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プロジェクター　LP-WU9750BJ　製品仕様

■お知らせ
本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は、2016年6月現在のものです。

■製品概要 　　＊レンズは別売りです（写真はSD-903装着イメージ）。

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。

　・長寿命20,000時間
※1

のレーザー光源を採用、防塵構造の光学エンジンにより、メンテナンス負荷を軽減しました。
　・電動調整機構を搭載しており、リモコンからレンズシフト、ズーム、フォーカスの調整が可能です。

　・360度全方位投写可能。様々な設置方法で使用シーンが広がります。

　・エッジブレンディング機能を搭載。複数台のプロジェクターの投写画面の継ぎ目をなめらかに合成し大画面を投写できます。

　・映像機器とプロジェクターを市販のLANケーブル(Cat5e以上、シールドタイプ)一本で最大約100mまで接続できるHDBaseT™入力端子および業務用映像機器で
　　採用されているSDI端子も搭載しています。
  ※1 光源のみ。保証値ではありません。
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®
方式

8,000ルーメン
1,920x1,200（WUXGA)

20,000:1 （「ダイナミックブラック」の設定は「オン」）
0.67型×1枚

16:10
2,304,000画素 (水平1,920×垂直1,200)

電動ズーム　*FL-920装着時は固定ズーム。
フォーカス 電動フォーカス

電動レンズシフト（垂直／水平）　*FL-920装着時は固定レンズシフト。
50 - 600型　*FL-920装着時は 100 - 350型。

レーザーダイオード

デジタル信号
入力：　HDMI(HDCP対応)×2系統 / DVI-D×1系統 / HDBaseT×1系統 / SDI×１系統

出力：　SDI×１系統
コンピュータ入力 Dサブ15ピンミニ×1系統 / 5BNC ×1系統
コンポーネントビデオ
入力 (Ｙ,Cb/Pb,Cr/Pr)

Dサブ15ピンミニ×1系統 / 3BNC x １系統
(※コンピュータ入力端子と共用)

Dサブ9ピン×1系統
リモコン信号入力 3.5mmステレオミニ×1系統
トリガー信号 3.5mmステレオミニ×1系統

AC100V　(50/60Hz）
500mm × 216mm × 576mm　(レンズ含まず)

500mm × 212mm × 576mm　(レンズ、突起部含まず)
約28kg （レンズ無し）

743mm x 315mm x 561mm
USL-901装着時：36.6kg (本体28.0kg+金具6.8ｋｇ+レンズ1.8ｋｇ)
SL-902装着時：36.8kg (本体28.0kg+金具6.8ｋｇ+レンズ2.0ｋｇ)
SD-903装着時：36.1kg （本体28.0kg+金具6.8ｋｇ+レンズ1.3kg）
ML-904装着時：36.6kg （本体28.0kg+金具6.8ｋｇ+レンズ1.8kg）
LL-905装着時：36.4kg （本体28.0kg+金具6.8ｋｇ+レンズ1.6kg）
UL-906装着時：36.6kg （本体28.0kg+金具6.8ｋｇ+レンズ1.8kg）

USL-901装着時：34.0kg (本体28.0kg+金具4.2ｋｇ+レンズ1.8ｋｇ)
SL-902装着時：34.2kg (本体28.0kg+金具4.2ｋｇ+レンズ2.0ｋｇ)
SD-903装着時：33.5kg （本体28.0kg+金具4.2ｋｇ+レンズ1.3kg）
ML-904装着時：34.0kg （本体28.0kg+金具4.2ｋｇ+レンズ1.8kg）
LL-905装着時：33.8kg （本体28.0kg+金具4.2ｋｇ+レンズ1.6kg）
UL-906装着時：34.0kg （本体28.0kg+金具4.2ｋｇ+レンズ1.8kg）

USL-901装着時：33.6kg (本体28.0kg+金具3.8ｋｇ+レンズ1.8ｋｇ)
SL-902装着時：33.8kg (本体28.0kg+金具3.8ｋｇ+レンズ2.0ｋｇ)
SD-903装着時：33.1kg (本体28.0kg+金具3.8ｋｇ+レンズ1.3ｋｇ)
ML-904装着時：33.6kg （本体28.0kg+金具3.8ｋｇ+レンズ1.8kg）
LL-905装着時：33.4kg （本体28.0kg+金具3.8ｋｇ+レンズ1.6kg）
UL-906装着時：33.6kg （本体28.0kg+金具3.8ｋｇ+レンズ1.8kg）

