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形名

このたびは、日立プロジェクター専用天吊り6軸調整付き金具をお求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本書とプロジェクターの「取扱説明書」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。なお、
お読みになった後は、大切に保管してください。
本品は、日立プロジェクターを天井より吊り下げるための金具です。

お知らせ
●�本書の内容に関しては、製品の仕様を含め、予告なしに変更することがあります。
●�誤ったご使用や通常の範囲を超える取り扱いによる危害や損害については、いかなる場合も弊社は責任を負いま
せんのでご了承ください。

プロジェクター専用天吊り6軸調整付き金具

HAS-404U	 取扱説明書

表示について
製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、本書では
以下の表示をしています。よくお読みになり、ご理解のうえ、製品をご使用ください。

 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
あります。

 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損傷を発生
する可能性があります。
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「禁止」を示します。
この記号の後に続けて「してはいけない」ことを記載しています。

「強制」を示します。
この記号の後に続けて「必ず行わなければならない」ことを記載しています。



2

HAS-404U

本品の設置には特別な技術が必要です。設置作業は必ず販売店またはサービス会社（日立プロジェクターの�
「取扱説明書」ご参照）にご依頼ください。
プロジェクターを天吊設置する場合は、特に下記の点にご注意お願いします。
1.��プロジェクターおよび天吊り6軸調整付き金具の荷重に耐えるよう十分注意のうえ取り付け設計、施工をお願い�
します。

２.��プロジェクターの保護のため、内部の温度が異常上昇すると温度センサーが働いて電源をオフする場合があります。�
�異常な温度上昇を避けるため、次のようにしてください。
(1) 周囲温度はプロジェクターの取扱説明書に記載の動作温度範囲でご使用願います。
(2) 内部にほこりなどがたまると、火災や感電の原因となったり、故障や映像不良の原因となることがあります。
湿気やほこりの多いところには置かないでください。

(3) 吸気口や排気口の風通しをよくするため、プロジェクターの周囲に�50cm以上の空間を設けてください。
(4) エアコンの近くなど、急激な温度変化が生じる場所や、プロジェクターの取扱説明書に記載の動作温度上限を
超える場所には設置しないでください。

３.��たばこのヤニが光学部品に付きますと、表示性能が低下します。たばこの煙が充満する場所に設置しないでください。
４.��プロジェクターのリモコン受光部に、直射日光などの強い光や至近距離からのインバータ蛍光灯の光があたると、
リモコンが誤動作することがあります。光が直接あたらないように設置してください。

設置の注意点

概要
本品は日立プロジェクターを天井より吊り下げるためのユニットです。
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 警告
お客様へ

■�お客様による設置作業は絶対に行わないでください。設置作業は必ず販売店またはサービス会社に
ご依頼ください。設置不備、取り扱い不備による事故、損傷については、弊社は一切責任を負いま
せんのでご了承ください。

■�設置高さは、使用時に頭をぶつけにくい位置にしてください。もし、低い位置に設置された場合は、
使用時に十分ご注意ください。

■�設置後、プロジェクターや天吊り6軸調整付き金具にぶらさがらないでください。プロジェクター
が落下したり金具が曲がるなどして、けがや故障の原因となることがあります。

■�湿気、ほこり、たばこの煙の多い場所、油煙、湯気が当たるような場所には設置しないでください。

■�振動の多い場所には設置しないでください。

■�本書および付属品は、設置が終わりましたら、大切に保管してください。

■�小さい部品の取り扱いに注意してください。お子様やペットが飲み込むおそれがあります。万一、
飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

設置業者の方へ

■�設置作業は、本書に従って、正しく確実に行なってください。所定のネジや固定具は全て確実に取
り付けてください。

■�プロジェクターおよび天吊り6軸調整付き金具の荷重に耐えることを事前にご確認のうえ、取付設計、
施工をお願いします。

■�天吊り6軸調整付き金具は決して改造しないでください。（改造した場合の強度保障はできません。）

■�取付調整後、ネジを指定の力にて固定していることを確認してください。ゆるみや過度の力による
締めつけが無いように注意してください。

■�ケースが割れ、プロジェクターが落下し事故やケガの原因となるため、プロジェクターの天吊り固
定部にネジのゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・潤滑油などを使用しないでください。

■�電源ケーブル等は所定個所を通して設置を行ない、傷付けないように注意してください。

■�設置作業の前には本書と、プロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みになり、注意事項は必ず
守って、正しく設置を行ってください。

■�設置作業の前に、必ずプロジェクターの電源をオフにし、電源コードを抜いてください。

定期点検
セット本体と同様に1回 /年を目安に下記を点検してください。
１．天井取付金具および調整個所のネジのゆるみが無いことを点検してください。
２．�天井取付金具または調整部、セット等に傷、破損等が無いことを点検してください。
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箱の中に次のものが同梱されているかご確認ください。万一不足しているものがあれば、すぐに、お買い上げの販売
店にご連絡ください。（天吊り６軸調整付き金具を天井に取り付けるための締結部材（ネジなど）は付属しておりま
せん。取り付ける天井の構造により、プロジェクターおよび天吊り６軸調整付き金具の荷重に耐えるような、適切な
締結部材を選定ください。）

天吊り6軸調整付き金具 (HAS-404U) の同梱品

同梱品の確認

記号 品名 数量 外観 記号 品名 数量 外観

(A) 天吊り金具 1 (H)
M5×14
六角頭ネジ

12

(B) ブラケット 1 (I)
M5×20
六角頭ネジ

6

(C) 調整ブロック 1 (J)

M4×16�
六角頭ネジ�

（日立プロジェクター
Bモデル）

6

(D) 角度調整金具 1 (K)
落下防止
ワイヤー

2

(E) 上下調節金具 1 (L)
M4×12
六角頭ネジ

1

(F) スペーサ 3 (M)

