取扱説明書
液晶プロジェクター

（形名：CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8255/
CP-SX8350/CP-WU8450）

このたびは弊社の液晶プロジェクターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
はじめに

ご使用の前に、本機の取扱説明書（「かんたんガイド」および本書）をよくお読みになり、ご理解のう
え正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管してください。
この製品には保証書が添付されています。内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取り
ください。

《本機の特長》
本機は以下のような特長を備えており、幅広い用途でご活用いただけます。
● 水平・垂直電動レンズシフト、電動ズーム・フォーカスを搭載し、より簡単な設置を実現します。
● 豊富なオプションレンズ（別売り）を用意し、幅広い投写距離に対応します。
● ２層式のエアーフィルターを採用し、頻繁なお手入れの手間を省き、長くご使用いただけます。
● ネットワーク機能を内蔵しており、プロジェクター本体の制御・監視が容易に行えます。

また、USB ワイヤレスアダプタ（別売品）を使用すれば、パソコン画面をワイヤレスで投写できます。
● 16W スピーカ内蔵で、教室のような広い部屋でも十分な音量が得られます。

《本書について》
以下をご参考に本書をご活用ください。
①見出し：各ページの上端に記載されています。
②

お知らせ

：本機や接続する機器などに関する参考情報を記載しています。

③ ：このマークのあとに、ご参照いただきたい記事のページや場所を記載しています。
例）1-1 ⇒ 本書の【基本編】1 ページ（もくじ）をご参照ください。
④ < 機種別の取扱 > ：本書は、5 機種の説明書となっています。それぞれの機種特有の取り扱いについては、機種
名が記載されています。
例）

<CP-WX8255J のみ >

⇒ CP-WX8255J にのみ適用される内容です。

<CP-X8150J、CP-SX8350J>

⇒ CP-X8150J、CP-SX8350J に適用される内容です。

お知らせ
●本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
●本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。

《本書の構成》
本書は、【基本編】、【応用編】、【ネットワーク編】および【技術情報編】の 4 編に分かれています。
保証やアフターサービスについては巻末をご覧ください。

【基本編】……………………………………………………………1 - 1 〜 56
【基本編】では、本機の基本的な設定や調節、お手入れ方法などについて説明します。

【応用編】……………………………………………………………2 - 1 〜 76
【応用編】では、本機の詳細な設定や調節を行うメニュー機能、および本機の多彩な機能
についてご説明します。

【ネットワーク編】…………………………………………………3 - 1 〜 59
【ネットワーク編】では、本機のネットワーク機能について説明します。

【技術情報編】………………………………………………………4 - 1 〜 51
【技術情報編】では、本機の仕様や、通信機能、またエラーメッセージや故障と思われる
現象への対処法についてご説明します。

保証とアフターサービスについて………………………………………………… 巻末
お客様ご相談窓口

保証とアフターサービスについて（必ずお読みください。）
修理を依頼されるときは
（出張修理）

保証書

【ネットワーク編】
「トラブルシューティング」
（3-57, 58)、【技術情報編】「故障かなと
思ったら」(4-35 〜 43) に従って調べて
ご不明な点や
いただき、なお異常のあるときは、必ず電源 修理に関する
プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に
ご相談は
ご連絡ください。
補修用
性能部品
保有期間

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記
入をお確かめください。内容をよくお読みの後、大切
に保管してください。
保証期間については保証書をご覧ください。
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上
げの販売店または「ご相談窓口」にお問い合わせくだ
さい。

補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後 6 年です。

保証期間中は

保証期間が過ぎているときは

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させてい
ただきます。

修理すれば使用できる場合には、ご希望により
有料修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容
品

名

本体形名

液晶プロジェクター
CP-X8150J、CP-X8160J、CP-WX8255J、
CP-SX8350J、CP-WU8450J
(CP-X8150、CP-X8160、CP-WX8255、
CP-SX8350、CP-WU8450)

