で使用可能なメモリーカード
microSDTMメモリーカード
microSDHCTMメモリーカード※6
※6 ただし、SDHCのスピードクラスには対応しておりません。

※1 室内温度23℃時測定値

※3 コンテンツ表示切替間隔を1分とした場合の試験値
※２ 印字面積率5％(A4サイズ)で、1ファイルは10ページ、1フォルダあたり10個のファイルを保存した場合の試験値

※５ 最新ソフトウェアは、弊社Webページにて公開しております。

※オプション品はブラザー純正品のご使用をお勧めします。
※USBケーブルはUSB-IFの認証を受けたものをご使用ください。

※ 画面ははめ込みイメージです

※1
※3

オンラインユーザー登録　電子ペーパーに関する情報などをいち早くメールでお知らせ

https://myportal.brother.jp/
製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のドライバーやファームウェア情報、また各種サポートやキャンペーン情報など、いち早くお知らせします。
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※1

※1 印字面積率5％(A4サイズ)で、1ファイルは10ページ、1フォルダあたり10個のファイルを保存した場合の試験値

※ 画面ははめ込みイメージです

Ａ４　10,０００　の
情報を使いこなす約600グラム。

たくさんの情報を手軽に、安全に持ち運びたい。

情報を素早く呼び出し、大きな画面で閲覧したい。

パワフルさとコンパクトさを兼ね備えた  

　電子ペーパー端末 

ブラザー ドキュメント ビューワは、

そんなニーズにお応えします。

ブラザー ドキュメント ビューワ

こんなシーンで活躍します。

大量の情報を整理して保存可能。見たい情報をすぐに表示でき
ます。迅速な解決が求められるメンテナンスの現場で威力を発
揮します。

Bluetooth®機能搭載の携帯電話/PDAのデータを、無線通信で
ビューワの大画面に表示することができます。大きく見えることで、
作業性がアップします。

分厚いサービスマニュアルの代用に。携帯電話/PDAのデータを大きく表示。

作業効率の向上 情報漏洩を
シャットアウト

コストと
電力負荷を
低減

2 31
● ９．７インチの大画面
● 電源ＯＮから5秒　のスピード起動
● 5,０００ページ連続表示可能
    な電池持続力

※2
※3

※2
※4

● データを暗号化して保存
● 暗証番号による
　 ロック機能搭載

● 紙出力にかかっていた
　プリンタトナー、電力をカット
● 紙消費量を削減

●製品写真は、本体単体の外観がわかるように同梱ソフトケースをはずした状態で撮影しています。実際にご使用になる場合は、製品保護のためソフトケースを装着することをお勧めします。

※5

※2 室内温度23℃時測定値　※3 バッテリ残量なしからの充電後もしくは本体からバッテリを脱着後1回目の電源立ち上げ時を除く　※4 コンテンツ表示切替間隔を1分とした場合の試験値

※5 Bluetooth®転送するためには別途モバイル機器側の対応が必要です。弊社コールセンターへお問い合わせください。

表示を切り替える時だけ電力
を消費するので、約83時間連
続使用(5,000ページ表示）　
が可能に。電源を気にせず使用
できます。

電源ONから使用可能になる
までの待ち時間が5秒以内　
と短く、見たい時にすぐ見るこ
とができます。

150dpi高精細モノクロ4階
調の高コントラストディスプ
レイで、読みやすく滑らかな
文字を実現。紙のような見や
すさで長時間使用しても目
が疲れにくいです。表示切替
も1秒以下　と快適です。

商品特長

本体サイズ、薄さ、バッテリ
ーの持続性にこだわること
で、持ち運びに最適な携帯
性を実現しました。

暗証番号ロック機能で使用
者を制限できます。また保
存したデータは暗号化され
るため、microSDTMカードを
紛失した場合でも情報流出
を防ぐことができます。

A4サイズ10,000枚分
のデータを2GBのmicro
SDTMカードに保存可能です。

完全反射型ディスプレイな
ので、直射日光下でも閲覧
ができ、屋内外を問わず高
い視認性を確保できます。

紙の冊子の場合、更新の度
に大量の紙と電力が消費さ
れますが、ビューワならデー
タの書き換えに必要な最小
限の消費電力で済み、CO2
排出量を抑えることができ
ます。

紙へ印刷するのと同じ方法
でデータをビューワに保存/
表示できるので、紙のよう
な手軽感を実現しています。
またドキュメントの整理/管
理は同梱のSV-Manager
で簡単に行えます。

※6

※6 印字面積率5％(A4サイズ)で、1ファイルは10ページ、1フォルダあたり10個のファイルを保存した場合の試験値　※7 室内温度23℃時測定値　※8 バッテリ残量なしからの充電後もしくは本体からバッテリを脱着後
1回目の電源立ち上げ時を除く　※9 コンテンツ表示切替間隔を1分とした場合の試験値

※7
※8

※7
※9

※7

■抜群の携帯性 ■使用環境を
　問わない見やすさ

■大量文書保存

■高セキュリティ ■環境に配慮

■優れた操作性

■読みやすい画質

■長時間使用可能

■高速起動
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SOFT CASE
JANコード4977766670913

オープン価格

ADAPTER AD-S50
JANコード4977766670920

オープン価格

USB CABLE WHAYU
JANコード4977766670937

オープン価格

MICRO-SD PACK
JANコード4977766670944

オープン価格

ソフトケース

専用充電用ACアダプタ USBケーブル

microSDTMカード（2GB）Windows® XP Home/Professional 32bit SP2-SP3 （日本語）、
Vista® Home Premium/Home Basic/ Business/Ultimate 32bit SP1（日本語）

専用充電式リチウムイオン電池（同梱）
専用充電用ACアダプタ（同梱）
USBバスパワー（５V±５％）

同梱ソフトウェア対応OS

専用充電式リチウムイオン電池、2GB microSDTMカード、専用充電用ACアダプタ、USBケーブル、
ソフトケース、CD-ROM（クイックスタートガイド、取扱説明書、同梱ソフトウェアを含む）、
クイックスタートガイド（保証書を含む）

同梱品

電源

●本製品で使用可能なメモリーカード
microSDTMメモリーカード
microSDHCTMメモリーカード※6
※6 ただし、SDHCのスピードクラスには対応しておりません。

※1 室内温度23℃時測定値

※3 コンテンツ表示切替間隔を1分とした場合の試験値
※２ 印字面積率5％(A4サイズ)で、1ファイルは10ページ、1フォルダあたり10個のファイルを保存した場合の試験値

※５ 最新ソフトウェアは、弊社Webページにて公開しております。

※オプション品はブラザー純正品のご使用をお勧めします。
※USBケーブルはUSB-IFの認証を受けたものをご使用ください。

※ 画面ははめ込みイメージです

※1
※3

オンラインユーザー登録　電子ペーパーに関する情報などをいち早くメールでお知らせ

https://myportal.brother.co.jp/
製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のドライバーやファームウェア情報、また各種サポートやキャンペーン情報など、いち早くお知らせします。