M6×16�
六角頭ネジ�

（日立プロジェクター�
Aモデル）

（日立プロジェクター
Cモデル）

4

(G) ネジカバー 4 (N)
取扱説明書
（本書）

1

次ページ以降の図では、品名を記号で表しています。
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プロジェクターを天吊設置する場合は、特に下記の点にご注意をお願い致します。
1.�プロジェクターおよび天吊りブラケットーの荷重に耐えるよう十分注意のうえ取り付け設計、施行をお願い
します。天井へ取り付けるボルト (４か所 ) の引き抜き強度は、１か所当り2,500N以上になるように施行
をお願いします。

2.�プロジェクターの保護のために内部の温度が異常上昇すると、温度センサーが働いて電源を切断する場合が
あります。この異常な温度上昇を避けるため次のようにしてください。
(1) 周囲温度はプロジェクターの取扱説明書に記載の動作温度範囲でご使用願います。
(2) 内部にほこりなどがたまると、火災や感電の原因となったり、故障や映像不良の原因となることがあり
ます。湿気やほこりの多いところには置かないでください。

(3) 吸気口や排気口の風通しをよくするため、プロジェクターの周囲に�50cm以上の空間を設けてください。
(4) エアコンの近くなど、急激な温度変化が生じる場所や、プロジェクターの取扱説明書に記載の動作温度
上限を超える場所には設置しないでください。

3.�たばこのヤニがプロジェクター内部の光学部品に付きますと、表示性能が低下します。たばこの煙が充満す
る場所に設置しないでください。

4.�本機をプロジェクターの『取扱説明書』に記載した角度以上に傾けて使用しないてください。故障や寿命を
縮める原因となります。

設置について ( 下記の注意をお守りください )

・設置距離は各製品の取扱説明書をご覧ください。
・�オプションレンズをご使用の場合は、オプションレンズの取扱説明書
をご覧ください。

プロジェクターとスクリーンの設置例

投写距離

スクリーン上端

スクリーン
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 警告

�■�天吊り金具を設置する天井面は、プロジェクターと金具等の総合荷重に長時間十分耐
え、地震や想定される振動や外力に十分耐える施工を行ってください。
　�誤った取り付けを行った場合、プロジェクターが落下して傷害の原因になります。
●�荷重は必ず梁など堅牢な構造材で受けるようにし、ボルト、バネ座、ワッシャ、ナットで確実
に取り付けてください。

●�強度が不十分な天井面への直接取り付けや、引抜力の信頼性が低い木ネジやアンカーネジは使
用しないでください。
●天吊り金具を天井構造材に取り付けるためのネジ類は構造材に合った市販品をご使用ください。

本図は施工例を示しております。施工については販売店、工事店にご依頼ください。
天井と金具との取り付けについては特別な技術が必要です。お客様による工事は一切行わないでください。

天井が木造の場合

天井がコンクリートの場合

（1）� 取り付け金具を取り付け板に固定してください。
� �取り付け板には、取り付け金具の穴位置に合わ

せ、穴をあけてください。
（2）� �取り付け金具、または本体が貫通する天井面の

位置に穴を空けてください。
（3）� �天井面の穴から、取り付け金具、またはプロジェ

クター本体を通し、取り付け板を梁に固定して
ください。

� �梁の強度が不足する場合は、工事店または販売
店と相談し、梁の補強を行ってください。

（1）� �アンカーボルトを取り付け金具の穴位置に合わせ、
天井へ打ち込んで取り付けいてください。

（2）� �アンカーボルトをねじ込んで、取り付け金具を固定
してください。

（3）� �アンカーボルト強度については機器により質量が違
うため、組み合わせる天吊り用ブラケットの説明書
の指定荷重以上の強度のものを選定ください。

取り付け施工例について（プロジェクターモデル A に適用）

 警告
強度不足な木造の天井面への直接取り
付けは行わないでください。
また、引抜きの信頼性の低い木ネジで
の取り付けは行わないでください。

アンカーボルト (M10)(4 か所 )
本体の指定荷重に十分耐えるものを
市販品よりお求めください。

取り付けボルト (M10)
(4 か所 )

梁

天井

梁

貫通穴
取り付け金具、またはプロ
ジェクターの通る位置に合
わせて調整してください。

取り付け板
本体および取り付け金具の
荷重に十分耐えるもの。
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取り付け方法について

天吊り金具 (A) を天井に取り付けます。
・調整穴 (12か所 ) は、左右位置調整 (± 10mm) ができるように長円にしています。
・4か所とも仮締めし、位置を決めを行った後に４か所をしっかりと締め付けます。
・取り付けボルトはM10をお使いください。
　�（取り付けボルトは取り付け方法によって異なります。M10ボルトまたはナット、スプリングワッシャ、平ワッ
シャは本品に付属しておりません。工事店とご相談して選定してください。）

1.

 警告

�■�天井と金具との取り付けについては特別な技術が必要です。
　お客様による取り付けは一切行わないでください。
■�設置は、必ず取り付け工事業者にご依頼ください。
■�取り付け不備による事故、損傷については、当社は一切責任を負いません。
■�本品は日立プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよびプロ
ジェクターホームページをご覧ください。）

　他の製品の取り付け等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。
　本品の取り付け最大荷重は490N（50kgf）です。

◎販売店様、工事店様
●�お客様の安全のため取り付け場所の強度には、プロジェクターおよび天吊り金具の荷
重に耐えられるよう十分注意のうえ、設計施工をお願いいたします。

●�各取り付けに際しては、必ず２人以上で行ってください。
●�設置説明書で指定されているネジや固定金具は全数確実に取り付けてください。

Φ11穴 (4 か所 )

調整穴

2
0
0

200

3
0
0

240

スクリーンセンター

M10ボルト ( ４個）またはナット

M10平ワッシャー ( ４個）

M10スプリングワッシャー ( ４個）

このラベルがスクリーン
側になるように取り付け
てください。
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本図はプロジェクターモデルAの場合を表します。�
ブラケット（B）をM6×16六角頭ネジ（M）4本で、プロジェクターに取り付けます。

取り付け方法について（つづき）

2.

