
日立DLPⓇプロジェクター　LP-WU9100BJ　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、2018年1月現在のものです。

■製品概要 　　＊レンズは別売です（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、長時間の連続投写が可能なプロジェクターです。
　・光学エンジンを防塵構造とすることで内部へのごみやほこりの侵入を抑制し長時間明るさを維持、エアーフィルターレスを実現しました。、

　・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。

　・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。

フォーカス

デジタル信号
コンピュータ入力
コンポーネントビデオ
入力 (Ｙ,Cb/Pb,Cr/Pr)

リモコン信号入力
LAN

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-901A
 　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

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
※HAS-404Uは、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。

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
Ⓡ

チップ

LP-WU9100BJ

50 - 600型　*FL-920装着時は 100 - 350型
レーザーダイオード

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
Dサブ15ピンミニ×1系統 / 5BNC ×1系統

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
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

1チップＤＬＰ
®
方式

10,000ルーメン （「映像モード」の設定は「ダイナミック」、「エコモード」の設定は「ノーマル」、レンズシフト位置はセンター）
1,920x1,200（WUXGA)

30,000:1 （「ダイナミックブラック」の設定は「オン」）
0.67型×1枚

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
3.5mmステレオミニ×1系統

RJ45×1系統 (※HDBaseT入力端子と共用)
AC100V　(50/60Hz）　13.4A

500mm × 216mm × 576mm　(レンズ含まず)
約28kg （レンズ無し）

743mm x 315mm x 561mm
USL-901A装着時：36.7kg (本体28.0kg+金具6.8ｋｇ+レンズ1.9ｋｇ)

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：36.7kg （本体28.0kg+金具6.8ｋｇ+レンズ1.9kg）
UL-906装着時：36.6kg （本体28.0kg+金具6.8ｋｇ+レンズ1.8kg）

USL-901A装着時：34.1kg (本体28.0kg+金具4.2ｋｇ+レンズ1.9ｋｇ)
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：34.1kg （本体28.0kg+金具4.2ｋｇ+レンズ1.9kg）
UL-906装着時：34.0kg （本体28.0kg+金具4.2ｋｇ+レンズ1.8kg）

材質：樹脂成型品 、色：黒色
３６０度（全方位）　＊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

USL-901A装着時：33.7kg (本体28.0kg+金具3.8ｋｇ+レンズ1.9ｋｇ)
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：33.7kg （本体28.0kg+金具3.8ｋｇ+レンズ1.9kg）
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)

0～45℃
（海抜0～1219m ： 36℃以上では光源の明るさが自動的に暗くなります。）

（海抜1219～1676m ： 30℃以上では光源の明るさが自動的に暗くなります。）
（海抜1676～4200m ： 25℃以上では光源の明るさが自動的に暗くなります。）

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(1.8m)、単3形乾電池(2個)、取扱説明書（保証書つき）、

有線リモコンケーブル、、RS-232Cケーブル（クロス：端子はDサブ9ピン オス-オス）、マウントキャップ
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■外形寸法図
単位 ： mm

　　 【 装着レンズ　：　USLP-901A / SL-902 / SD-903 / ML-904 / LL-905 / UL-906　】

【 装着レンズ ： FL‐920 】

X
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■側面端子部

■電源
　コンセント形状にご注意ください
　　　本機をコンセントに接続する場合は、コンセント形状と ●電源プラグ　形状 IL形（接地極付）
　　　容量を必ず守るようにしてください。また、専用の電気 　　　　　　　　　容量 20A
　　　回路が必要です。
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■投写距離

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

　投写距離表

※上記の表以外の画面サイズの投写距離は、下記の計算式で求めることが出来ます。
   USL-901A使用時：  a [m] (最小)=0.0168×(投写画面サイズ [型] )+0.0260  a [m] (最大)=0.0209×(投写画面サイズ [型] )+0.0294
   SL-902使用時：  a [m] (最小)=0.0254×(投写画面サイズ [型] )-0.0052  a [m] (最大)=0.0378×(投写画面サイズ [型] )+0.0038
   SD-903使用時：  a [m] (最小)=0.0356×(投写画面サイズ [型] )-0.0176  a [m] (最大)=0.0533×(投写画面サイズ [型] )-0.0110
   ML-904使用時：  a [m] (最小)=0.0523×(投写画面サイズ [型] )-0.0237  a [m] (最大)=0.0796×(投写画面サイズ [型] )-0.0112
   LL-905使用時：  a [m] (最小)=0.0766×(投写画面サイズ [型] )-0.0897  a [m] (最大)=0.1232×(投写画面サイズ [型] )-0.0880
   UL-906使用時：  a [m] (最小)=0.1175×(投写画面サイズ [型] )+0.2476  a [m] (最大)=0.1874×(投写画面サイズ [型] )+0.2752

