
NMP-NX1

ベッドルーム プロジェクター
取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になる
ことがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあ
とは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

主な特長・機能
• インテリアに馴染むコンパクト設計
• フレキシブルアームによる簡単天井投影（天井以外へも可能）
• 夜間投影に最適化された明るさ
• 取り付けクリップによる簡単取り付け、しっかり保持
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0904-620-00701A 製品全般についてのご注意
使いかたを誤ると、発熱・発火・破裂によりやけどや大けが・失
明の原因になります。 
また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

ショート（短絡）させない
本体および、各ポートにピンなどの金属を差し込まない。

指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。
AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

分解や改造をしない

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡らしたり、
濡れたまま充電したり、使用しない
濡れたときは使用しないでください。

火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、
高温の場所で使用、保管しない

また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使用し
ない

本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏
みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない

電源プラグ、USBケーブルは根元まで確実に差し込む

濡れた手で本製品にさわらない

電源プラグを破損させない

必ず指定された電源（AC100V ～ 240V）で使用する

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場
所に立ち入る場合は、使用しない

使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損など
の異常がみられた場合は次の作業を行う
• ケーブルを接続機器から抜く。
• 接続機器および本体の電源を切る。
• 使用を中止する。

投影口をのぞかない
本機の投影光が目に入ると悪影響を与えることがあります。
光源がどのような明るさのときも、投影口をのぞかないでく
ださい。

画面を見るときは十分な距離をとる
画面の対角線の長さの1.5倍以上の距離を保って画面をご覧に
なることをお勧めします。

USBケーブルの上に重い物を乗せない
火災・やけど・感電の原因になる可能性があります。

周囲の温度が0℃～ 35℃の範囲内で使用する

使用中の本体に長時間ふれない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因
となります。
また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低
温やけどになる可能性があります。

使用後や使用しないときはケーブルを本体から抜き、電源プ
ラグをコンセントから抜く

不安定な場所にフレキシブルアームを設置しない

異常や不具合と思われたときは電源プラグをコンセントから
抜く

本体のポート、コネクター、通気口およびコンセントと電源プ
ラグの間にほこりがたまっていないか、定期的に点検する

接続端子の接続方向を確認して接続する

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない

湿度の高い場所やたばこの煙がある場所で使用、保管しない

ほこりや砂の多い場所で使用、保管しない
本体底面の通気口からほこりや砂が侵入して故障の原因にな
ります。

通気口を手などでふさがない
本体の温度が高くなり、故障ややけどの原因となります。

通気口から異物を入れない

通気口や端子、本体の溝にツメを入れない

安全のために
Nextorage製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、
間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性が
あるため危険です。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る
本文の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない
動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐに「修理相談窓口」へお問い合わ
せください。

万一、異常が起きたら

• 煙が出たら
• 変なにおいがしたら
• 内部に水などが入ったら
• 内部に異物が入ったら
• 本製品を落としたり、破損した
ときは

  お使いの機器、本体よりケーブ
ルを抜き、電源を切る

 「修理相談窓口」へ問い合わせる

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、か
つその切迫の度合が高い内容です。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定さ
れる内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容
です。

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の
発生が想定される内容です。

注意を促す記号 行為を指示する記号 行為を禁止する記号

保証書とサービス
保証書について
• この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げ時のレシートまた
は明細書と一緒に、大切に保存してください。
• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときは
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子の悪いときは
「修理相談窓口」にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご
覧ください。

保証期間経過後の修理は
保証期間経過後の修理については「修理相談窓口」へお問い合わせください。

部品の保有期間について
当社では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部
品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事
情により、修理に代えて同等品との交換をする場合がありますのでご了承く
ださい。

使用上のご注意
取り扱いについて
落としたり、重いものを載せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。本機
の故障の原因となります。