FL-920装着時：46.4kg (本体28.0kg+金具12.4ｋｇ+レンズ6.0ｋｇ)

0～40℃（エコ）、0～35℃（ノーマル）　（海抜0～1600m）
0～35℃（海抜1600～3048m）

10～80% (結露なきこと)
リモコン、電源コード(2.5m)、コンピュータケーブル(2m)、単3乾電池(2個)、

取扱説明書（保証書つき）、ユーザーマニュアルCD-ROM

オプションレンズ
　 超短焦点固定レンズ: FL-920
　 超短焦点レンズ: USL-901
 　短焦点レンズ   :　SL-902
 　標準レンズ      :　SD-903
 　中焦点レンズ   :　ML-904
 　長焦点レンズ   :　LL-905
 　超長焦点レンズ:　UL-906

３６０度（全方位）　*超短焦点固定レンズFL-920装着時は天吊り設置・据え置き設置のみ可能）
材質：樹脂成型品 、色：黒色

投写方式(設置方式)

本体質量

キャビネット

天吊時
総重量

高天井金具
(HAS-304H+HAS-L9750)
使用時

低天井金具
(HAS-204L+HAS-L9750)
使用時

低天井用薄型金具
(HAS-104S+HAS-L9750)
使用時

天井取り付け金具
(HAS-404U) 使用時

使用周囲温度

光源

使用周囲湿度

付属品

別売品

梱包寸法（ＷｘＨｘＤ）

制御入力

本体寸法（ＷｘＨｘＤ）

アナログ信号

使用電源

接続端子

投写画面サイズ

型式

表示方式

アスペクト比
画素数
ズーム

レンズ
(別売)

レンズシフト

明るさ（有効光束）
解像度

パネルサイズ
コントラスト比

ＤＬＰ
Ⓡ
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天吊り金具：

高天井用パイプ金具: HAS-304H

低天井用金具: HAS-204L

低天井用薄型金具: HAS-104S
天吊り用ブラケット: HAS-L9750

天井取り付け金具: HAS-404U（超短焦点固定レン

ズ「FL-920」と組み合わせて使用してください）

-1/10－ ver1.2



■外形寸法図 （レンズ無し）

■側面端子部
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■投写距離

オプションレンズ USL-901, SL-902, SD-903, ML-904, LL-905, UL-906 装着時

　投写距離表

ご使用の環境に合わせ、設置の方法と位置を決めてください。本機とスクリーンの距離に

ついては各表をご参照ください。表の数値はフルスーンの場合の参考値（±１０％）です。
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オプションレンズ FL-920 装着時

　投写距離表
■１６：１０画面

■１６：９画面

■４：３画面

スクリーンサイズ

(型) H[m] V[m]

スクリーンサイズ

(型) H[m] V[m]

スクリーンサイズ

(型) H[m] V[m]

スクリーンサイズ

(型) H[m] V[m]

スクリーンサイズ

(型) H[m] V[m]

スクリーンサイズ

(型) H[m] V[m]
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■レンズシフト範囲

　　　　※ FL-920装着時は固定レンズシフト。

■設置可能角度
360度全方位投写可能

* 接続端子部を上に向けた設置およびレンズを下に向けた設置では光学部品の寿命が短くなります。

FL-920以外のレンズ装着時 FL-920装着時
■ 前方・側面・底面吸気 後方・側面・底面吸気

後方排気 前方排気

排気口と壁の間には50cm以上、吸気口と壁の間には30cm以上のスペースを確保してください。プロジェクターの周辺には十分な空間を設けてください。

卓上設置 装着レンズ： USL‐901

● ： スクリーン中心 = 光軸中心

装着レンズ： SL‐902, SD‐903, ML‐904, LL‐905, UL‐906

50%

22%

10%10%

卓上設置

60%

22%

10%10%
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■入出力信号端子

AD CF EG
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H I

Ⓚ SDI IN    Ⓛ SDI OUT

J K L
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N

M

O

P

Ⓞ トリガー

ロールアップスクリーンまたはその他の１２Ｖトリガー機器との接続端子です。

350mA モニターリレー用 12 V（±1.5V）出力、短絡保護機能付き。
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■　対応信号例
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