 警告

�■�プロジェクターと金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。
　お客様による取り付けは一切行わないでください。
■�ネジ・ナットは確実に締め付けてください。万一ゆるんでいると落下する原因となります。
■�本製品は日立プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよび
プロジェクターホームページをご覧ください。）
　他の製品の取り付け等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。

天吊り金具（A）に調整ブロック（C）を取り付けます。
支持ボルトを調整ブロック(C)の溝に合わせ入れM5×14六角頭ネジ（H）4本で締め付けます。3.
天吊り金具(A)

このラベルが同じ方向に
なるように取り付けてく
ださい。

支持ボルト

調整ブロック(C)

支持ボルトを溝に
引掛けます。

M5×14六角頭ネジ（H）
（左右４か所）

プロジェクター ブラケット（B）

ブラケット（B）

このラベルがレンズ側になるように取り付けてください。

20067.8
2
0
0

M6×16六角頭ネジ（M）
（4か所）

M6×16六角頭ネジ（M）
（4か所）
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取り付け方法について（つづき）

調整ブロック（C）にスペーサ（F）と上下調整金具（E）を取り付けます。

ネジカバー（G）を取り付けます。

ケーブル類を通します。

4.

5.

6.

上下調整金具（E）

取り付け方向に
ご注意ください

ネジカバー（G）
（4か所）

ケーブル類

スペーサ（F）（3か所）

M5×20六角頭ネジ（I）
（6か所）
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取り付け方法について（つづき）

ブラケット（B）を調整ブロック（C）に取り付けます。
支持ボルトをブラケットの溝に合わせ入れM5×14六角頭ネジ（H）4本で締め付けます。

天吊金具アッセンブリーに角度調整金具（D）を取り付けます。

7.

8.

M5×14六角頭ネジ（H）
（4か所）

角度調整金具（D）の溝を
ブラケットU字に引っ掛
けます。

角度調整金具（D）

角度調整金具（D）

天吊金具アッセンブリー

M5×14六角頭ネジ（H）
（4か所）

支持ボルトを溝に
引っ掛けます。支持ボルト

プロジェクタ

ブラケット(B)

調整ブロック(C)

このラベルと同じ方向
になるように取り付け
てください。

M5×14六角頭ネジ（H）
（4か所）
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 警告

�■�ネジを確実に締め付けるまでは、一時的に吊り下げた状態のため、落下しないよう
に注意してください。
�■�プロジェクターと金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。
　お客様による取り付けは一切行わないでください。
■�ネジ・ナットは確実に締め付けてください。万一ゆるんでいると落下する原因とな
ります。
■�本製品は日立プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよ
びプロジェクターホームページをご覧ください。）

　他の製品の取り付け等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。

取り付け方法について（つづき）

落下防止ワイヤー（K）をセキュリティーバーとアジャスターに取り付け天吊り金具にM4×12六角頭ネジ（L）で
取り付けます。9.

（1）� アジャスターを外してください。
（2）� 落下防止ワイヤー（K）をアジャスターに取り付けてください。
（3）� アジャスターを取り付けてください。
（4）� 落下防止ワイヤー（K）をセキュリティバーに取り付けます。
（5）� 落下防止ワイヤー（K）をM4×12六角頭ネジ（L）で取り付けます。

1
2
3

5

4

M4x12六角頭ネジ（L）

落下防止ワイヤー（K）

セキュリティーバー

落下防止ワイヤー（K）
をセキュリティバー
に取り付けます。
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HAS-404U
金具取り付け寸法図　HAS-404U + 日立プロジェクター モデル A

シート投写距離表　HAS-404U + 日立プロジェクター モデル A

16：10 画面 (WUXGA)

16：9 画面 (Full HD)

単位mm（インチ）

200

438

37
6~

47
6

20
0

a

A2
A1

A3

L3

L4

L1

L2

スクリーン

画面センター

a L1 L2 L3 L4 A1 A2 A3
インチ (型 ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ )

100 834� (32.83) 545� (21.45) 107� (4.21) 387� (15.25) 379� (14.94) 547� (21.53) 1726� (67.94)

150 1212� (47.73) 923� (36.35) 485� (19.10) 766� (30.14) 598� (23.54) 765� (30.14) 2617� (103.04)

200 1591� (62.62) 1302� (51.25) 864� (34.00) 1144� (45.04) 816� (32.14) 984� (38.74) 3509� (138.14)

250 1969� (77.52) 1680� (66.14) 1242� (48.90) 1522� (59.94) 1035� (40.74) 1202� (47.34) 4400� (173.24)

300 2347� (92.42) 2058� (81.04) 1620� (63.79) 1901� (74.83) 1253� (49.35) 1421� (55.94) 5292� (208.35)

350 2726� (107.31) 2437� (95.94) 1999� (78.69) 2279� (89.73) 1472� (57.95) 1639� (64.54) 6184� (243.45)

a L1 L2 L3 L4 A1 A2 A3
インチ (型 ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ )

100 855� (33.66) 566� (22.28) 128� (5.04) 408� (16.08) 471� (18.54) 639� (25.14) 1716� (67.57)

150 1244� (48.97) 955� (37.59) 517� (20.35) 797� (31.39) 735� (28.95) 903� (35.54) 2603� (102.49)

200 1633� (64.28) 1344� (52.90) 906� (35.66) 1186� (46.70) 1000� (39.35) 1167� (45.95) 3490� (137.41)

250 2022� (79.59) 1733� (68.21) 1295� (50.97) 1575� (62.01) 1264� (49.76) 1431� (56.35) 4377� (172.33)

300 2411� (94.90) 2122� (83.52) 1684� (66.28) 1964� (77.32) 1528� (60.17) 1696� (66.76) 5264� (207.24)

350 2799� (110.21) 2510� (98.83) 2072� (81.59) 2353� (92.63) 1793� (70.57) 1960� (77.17) 6151� (242.16)
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HAS-404U HAS-404U

16：10 画面 (WXGA)

4：3 画面 (XGA)

（フルスクリーン：1,280× 800の参考値です。）

（フルスクリーン：1,024× 768の参考値です。）

a L1 L2 L3 L4 A1 A2 A3
インチ (型 ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ )

100 872� (34.32) 583� (22.94) 145� (5.70) 425� (16.74) 514� (20.23) 681� (26.83) 1860� (73.23)