お買上げ日

年

故障の状況
梱包材の有無

ご

住

所

お

名

前

修理料金のしくみ

月

故障した製品を正常に修復するための料金
です。技術者の人件費、技術教育費､
測定機器等設備費､ 一般管理費などが
含まれています。

技術料

＋

日

できるだけ具体的に
輸送いただく場合はお買い上げ時の
梱包材をお使いください。梱包材が
損傷していたり廃棄または紛失した
場合はお知らせください。

修理に使用した部品代金です。その他修理に
付帯する部材などを含む場合もあります。

部品代

＋

付近の目印なども合わせてお知らせくだ
さい。

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の
費用です。別途、駐車料金をいただく場合が
あります。

出張料

電話番号
訪問ご希望日

ご購入店名､ ご購入日を記入しておいて
ください。サービスを依頼されるときに
便利です。

ご購入店名
電話（

ご購入年月日
）

年

月

日

長年ご使用のプロジェクターの点検をぜひ！
熱、湿気、ホコリ、煙草の煙などの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって
事故につながることもあります。

愛情点検

このような症状はありませんか

ご使用中止

●電源を入れても映像が出ない。
●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●電源を切っても、映像が消えない。
●内部に水や異物が入った。
●ランプが破裂した。

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プ
ラグをはずし、必ず販
売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口
日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈り物で頂いたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は
TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87
( 受付時間 )

商品情報やお取り扱いに
ついてのご相談は
TEL 0120-3121-19
FAX 0120-3121-34
( 受付時間 )

365 日 /9:00 〜 19:00

9:00 〜 17:30

携帯電話、PHS からもご利用できます。（日曜・祝日と年末年始・
夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談及びサポート等への対応を目的として利用し、
適切に管理します。
●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するために通話内容を記録（録音など）させて
いただくことがあります。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応さ
せていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照下さい。
URL

http://www.hitachi-ce.co.jp/privacy/index.html

お知らせ
●この製品は日本国内専用に設計されていますので、日本国外ではご使用にならないでください。この製品の保
証書は日本国内でのみ有効です。また有償／無償にかかわらず、日本国外でご使用の場合には、修理等のご依
頼に応じることができませんのでご了承ください。
This product (including the accessories) is designed for use in Japan only, and cannot be used
in any other countries. The warranty appended to this product is void out of Japan. For use out
of Japan, we will not accept paid or free requests such as the repair.

商標について：
• Microsoft®、Internet Explorer®、Windows®、Wndows NT®、Windows Vista®、Aero®、DirectDraw®
および Direct3D® は、米国またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。
• Mac®、Macintosh® および Mac OS® は Apple Inc. の登録商標です。
• Pentium® は Intel Corp. の登録商標です。
• Adobe®、Acrobat® および Reader® は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。
• PowerPC® は、International Business Machines Corporation の登録商標です。
• VESA および DDC (DDC/CI) は Video Electronics Standards Association の商標です。
• JavaScript® は、Sun Microsystems, Inc. の登録商標です。
• HDMI®、HDMI® ロゴ及び High-Deﬁnition Multimedia Interface® は、HDMI Licensing LLC の米国および
その他の国における商標又は登録商標です。
• PJLink ロゴは、日本、米国その他の国や地域における登録又は出願商標です。
• Blu-ray™、Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association の商標です。
• DICOM® は、National Electric Manufacturers Association による、医療情報のデジタル通信に関する規格
における登録商標です。
• Crestron®、Crestron e-Control®、e-Control®、Crestron RoomView® および RoomViewTM は、米国また
はその他の国における Crestron Electronics, Inc. の商標、または登録商標です。
その他の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

プロジェクターソフトウェアのライセンス情報について：
• プロジェクターに組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々のソ
フトウェアモジュールは、それぞれに弊社または第三者の著作権が存在します。
•「ソフトウェアのライセンス情報」（4-45 〜 51）を必ずお読みください。

日立コンシューマエレクトロニクス株式会社
〒 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292 番地
QR83110