設置位置について
•	本機の使用中に、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときは、
これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
•	本機をクレジットカードやその他のカードの近くに置かないでください。近くに置くと記録
されているデータが消える場合があります。
•	本機の動作温度は0℃～ 35℃です。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での使
用は故障の原因となります。
•	ほこりやたばこの煙が多い場所に、本機を置かないでください。ほこりやたばこのヤニが本
体内部の部品（投影口など）に付いて故障の原因となります。
•	異常に高温、低温、または多湿になる場所に置かないでください。炎天下や夏場の窓を閉め
切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。

接続機器について
•	投影するには、接続する機器の操作も必要です。接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧
ください。
•	携帯機器を本機に接続する前に、携帯機器にバッテリーパックを取り付けてください。バッ
テリーを取り付けていない携帯機器を接続すると、データが消失したり、携帯機器が故障する
可能性があります。
•	本製品との使用、不使用に関わらず、携帯機器のメモリーに保存したデータが突然無くなる事
例が報告されています。詳しくは携帯機器の取扱説明書をご覧ください。本製品との使用を
開始する前に、必ず携帯機器のメモリーに保存したデータのバックアップをとっておいてく
ださい。データが消失した場合、Nextorageはその責任を一切負いません。
•	Nextorageは本製品の使用から生じた以下の事項に対して一切責任を負いません。
	‒ 同梱品を本製品以外での使用で生じた問題
	‒ 本製品との使用によるコンピューターや携帯電話、その他の機器の問題
	‒ 本製品と特定の機器やソフトウエア、周辺機器との互換性の問題
	‒ インストールされているソフトウエアとの操作障害
	‒ データの消失、損害、損失、金銭的損害、第三者からの苦情
	‒ その他事故による損害、不可避の損害

•	不具合が生じた場合はすぐに使用を中止し、「修理相談窓口」にお問い合わせください。

クリーニングについて
投影口のレンズが汚れている場合は、めがね拭きなどの柔らかい布で拭いてください。

ファンの音について
本機の内部には温度上昇を防ぐためにファンが取り付けられており、電源を入れると多少の音
が生じます。これは、本機の構造によるもので、故障ではありません。しかし、異常音が発生し
た場合には「修理相談窓口」にご相談ください。

本機の発熱について
•	本機を使用中、本体やACアダプターが熱くなることがありますが、動作上問題はありません。
本体の温度上昇が著しい場合、安全のために強制的にシャットダウンすることがあります。こ
のような場合は、本体が冷えてから涼しい場所でお使いください。
•	本機やACアダプターが普段よりも異常に熱くなったときは故障が考えられます。すぐに電源
を切り、ACアダプターの電源コードを抜いて使用を中止し、「修理相談窓口」までご連絡くだ
さい。

商標について
•	HDMI、High-Definition	Multimedia	Interface、およびHDMIロゴ	は、米国およびその他の国
におけるHDMI	Licensing	Administrator,	Inc.	の商標または、登録商標です。
•	USB	Type-C®	およびUSB-C®はUSB	Implementers	Forum,	Inc.の商標です。
•	その他、本取扱説明書で使用されているシステム名や製品名は通常、それぞれの開発者や製造
各社の商標または登録商標です。ただし本紙のすべてのシステム名や製品名に商標記号や登
録商標記号（™、®）が記載されているわけではありません。

MSP Driver Library
License: BSD

Copyright	©	2013,	Texas	Instruments
All	rights	reserved.

Redistribution	and	use	in	source	and	binary	forms,	with	or	without	modification,	are	
permitted	provided	that	the	following	conditions	are	met:

*	Redistributions	of	source	code	must	retain	the	above	copyright	notice,	this	list	of
conditions	and	the	following	disclaimer.
*	Redistributions	in	binary	form	must	reproduce	the	above	copyright	notice,	this	list	
of	conditions	and	the	following	disclaimer	in	the	documentation	and/or	other	
materials	provided	with	the	distribution.
*	Neither	the	name	of	Texas	Instruments	nor	the	names	of	its	contributors	may	be	
used	to	endorse	or	promote	products	derived	from	this	software	without	specific	
prior	written	permission.