150 1269� (49.96) 980� (38.58) 542� (21.34) 822� (32.38) 800� (31.48) 967� (38.08) 2819� (110.98)

200 1666� (65.60) 1377� (54.22) 939� (36.98) 1220� (48.02) 1086� (42.74) 1253� (49.33) 3778� (148.74)

250 2064� (81.24) 1775� (69.87) 1337� (52.62) 1617� (63.66) 1371� (53.99) 1539� (60.58) 4737� (186.49)

300 2461� (96.89) 2172� (85.51) 1734� (68.26) 2014� (79.30) 1657� (65.24) 1825� (71.83) 5696� (224.24)

350 2858� (112.53) 2569� (101.15) 2131� (83.91) 2412� (94.94) 1943� (76.49) 2110� (83.09) 6655� (261.99)

a L1 L2 L3 L4 A1 A2 A3
インチ (型 ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ )

100 817� (32.16) 528� (20.78) 90� (3.54) 370� (14.58) 361� (14.22) 529� (20.81) 1885� (74.22)

150 1187� (46.72) 898� (35.34) 460� (18.10) 740� (29.14) 570� (22.46) 738� (29.05) 2856� (112.46)

200 1557� (61.28) 1268� (49.91) 830� (32.66) 1110� (43.70) 780� (30.70) 947� (37.30) 3828� (150.70)

250 1927� (75.85) 1638� (64.47) 1200� (47.22) 1480� (58.26) 989� (38.94) 1157� (45.54) 4799� (188.94)

300 2296� (90.41) 2007� (79.03) 1569� (61.79) 1850� (72.83) 1198� (47.18) 1366� (53.78) 5770� (227.18)

350 2666� (104.97) 2377� (93.59) 1939� (76.35) 2220� (87.39) 1408� (55.43) 1575� (62.02) 6742� (265.43)
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HAS-404U
調整作業

フォーカスの粗調整を行います。
プロジェクターの取扱説明書を参照してください。

①～⑤の固定ネジを緩めてください。

1.

2.

④③

②

⑤

①

⑤

⑤
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HAS-404U HAS-404U

1.水平の微調整

4.左右の微調整

3.上下台形の微調整

2.左右台形の微調整

5.大きさの微調整

調整作業（つづき）

赤色

緑色

青色

微調整を行います。
下記順序で調整ネジや調整ノブを回して画面を調整します。3.

橙色

黄色

P15-3.

1
(赤色) 2

(緑色)

6
(紫色)
4

(橙色)
5

(黄色)

3
(青色)

1
(赤色)

2
(緑色)

6
(紫色)

4
(橙色)

5
(黄色)

3
(青色)
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HAS-404U

6.高さの調整

調整作業（つづき）

A

B

高さ調整ネジをスパナもしくはドライバーで回転させ、高さを調整します。

上記のを1～6を繰り返し調整して、画面スクリーンを合わせ込みます。

ドライバー使用時
この穴にドライバーを差込み回転させます。

スパナ使用時
このネジを回転させます。

紫色

①～⑤の固定ネジを締め付けます。4.

A

B

高さ調整ネジ

②

①

⑤

④③

⑤
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HAS-404U HAS-404U

 警告

�■�天吊り金具を設置する天井面は、プロジェクターと金具等の総合荷重に長時間十分耐
え、地震や想定される振動や外力に十分耐える施工を行ってください。
　�誤った取り付けを行った場合、プロジェクターが落下して傷害の原因になります。
●�荷重は必ず梁など堅牢な構造材で受けるようにし、ボルト、バネ座、ワッシャ、ナットで確実
に取り付けてください。

●�強度が不十分な天井面への直接取り付けや、引抜力の信頼性が低い木ネジやアンカーネジは使
用しないでください。
●天吊り金具を天井構造材に取り付けるためのネジ類は構造材に合った市販品をご使用ください。

本図は施工例を示しております。施工については販売店、工事店にご依頼ください。
天井と金具との取り付けについては特別な技術が必要です。お客様による工事は一切行わないでください。

天井が木造の場合

天井がコンクリートの場合

（1）� 取り付け金具を取り付け板に固定してください。
� �取り付け板には、取り付け金具の穴位置に合わせ、穴をあけて

ください。
（2）� �取り付け金具、または本体が貫通する天井面の位置に穴を空け

てください。
（3）� �天井面の穴から、取り付け金具、またはプロジェクター本体を

通し、取り付け板を梁に固定してください。
� �梁の強度が不足する場合は、工事店または販売店と相談し、梁

の補強を行ってください。

（1）� �アンカーボルトを取り付け金具の穴位置に合わせ、天井へ打ち込
んで取り付けいてください。

（2）� �アンカーボルトをねじ込んで、取り付け金具を固定してください。
（3）� �アンカーボルト強度については機器により質量が違うため、組み

合わせる天吊り用ブラケットの説明書の指定荷重以上の強度のも
のを選定ください。

取り付け施工例について（プロジェクターモデル B に適用）

 警告
強度不足な木造の天井面への直接取り
付けは行わないでください。
また、引抜きの信頼性の低い木ネジで
の取り付けは行わないでください。

アンカーボルト (M10)(4 か所 )
本体の指定荷重に十分耐えるものを市
販品よりお求めください。

取り付けボルト (M10)
(4 か所 )

梁

天井

梁

貫通穴
取り付け金具、またはプロ
ジェクターの通る位置に合わ
せて調整してください。

取り付け板
本体および取り付け金具の荷
重に十分耐えるもの。
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HAS-404U
取り付け方法について

天吊り金具 (A) を天井に取り付けます。
・調整穴 (12か所 ) は、左右位置調整 (± 10mm) ができるように長円にしています。
・4か所とも仮締めし、位置を決めを行った後に４か所をしっかりと締め付けます。
・取り付けボルトはM10をお使いください。
　�（取り付けボルトは取り付け方法によって異なります。M10ボルトまたはナット、スプリングワッシャ、�
平ワッシャは本品に付属しておりません。工事店とご相談して選定してください。）

1.

 警告

�■�天井と金具との取り付けについては特別な技術が必要です。
　お客様による取り付けは一切行わないでください。
■�設置は、必ず取り付け工事業者にご依頼ください。
■�取り付け不備による事故、損傷については、当社は一切責任を負いません。
■�本品は日立プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよび�
プロジェクターホームページをご覧ください。）
　他の製品の取り付け等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。
　本品の取り付け最大荷重は490N（50kgf）です。

◎販売店様、工事店様
●�お客様の安全のため取り付け場所の強度には、プロジェクターおよび天吊り金具の
荷重に耐えられるよう十分注意のうえ、設計施工をお願いいたします。
●�各取り付けに際しては、必ず２人以上で行ってください。
●�設置説明書で指定されているネジや固定金具は全数確実に取り付けてください。

Φ11穴 (4か所 )

調整穴

2
0
0

200

3
0
0

240

スクリーンセンター

M10ボルト (４個）またはナット

M10平ワッシャー (４個）

M10スプリングワッシャー (４個）

このラベルがスクリーン
側になるように取り付け
てください。
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HAS-404U HAS-404U

本図はプロジェクターモデルBの場合を表します。�
ブラケット（B）をM4×16六角頭ネジ（J）6本で、プロジェクターに取り付けます。
(1)�FL-920レンズユニットに付属の、カラーB（2か所）のセパレーターを剥がして、図のボトムケースのネジ（穴）
に合わせて貼ります。

(2)��天吊り金具（HAS-404U）のブラケット（B）をM4X16六角頭ネジ（J）（6か所）で、プロジェクターと固定金
具を取り付けてください。①～⑥の順番でM4�×�16�六角頭ネジ（J）を締めてください。

取り付け方法について（つづき）

2.

 警告

�■�プロジェクターと金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。
　お客様による取り付けは一切行わないでください。
■�ネジ・ナットは確実に締め付けてください。万一ゆるんでいると落下する原因となります。
■�本製品は日立プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよび
プロジェクターホームページをご覧ください。）
　他の製品の取り付け等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。

天吊り金具（A）に調整ブロック（C）を取り付けます。
支持ボルトを調整ブロック(C)の溝に合わせ入れM5×14六角頭ネジ（H）4本で締め付けます。3.
天吊り金具(A)

このラベルが同じ方向に
なるように取り付けてく
ださい。

支持ボルト

調整ブロック(C)

支持ボルトを溝に
引掛けます。

M5×14六角頭ネジ（H）
（左右４か所）

プロジェクター ブラケット（B）

M4×16六角頭ネジ（J）
（6か所）

このラベルがレンズ側になる�
ように取り付けてください。

150 150123.5

3
0
0

M4 × 16
六角頭ネジ（J）

HAS-404U
ブラケット（B）

M4×16
六角頭ネジ（J）

① ④
③

②

カラーB

固定金具

⑤
⑥
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HAS-404U
取り付け方法について（つづき）

調整ブロック（C）にスペーサ（F）と上下調整金具（E）を取り付けます。

ネジカバー（G）を取り付けます。

ケーブル類を通します。

4.

5.

6.

上下調整金具（E）

取り付け方向に
ご注意ください

M5×20六角頭ネジ（I）
（6か所）

スペーサ（F）（3か所）

ネジカバー（G）
（4か所）

ケーブル類



21

HAS-404U HAS-404U
取り付け方法について（つづき）

ブラケット（B）を調整ブロック（C）に取り付けます。
支持ボルトをブラケットの溝に合わせ入れM5×14六角頭ネジ（H）4本で締め付けます。

天吊金具アセンブリに角度調整金具（D）を取り付けます。

7.

8.

M5×14六角頭ネジ（H）�
（4か所）

支持ボルトを溝に
引っ掛けます。支持ボルト

プロジェクタ

ブラケット(B)

調整ブロック(C)

このラベルと同じ方向
になるように取り付け
てください。

M5×14六角頭ネジ（H）�
（4か所）

角度調整金具（D）の溝を
ブラケットU字に引っ掛
けます。

角度調整金具（D）

角度調整金具（D）

天吊金具アセンブリ

M5×14六角頭ネジ（H）�
（4か所）
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HAS-404U

 警告

�■�ネジを確実に締め付けるまでは、一時的に吊り下げた状態のため、落下しないよう
に注意してください。
�■�プロジェクターと金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。
　お客様による取り付けは一切行わないでください。
■�ネジ・ナットは確実に締め付けてください。万一ゆるんでいると落下する原因とな
ります。
■�本製品は日立プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよ
びプロジェクターホームページをご覧ください。）

　他の製品の取り付け等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。

取り付け方法について（つづき）

落下防止ワイヤー（K）をセキュリティーバーとアジャスターに取り付け、天吊り金具にM4×12六角頭ネジ(L)
で取り付けます。9.

セキュリティーバー

落下防止ワイヤー（K）

M4×12六角頭ネジ（L）

アジャスターを外して
ください。

アジャスターをしっか
りと取り付けます。

落下防止ワイヤーをア
ジャスターに取り付け
てください。

落下防止ワイヤー（K） アジャスター
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HAS-404U HAS-404U
金具取り付け寸法図　HAS-404U + 日立プロジェクター モデル B

シート投写距離表　HAS-404U + 日立プロジェクター モデル B

16：10 画面 (WUXGA)

200

576

37
6~
47
6

20
0

a

A2
A1

A3

L3

L4

L1

L2

単位mm（インチ）
スクリーン

画面センター

a L1 L2 L3 L4 A1 A2 A3
インチ (型 ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ )

100 834� (32.83) 554� (21.82) -22� (-0.86) 281� (11.05) 376� (14.82) 589� (23.17) 1723� (67.82)

150 1212� (47.73) 933� (36.71) 357� (14.04) 659� (25.95) 595� (23.42) 807� (31.77) 2614� (102.92)

200 1591� (62.62) 1311� (51.61) 735� (28.93) 1038� (40.85) 813� (32.02) 1026� (40.37) 3506� (138.02)

250 1969� (77.52) 1689� (66.51) 1113� (43.83) 1416� (55.74) 1032� (40.63) 1244� (48.98) 4397� (173.13)

300 2347� (92.42) 2068� (81.40) 1492� (58.73) 1794� (70.64) 1250� (49.23) 1463� (57.58) 5289� (208.23)

350 2726� (107.31) 2446� (96.30) 1870� (73.62) 2173� (85.54) 1469� (57.83) 1681� (66.18) 6181� (243.33)
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HAS-404U
調整作業

フォーカスの粗調整を行います。
プロジェクターの取扱説明書を参照してください。

①～⑤の固定ネジを緩めてください。

1.