THIS	SOFTWARE	IS	PROVIDED	BY	THE	COPYRIGHT	HOLDERS	AND	CONTRIBUTORS	“AS	
IS”	AND	ANY	EXPRESS	OR	IMPLIED	WARRANTIES,	INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	THE	
IMPLIED	WARRANTIES	OF	MERCHANTABILITY	AND	FITNESS	FOR	A	PARTICULAR	
PURPOSE	ARE	DISCLAIMED.	IN	NO	EVENT	SHALL	THE	COPYRIGHT	HOLDER	OR	
CONTRIBUTORS	BE	LIABLE	FOR	ANY	DIRECT,	INDIRECT,	INCIDENTAL,	SPECIAL,	
EXEMPLARY,	OR	CONSEQUENTIAL	DAMAGES	(INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	
PROCUREMENT	OF	SUBSTITUTE	GOODS	OR	SERVICES;	LOSS	OF	USE,	DATA,	OR	PROFITS;	
OR	BUSINESS	INTERRUPTION)	HOWEVER	CAUSED	AND	ON	ANY	THEORY	OF	LIABILITY,	
WHETHER	IN	CONTRACT,	STRICT	LIABILITY,	OR	TORT	(INCLUDING	NEGLIGENCE	OR	
OTHERWISE)	ARISING	IN	ANY	WAY	OUT	OF	THE	USE	OF	THIS	SOFTWARE,	EVEN	IF	
ADVISED	OF	THE	POSSIBILITY	OF	SUCH	DAMAGE.



内容品を確認する
万一、不足している内容品がある場合は「修理相談窓口」にご相談ください。
•	プロジェクター	NMP-NX1（1）
•	フレキシブルアーム	（1）
•	ACアダプター	（1）
•	USB-C	ケーブル（USB	2.0準拠）3.0	m（1）
•	イーサネット対応	HIGH	SPEED	HDMI®	ケーブル	2.2	m（1）
•	結束クリップ（3）
•	印刷物	（一式）

なお、結束クリップは保証の対象となりません。

投影場所
投影場所(天井、壁)に合わせて、フレキシブルアームまたはプロジェクター本
体の角度を調整してください。

取付箇所
投影場所に合わせて、取付箇所を選んでください。
本機はフレキシブルアームを使い、任意の取り付け箇所に固定して使用する
よう設計されています。安全のため、フレキシブルアーム使用時は、次の条件
を満たす箇所に取り付けてください。
•	取り付けクリップで挟める板状の箇所（厚さが55	mm以内）
•	しっかりと固定され、ぐらつきが無い箇所
•	強度があり、プロジェクターとフレキシブルアームを支えられる箇所
•	質量が大きく、安定している箇所

取り付け例

投影距離と画面サイズ
投影画面サイズは、本体の投影口からの距離によって以下の図のように変わ
ります。

345 cm

230 cm

115 cm

120 型
（305 cm）

40 型
（102 cm）

80 型
（203 cm）

ヒント
•	画面サイズは、画面の対角線長のインチ表示の数字で表されます。（例えば120型の対角線長は
120インチで、約305	cmです。）
•	投影画像は、投影画面サイズの1.5倍以上の距離から鑑賞することをおすすめします。至近距
離での鑑賞により視力が低下する場合があります。

接続イメージ

HDMI IN

DC IN 9V USB OUT

(AUDIO OUT)

HDMI機器（別売）*

プロジェクター
本体

HDMIケーブル

ACアダプター

USB-C	ケーブル

外部スピーカー（別売）

イヤホン（別売）

外部機器（別売）

*	パソコン、DVD/BDプレイヤー、ゲーム機などHDMI接続に対応した機器

各部の名前

 

 



  



  (AUDIO OUT)端子（Φ3.5 mmステレオミニジャック）
本体に接続したHDMI機器の音声を出力します。ヘッドホンやスピーカー
を接続してください。
音量は、接続した機器で調整してください。
HDMI機器で音量調整できない場合は、接続したヘッドホンやスピーカー
で音量調整してください。