2.

④③

②

⑤

①

⑤

⑤
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HAS-404U HAS-404U

1.水平の微調整

4.左右の微調整

3.上下台形の微調整

2.左右台形の微調整

5.大きさの微調整

調整作業（つづき）

赤色

緑色

青色

微調整を行います。
下記順序で調整ネジや調整ノブを回して画面を調整します。3.

橙色

黄色

1
(赤色)

2
(緑色)

6
(紫色)
4
(橙色)
5
(黄色)

3
(青色)

1
(赤色)

2
(緑色)

6
(紫色)

4
(橙色)

5
(黄色)

3
(青色)
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HAS-404U

6.高さの調整

調整作業（つづき）

A

B

高さ調整ネジをスパナもしくはドライバーで回転させ、高さを調整します。

上記のを1～6を繰り返し調整して、画面スクリーンを合わせ込みます。

ドライバー使用時
この穴にドライバーを差込み回転させます。

スパナ使用時
このネジを回転させます。

紫色

①～⑤の固定ネジを締め付けます。4.

A

B

高さ調整ネジ

②

①

⑤

④
③

⑤
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 警告

�■�天吊り金具を設置する天井面は、プロジェクターと金具等の総合荷重に長時間十分耐
え、地震や想定される振動や外力に十分耐える施工を行ってください。
　�誤った取り付けを行った場合、プロジェクターが落下して傷害の原因になります。
●�荷重は必ず梁など堅牢な構造材で受けるようにし、ボルト、バネ座、ワッシャ、ナットで確実
に取り付けてください。

●�強度が不十分な天井面への直接取り付けや、引抜力の信頼性が低い木ネジやアンカーネジは使
用しないでください。
●天吊り金具を天井構造材に取り付けるためのネジ類は構造材に合った市販品をご使用ください。

本図は施工例を示しております。施工については販売店、工事店にご依頼ください。
天井と金具との取り付けについては特別な技術が必要です。お客様による工事は一切行わないでください。

天井が木造の場合

天井がコンクリートの場合

（1）� 取り付け金具を取り付け板に固定してください。
� �取り付け板には、取り付け金具の穴位置に合わせ、穴をあけて

ください。
（2）� �取り付け金具、または本体が貫通する天井面の位置に穴を空け

てください。
（3）� �天井面の穴から、取り付け金具、またはプロジェクター本体を

通し、取り付け板を梁に固定してください。
� �梁の強度が不足する場合は、工事店または販売店と相談し、梁

の補強を行ってください。

（1）� �アンカーボルトを取り付け金具の穴位置に合わせ、天井へ打ち込
んで取り付けいてください。

（2）� �アンカーボルトをねじ込んで、取り付け金具を固定してください。
（3）� �アンカーボルト強度については機器により質量が違うため、組み

合わせる天吊り用ブラケットの説明書の指定荷重以上の強度のも
のを選定ください。

取り付け施工例について（プロジェクターモデル C に適用）

 警告
強度不足な木造の天井面への直接取り
付けは行わないでください。
また、引抜きの信頼性の低い木ネジで
の取り付けは行わないでください。

アンカーボルト (M10)(4 か所 )
本体の指定荷重に十分耐えるものを市
販品よりお求めください。

取り付けボルト (M10)
(4 か所 )

梁

天井

梁

貫通穴
取り付け金具、またはプロ
ジェクターの通る位置に合わ
せて調整してください。

取り付け板
本体および取り付け金具の荷
重に十分耐えるもの。
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取り付け方法について

天吊り金具 (A) を天井に取り付けます。
・調整穴 (12か所 ) は、左右位置調整 (± 10mm) ができるように長円にしています。
・4か所とも仮締めし、位置を決めを行った後に４か所をしっかりと締め付けます。
・取り付けボルトはM10をお使いください。
　�（取り付けボルトは取り付け方法によって異なります。M10ボルトまたはナット、スプリングワッシャ、�
平ワッシャは本品に付属しておりません。工事店とご相談して選定してください。）

1.

 警告

�■�天井と金具との取り付けについては特別な技術が必要です。
　お客様による取り付けは一切行わないでください。
■�設置は、必ず取り付け工事業者にご依頼ください。
■�取り付け不備による事故、損傷については、当社は一切責任を負いません。
■�本品は日立プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよび�
プロジェクターホームページをご覧ください。）
　他の製品の取り付け等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。
　本品の取り付け最大荷重は490N（50kgf）です。

◎販売店様、工事店様
●�お客様の安全のため取り付け場所の強度には、プロジェクターおよび天吊り金具の
荷重に耐えられるよう十分注意のうえ、設計施工をお願いいたします。
●�各取り付けに際しては、必ず２人以上で行ってください。
●�設置説明書で指定されているネジや固定金具は全数確実に取り付けてください。

Φ11穴 (4か所 )

調整穴

2
0
0

200

3
0
0

240

スクリーンセンター

M10ボルト (４個）またはナット

M10平ワッシャー (４個）

M10スプリングワッシャー (４個）

このラベルがスクリーン
側になるように取り付け
てください。
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本図はプロジェクターモデルCの場合を表します。�
ブラケット（B）をM6×16六角頭ネジ（J）4本で、プロジェクターに取り付けます。
�天吊り金具（HAS-404U）のブラケット（B）をM6X16六角頭ネジ（J）（4か所）で、プロジェクターと固定金具を
取り付けてください。①～④の順番でM6�×�16�六角頭ネジ（J）を締めてください。

取り付け方法について（つづき）

2.