 DC IN 9Vポート
本体の電源に使用します。
USB-Cケーブルを接続してください。

 HDMIポート
画像などを投影させたいHDMI機器を接続してください。

 三脚ネジ穴
フレキシブルアームを取り付けてください。

 吸気口
本体内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。吸気口
をふさぐような覆いやカバーをしないでください。

 USB OUT LED
緑または赤に点灯/点滅して、本体の状態を表示します。

LED色 状態 動作
緑 点灯 USB	OUTポートから給電している。

赤 点滅 付属のACアダプター以外のアダプターが接続されて
いる/異常が発生している。

 （電源）LED
白または赤に点灯/点滅して、本体の状態を表示します。

LED色 状態 動作
白 点灯 電源がONになっている。

速い点滅 温度が高くなっている。

遅い点滅 スタンバイ状態になっている。

赤 点滅 異常が発生している。

 排気口
本体内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。排気口
をふさぐような覆いやカバーをしないでください。

 投影口

 FOCUSスライドキー
スライドさせて投影画像の焦点を合わせてください。

 USB OUTポート(電源供給のみ)
本体を経由して給電したい外部機器を接続してください。

 （電源）ボタン
ボタンの押し方により、本体の動作が変わります。

押し時間 動作
短押し（1秒未満） 電源がON/OFFになる。

ダブルクリック
（1秒未満）

電源ON時 投影画像が反転する。

長押し（1秒以上） 電源ON時
画質モード（スタンダードモード/ダイナミック
ピクチャーモード）が切り換わる。

ご注意
各操作後、約1秒経ってから次の操作をおこなってください。

本機のセットアップをおこなう
•	プロジェクター本体をフレキシブルアームに取り付けてお使いください。

本機はフレキシブルアームを使い、任意の取り付け箇所に固定して使用
するように設計されています。
•	付属のフレキシブルアーム、ACアダプターおよびケーブル以外を使用

して発生した機器の破損、ケガなどにつきましては責任を負いませんの
で、ご注意ください。

1. フレキシブルアームのネック部にある“角度固定つまみ”を回してロック
を解除する。
ネックが可動状態になります。

角度固定つまみ

2. ネック部に、プロジェクター本体を取り付ける。
ネック部の“固定ネジ”を三脚ネジ穴(本体底面)に当て、“固定ネジ”を回し
て本体を固定する。





固定ネジ

3. “角度固定つまみ”を回して、プロジェクター本体の角度を固定する。

角度固定つまみ
角度固定つまみ

4. フレキシブルアームを任意の箇所へ取り付け、“固定グリップ”を回して
固定する。



 固定グリップ

ご注意
•	取り付け箇所の詳細につきましては、「取付箇所」を参照してください。
•	固定できる板状の厚みは最大55	mmです。
•	取り付けクリップの固定用ラバー全面が取付面に密着するようにしてください。
•	角度調整する場合は、固定グリップの上側を持って調整してください。

固定用ラバー

55	mm

5. プロジェクター本体を電源に接続する。
ACアダプターと本体を、USB-Cケーブルで接続します。その後、ACア
ダプターをコンセントに接続します。





ACアダプター

USB-Cケーブル

DC	IN	9Vポート

6. HDMI機器とプロジェクター本体を、HDMIケーブルで接続する。

イーサネット対応HIGH	SPEED	HDMIケーブル
HDMIポート

HDMI機器

7. 結束クリップを使いケーブルを束ねる。

結束クリップ

ご注意
ケーブルが引っかかると、本機が転倒し、故障や怪我の原因となることがあります。

8. プロジェクター本体の （電源）ボタンを短く押して、電源をONにする。

（電源）ボタン

ご注意
•	投影中はUSB-Cケーブルを抜かないでください。本機の故障の原因となることがありま
す。
•	電源をONにしたあと、HDMI機器からの入力信号が無い場合、約3分でスタンバイモー
ドに入り投影を停止します。スタンバイモード中は、入力信号を検知するか (電源)ボタ
ンを短く押すと投影を再開します。

9. フレキシブルアームおよびプロジェクター本体(フレキシブルアームネッ
ク部)の角度を調整して、投影場所を定める。
“角度固定つまみ”を回して、プロジェクター本体(フレキシブルアーム
ネック部)の角度を調整してください。調整後は“角度固定つまみ”を回し
てロックしてください。

角度固定	
つまみ

ロック	
解除

ロック

角度固定	
つまみ

10. HDMI機器の電源をONにする。
音量は、接続したHDMI機器で調整してください。
HDMI機器の操作についての詳細は、機器に付属の取扱説明書を参照して
ください。

ヒント
•	本体には自動台形補正機能が備わっており、縦方向の画面の歪みが自動的に補正されま
す（±約40°まで補正可能）。本体を上下逆さまにしても補正されます。
•	アップル製の機器を接続するときは、アップル	Digital	AVアダプター（別売）を使用して
ください。
•	HDMI機器からの入力信号が無い場合、約30秒でスタンバイモードに入り投影を停止し
ます。スタンバイモード中は、入力信号を検知するか (電源)ボタンを短く押すと投影を
再開します。

11. FOCUSスライドキーで投影面の焦点を合わせる。

FOCUSスライドキー

画質モードを変更する
画質をダイナミックピクチャーモードに切り換えます。ダイナミックピク
チャーモードでは画像の明るさが増します。

1. 本体の電源が入っているときに、（電源）ボタンを長押し（1秒以上）する。
（電源）ボタンを長押しするたびに、画質のモード(スタンダードモード/
ダイナミックピクチャーモード)が切り換わります。

（電源）ボタン

ダイナミックピクチャーモード選択時は、HDMI機器からの入力信号が
無いときに、 が表示されます。

投影画像を反転する
1. 本体の電源が入っているときに、（電源）ボタンをダブルクリックする 

（1秒未満）。
（電源）ボタンをダブルクリックするたびに、投影画像が反転します。

（電源）ボタン

本体から外部機器に電源を供給する
1. 電源を供給したい外部機器と本体を、USBケーブル(別売)で接続する。
USB	OUT	LED（緑）が点灯します。

USB	OUT	LED

USB	OUTポート

外部機器

USBケーブル(別売)

ヒント
投影中でも、外部機器への給電をおこないます。

ご注意
•	本体が電源に接続されている場合のみ、USB	OUTポートから給電することができます。
•	USB	OUTポートは出力専用です。USB	OUTポートをパソコンのUSBポートなど、電源供給可
能なUSBポートに接続しないでください。接続すると故障する恐れがあります。

故障かな？と思ったら
USB OUT LEDが点灯しない

使用環境が動作温度範囲外である
	q 動作温度範囲内で使用する。

DC IN 9Vポートの接触がわるい
	q DC	IN	9Vポートの汚れを取り除く。

USB OUT LED（赤）が点滅する。
本体の温度が高い
	q 使用を中止し、温度が下がるのを待ってから使用する。

電源が入らない
使用環境が動作温度範囲外である
	q 動作温度範囲内で使用する。

本体の異常
	q 電源を切り、再度電源を入れる。	
電源を入れ直しても回復しない場合は使用を中止し、「修理相談窓口」またはお買い
上げ店までお問い合わせください。

使用中に電源が切れる
本体の温度が高い
	q 使用を中止し、温度が下がるのを待ってから使用する。

画像が投影されない
ケーブル、アダプターが正しく接続されていない
	q ケーブル、アダプターを本体から取りはずし、再度接続する。

接続したHDMI機器や接続が正しくない
	q お使いの機器の仕様を確認する、またはお使いの機器の製造メーカーやお買い上げ
店にお問い合わせください。

音声が出ない
接続したHDMI機器の音が小さい
	q 接続した機器の音量を調整する。	
HDMI機器で音量調整できない場合は、接続したヘッドホンやスピーカーで音量調
整してください。