 警告

�■�プロジェクターと金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。
　お客様による取り付けは一切行わないでください。
■�ネジ・ナットは確実に締め付けてください。万一ゆるんでいると落下する原因となります。
■�本製品は日立プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよび
プロジェクターホームページをご覧ください。）
　他の製品の取り付け等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。

天吊り金具（A）に調整ブロック（C）を取り付けます。
支持ボルトを調整ブロック(C)の溝に合わせ入れM5×14六角頭ネジ（H）4本で締め付けます。3.
天吊り金具(A)

このラベルが同じ方向に
なるように取り付けてく
ださい。

支持ボルト

調整ブロック(C)

支持ボルトを溝に
引掛けます。

M5×14六角頭ネジ（H）
（左右４か所）

プロジェクター ブラケット（B）

20032

2
0
0

M6×16六角頭ネジ（J）
（4か所）

このラベルがレンズ側になる�
ように取り付けてください。

M6×16
六角頭ネジ (M)

HAS-404U
ブラケット（B）

M6×16
六角頭ネジ (M)

① ③

②

固定金具

④
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HAS-404U
取り付け方法について（つづき）

調整ブロック（C）にスペーサ（F）と上下調整金具（E）を取り付けます。

ネジカバー（G）を取り付けます。

ケーブル類を通します。

4.

5.

6.

上下調整金具（E）

取り付け方向に
ご注意ください

M5×20六角頭ネジ（I）
（6か所）

スペーサ（F）（3か所）

ネジカバー（G）
（4か所）

ケーブル類
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取り付け方法について（つづき）

ブラケット（B）を調整ブロック（C）に取り付けます。
支持ボルトをブラケットの溝に合わせ入れM5×14六角頭ネジ（H）4本で締め付けます。

天吊金具アセンブリに角度調整金具（D）を取り付けます。

7.

8.

M5×14六角頭ネジ（H）�
（4か所）

支持ボルトを溝に
引っ掛けます。支持ボルト

プロジェクタ

ブラケット(B)

調整ブロック(C)

このラベルと同じ方向
になるように取り付け
てください。

M5×14六角頭ネジ（H）�
（4か所）

角度調整金具（D）の溝を
ブラケットU字に引っ掛
けます。

角度調整金具（D）

角度調整金具（D）

天吊金具アセンブリ

M5×14六角頭ネジ（H）（4か所）
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 警告

�■�ネジを確実に締め付けるまでは、一時的に吊り下げた状態のため、落下しないよう
に注意してください。
�■�プロジェクターと金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。
　お客様による取り付けは一切行わないでください。
■�ネジ・ナットは確実に締め付けてください。万一ゆるんでいると落下する原因とな
ります。
■�本製品は日立プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよ
びプロジェクターホームページをご覧ください。）

　他の製品の取り付け等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。

取り付け方法について（つづき）

落下防止ワイヤー（K）をセキュリティーバーとアジャスターに取り付け、天吊り金具にM4×12六角頭ネジ(L)
で取り付けます。9.

アジャスターを外して
ください。

アジャスターをしっか
りと取り付けます。

落下防止ワイヤーをア
ジャスターに取り付け
てください。

落下防止ワイヤー（K） アジャスター

セキュリティーバー

落下防止ワイヤー（K）

M4×12六角頭ネジ（L）
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金具取り付け寸法図　HAS-404U + 日立プロジェクター モデル C

シート投写距離表　HAS-404U + 日立プロジェクター モデル C

16：10 画面 (WUXGA)

16：10 画面 (WXGA) （フルスクリーン：1,280× 800の参考値です。）

（フルスクリーン：1,024× 768の参考値です。）4：3 画面 (XGA)

a L1 L2 L3 L4 A1 A2 A3
インチ (型 ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ )

100 848�(33.40) 534�(21.03) 108� (4.26) 402�(15.83) 427�(16.80) 585�(23.02) 1773�(69.80)

150 1214�(47.79) 899�(35.41) 473�(18.64) 767�(30.21) 662�(26.07) 820�(32.30) 2682�(105.57)

200 1579�(62.17) 1265�(49.79) 839�(33.02) 1133�(44.60) 898�(35.35) 1056�(41.57) 3590�(141.35)

250 1944�(76.55) 1630�(64.18) 1204�(47.41) 1498�(58.98) 1133�(44.62) 1291�(50.84) 4499�(177.12)

300 2310�(90.94) 1995�(78.56) 1569�(61.79) 1863�(73.36) 1369�(53.89) 1527�(60.11) 5407�(212.89)

350 2675�(105.32) 2361�(92.94) 1935�(76.17) 2229�(87.75) 1604�(63.16) 1762�(69.38) 6316�(248.66)

a L1 L2 L3 L4 A1 A2 A3
インチ (型 ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ )

100 848� (33.40) 534� (21.03) 108� (4.26) 402� (15.83) 427� (16.80) 585� (23.02) 1773� (69.80)

150 1214� (47.79) 899� (35.41) 473� (18.64) 767� (30.21) 662� (26.07) 820� (32.30) 2682� (105.57)

200 1579� (62.17) 1265� (49.79) 839� (33.02) 1133� (44.60) 898� (35.35) 1056� (41.57) 3590� (141.35)

250 1944� (76.55) 1630� (64.18) 1204� (47.41) 1498� (58.98) 1133� (44.62) 1291� (50.84) 4499� (177.12)

300 2310� (90.94) 1995� (78.56) 1569� (61.79) 1863� (73.36) 1369� (53.89) 1527� (60.11) 5407� (212.89)

350 2675� (105.32) 2361� (92.94) 1935� (76.17) 2229� (87.75) 1604� (63.16) 1762� (69.38) 6316� (248.66)

a L1 L2 L3 L4 A1 A2 A3
インチ (型 ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ ) mm ( インチ )

100 826� (32.54) 512� (20.16) 86� (3.39) 380� (14.96) 326� (12.84) 484� (19.06) 1850� (72.84)

150 1181� (46.49) 866� (34.11) 440� (17.34) 734� (28.92) 510� (20.10) 668� (26.32) 2796� (110.10)

200 1535� (60.44) 1221� (48.06) 795� (31.29) 1089� (42.87) 695� (27.36) 853� (33.58) 3743� (147.36)

250 1890� (74.39) 1575� (62.01) 1149� (45.24) 1443� (56.82) 879� (34.62) 1037� (40.84) 4689� (184.62)

300 2244� (88.34) 1930� (75.97) 1504� (59.19) 1798� (70.77) 1064� (41.88) 1222� (48.10) 5636� (221.88)

350 2598� (102.29) 2284� (89.92) 1858� (73.14) 2152� (84.72) 1248� (49.14) 1406� (55.36) 6582� (259.14)

200

426

37
6~
47
6

20
0

a

A2

A1

A3

L3

L4

L1

L2

単位mm（インチ）
スクリーン

画面センター
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調整作業

フォーカスの粗調整を行います。
プロジェクターの取扱説明書を参照してください。

①～⑤の固定ネジを緩めてください。

1.

2.

④③

⑤

②

⑤①

⑤



35

HAS-404U HAS-404U

1.水平の微調整

4.左右の微調整

3.上下台形の微調整

2.左右台形の微調整

5.大きさの微調整

調整作業（つづき）

赤色

緑色

青色

微調整を行います。
下記順序で調整ネジや調整ノブを回して画面を調整します。3.

橙色

黄色

1
(赤色)

2
(緑色)

6
(紫色)

4
(橙色)
5
(黄色)

3
(青色)

1
(赤色)2

(緑色)

6
(紫色)

4
(橙色)5

(黄色)

3
(青色)
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6.高さの調整

調整作業（つづき）

A

B

高さ調整ネジをスパナもしくはドライバーで回転させ、高さを調整します。

上記のを1～6を繰り返し調整して、画面スクリーンを合わせ込みます。

紫色

①～⑤の固定ネジを締め付けます。4.

B

②

①

⑤

④
③

⑤

A高さ調整ネジ

ドライバー使用時
この穴にドライバーを差込み回転させます。

スパナ使用時
このネジを回転させます。
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〔4：3画面、16：10画面共〕

●ロール式スクリーンなど表面がたわんだスクリーンは投写画面におおきな歪みが生じるため使用できません。ボ
ード式など表面がフラットなスクリーンをご使用ください。
　スクリーンゲインの高いビーズタイプは適していません。ゲイン1.0�程度の広視野角タイプ（マットタイプ）
を推奨します。
　スクリーンの織目と液晶画素の干渉縞 (�モアレ）が発生する場合があります。故障ではありません。モアレ発生
を抑えたスクリーンをご使用ください。
●フォーカス調整すると画面上部のサイズが変わります。はじめにフォーカスを調整してから画面位置・角度を調
整してください。
●調整をはじめる前にコーナーフィットをリセットしてください。
●調整をはじめる前にデジタルズームが最大値 (フルスクリーン )であることを確認してください。
●調整をはじめる前にキーストーンが0( 補正なし )であることを確認してください。
●ランプが点灯してから性能が安定するまでの30分程度、または周囲環境が変わった場合に投写位置やフォーカ
スが若干変動する可能性があります。フォーカスが変動した場合は必要に応じて再調整してください。

お知らせ
・温度・湿度等の周囲環境が変わった場合に画面サイズや位置が変動することがあります。
・�設置後しばらくすると（1週間程度）壁面取り付け金具やミラーの微振動などにより投写位置が変動するこ
とがあります。

1.・設置後の変動を考慮して、使用するスクリーンのサイズに対して画面サイズを小さく設置してください。
・下表の値を参考にして上下 /左右方向にマージンを確保してください。
・画面歪も考慮して、各辺のいずれの個所においてもマージンを確保してください。

調整の注意点

スクリーンサイズ
インチ（型）

上下方向
マージン [mm]

左右方向
マージン [mm]

100 30 35
150 43 48
200 55 60
250 68 73
300 80 85
350 83 98

上下方向マージン

上下方向マージン

左右方向
マージン

左右方向
マージン

投写画面



38

HAS-404U
調整仕様

項目 画面の動き 微調整量（液晶プロジェクターの移動量） 調整方法の表記

水平の微調整 ± 5° 15ページ

左右台形の微調整 ± 5° 15ページ

上下台形の微調整 ± 5° 15ページ

左右の調整 ± 25mm (0.98 インチ) 15ページ

前後の調整 ± 50mm (1.96 インチ) 15ページ

上下の調整 0 ～ 100mm (0 ～ 3.93 インチ) 16ページ
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取付対象機種
型式（形名） スクリーンサイズ 質量

日立プロジェクター�
Ａモデル

CP-X9110J(CP-X9110)�
CP-X9111J(CP-X9111)

4：3

約 16.6kg�
(レンズ含まず)

CP-WX9210J(CP-WX9210)�
CP-WX9211J(CP-WX9211)�
CP-WU9410J(CP-WU9410)�
CP-WU9411J(CP-WU9411)

16：10

CP-WU9100BJ(CP-WU9100B)�
CP-WU9100WJ(CP-WU9110W)

16：10
約 17.0kg�
(レンズ含まず)

日立プロジェクター�
Ｂモデル

LP-WU9750BJ(LP-WU9750B)�
LP-WU9100BJ(LP-WU9100B)

16：10
約 28kg�

(レンズ含まず)

日立プロジェクター�
Ｃモデル

CP-X8800WJ(CP-X8800W)
CP-X8800BJ(CP-X8800B)

4:3

約�11.1kg
(レンズ含まず)

CP-WX8750WJ(CP-WX8750W)
CP-WX8750BJ(CP-WX8750B)
CP-WU8700WJ(CP-WU8700W)
CP-WU8700BJ(CP-WU8700B)
CP-WX8650WJ(CP-WX8650W)
CP-WU8600WJ(CP-WU8600W)

16:10

レンズ、固定金具
FL-910（Aモデル用）�
FL-920（Bモデル用）�
FL-710（Cモデル用）

― 約6.0kg

天吊り金具 HAS-404U ― 約12.4kg

対象機種

日立プロジェクター�Ａモデル

日立プロジェクター�Ｂモデル

日立プロジェクター�Cモデル

設置、調整、対応機種に関しましては下記のウエッブサイトでご確認ください。
日本:
http://www.hitachi.co.jp/proj/