ケーブル、アダプターが正しく接続されていない
	q ケーブル、アダプターを本体から取りはずし、再度接続する。

投影された画面が台形に歪む
縦方向の歪みが大きすぎるか、横方向に歪んでいる
	q 歪みが無くなるようにフレキシブルアーム、または本体の角度を調整する。

投影された画像がはっきりしない
焦点が合っていない
	q FOCUSスライドキーをスライドさせて焦点を調整する。

焦点が合わない画面サイズになっている
	q 画面サイズが30型～ 120型になる位置に本体を設置してから、焦点を調整する。

給電できない、外部機器のバッテリー容量が減る、またはUSB OUT LEDが点灯しない
充電用USBケーブルのつなぎかたが正しくない
	q 充電用USBケーブルを正しくつなぐ。

使用環境が動作温度範囲外である
	q 動作温度範囲内で使用する。

給電先の外部機器が充電できる状態になっていない
	q 給電先の機器が充電の表示になっているか確認する。
	q 給電先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

外部機器が専用充電器、または専用ケーブルのみで充電する仕様となっている
	q 専用充電器または専用ケーブルで充電する。

USB OUT LED（赤）が点滅する、またはUSB OUT LED（赤）と （電源）LED（白）が同
時に点滅する

外部機器との接続方法が正しくない、または接続した機器やケーブルの仕様が適合し
ていないか故障している
	q 外部機器およびケーブルを正しくつなぐ、または接続した機器の製造メーカーやお
買い上げ店にお問い合わせください。

USB OUTポートの出力値の上限を超えている
	q 接続した外部機器の入力仕様が本体の出力上限以内であるか確認する。

本体の異常
	q 電源を切り、再度電源を入れる。	
電源を入れ直しても回復しない場合は使用を中止し、「修理相談窓口」またはお買い
上げ店までお問い合わせください。

USBケーブルが接続できない
コネクター部分の形状が異なる充電用USBケーブルを使用している
	q 正しい形状の充電用USBケーブルを接続する。

USBケーブルの接続のしかたが正しくない
	q USBケーブルを正しく接続する。

USBポートに異物が詰まっている
	q USBポートに詰まっている異物を取り除く。

お使いの機器を接続できない
お使いの機器がHDMI接続に対応していない
	q お使いの機器の仕様を確認する、またはお使いの機器の製造メーカーやお買い上げ
店にお問い合わせください。

内部ファンから異常音がする
本体の異常
	q 使用を中止し、「修理相談窓口」またはお買い上げ店までお問い合わせください。

本体が反応しない
本体の異常
	q USB-Cケーブルを抜き、再接続する。その後、（電源）ボタンを短く押して電源を
ONにする。正常時にはこの操作はおこなわないでください。

「故障かな？と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合は、
「修理相談窓口」またはお買い上げ店までお問い合わせください。

主な仕様
プロジェクター部
外形寸法：	 約83.0	mm	×	17.2	mm	×	95.0	mm	（幅×厚さ×高さ）

（最大突起物を除く）
質量：	 	約155	g
動作温度：	 	0°C	～	35°C
出力解像度：	 854	×	480
音声出力：	 	(AUDIO	OUT)端子（Ф3.5ステレオミニジャック）
HDMI入力：	 HDMI	1.4b	（HDCP1.4）
投影画面サイズ：	 30～ 120型（インチ）
輝度：	 105	ANSI	ルーメン
色再現性：	 フルカラー（16,770,000色）
縦横比：	 16：9
コントラスト比：	 400：1
光源寿命：	 約20,000時間
入力：	 DC	9	V,	2.55	A
出力：	 DC	5	V,	1.5	A	（1ポート）

ACアダプター部
入力：	 AC	100	V	～	240	V,	50/60	Hz
出力（最大）：	 DC	5	V,	3.0	A
	 DC	9	V,	2.55	A	（USB	PD対応機器接続時）
	 DC	12	V,	1.91	A	（USB	PD対応機器接続時）
外形寸法：	 約44.0	mm	×	26.0	mm	×	57.0	mm	（幅×厚さ×高さ）

（電源プラグを除く）
質量：	 約65	g
動作温度：	 0℃	～	35℃

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、
ご了承ください。