※上記の表以外の画面サイズの投写距離は、下記の計算式で求めることが出来ます。
   USL-901A使用時：  a [m] (最小)=0.0173×(投写画面サイズ [型] )+0.0260  a [m] (最大)=0.0215×(投写画面サイズ [型] )+0.0294
   SL-902使用時：  a [m] (最小)=0.0261×(投写画面サイズ [型] )-0.0052  a [m] (最大)=0.0388×(投写画面サイズ [型] )+0.0038
   SD-903使用時：  a [m] (最小)=0.0366×(投写画面サイズ [型] )-0.0176  a [m] (最大)=0.0547×(投写画面サイズ [型] )-0.0110
   ML-904使用時：  a [m] (最小)=0.0533×(投写画面サイズ [型] )-0.0237  a [m] (最大)=0.0818×(投写画面サイズ [型] )-0.0112
   LL-905使用時：  a [m] (最小)=0.0788×(投写画面サイズ [型] )-0.0897  a [m] (最大)=0.1267×(投写画面サイズ [型] )-0.0880
   UL-906使用時：  a [m] (最小)=0.1207×(投写画面サイズ [型] )+0.2476  a [m] (最大)=0.1926×(投写画面サイズ [型] )+0.2752

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。

USL-901A

USL-901A
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※上記の表以外の画面サイズの投写距離は、下記の計算式で求めることが出来ます。
   USL-901A使用時：  a [m] (最小)=0.0190×(投写画面サイズ [型] )+0.0260  a [m] (最大)=0.0237×(投写画面サイズ [型] )+0.0294
   SL-902使用時：  a [m] (最小)=0.0288×(投写画面サイズ [型] )-0.0052  a [m] (最大)=0.0428×(投写画面サイズ [型] )+0.0038
   SD-903使用時：  a [m] (最小)=0.0403×(投写画面サイズ [型] )-0.0176  a [m] (最大)=0.0603×(投写画面サイズ [型] )-0.0110
   ML-904使用時：  a [m] (最小)=0.0592×(投写画面サイズ [型] )-0.0237  a [m] (最大)=0.0901×(投写画面サイズ [型] )-0.0112
   LL-905使用時：  a [m] (最小)=0.0868×(投写画面サイズ [型] )-0.0897  a [m] (最大)=0.1395×(投写画面サイズ [型] )-0.0880
   UL-906使用時：  a [m] (最小)=0.1330×(投写画面サイズ [型] )+0.2476  a [m] (最大)=0.2122×(投写画面サイズ [型] )+0.2752

オプションレンズ FL-920 装着時

　投写距離表
     ■１６：１０画面

        ※左記の表以外の画面サイズの投写距離は、
           下記の計算式で求めることが出来ます。
           A1 [m] =0.0076×(投写画面サイズ [型] )+0.0607
           A2 [m] =0.0076×(投写画面サイズ [型] )-0.7786
           A3 [m] =0.0076×(投写画面サイズ [型] )-0.2026
           A4 [m] =0.0076×(投写画面サイズ [型] )-0.0624
           A5 [m] =0.0076×(投写画面サイズ [型] )+0.0771
           B1 [m] =0.0044×(投写画面サイズ [型] )-0.0605
           B2 [m] =0.0044×(投写画面サイズ [型] )+0.1555

     ■１６：９画面
        ※左記の表以外の画面サイズの投写距離は、
           下記の計算式で求めることが出来ます。
           A1 [m] =0.0078×(投写画面サイズ [型] )+0.0607
           A2 [m] =0.0078×(投写画面サイズ [型] )-0.7786
           A3 [m] =0.0078×(投写画面サイズ [型] )-0.2026
           A4 [m] =0.0078×(投写画面サイズ [型] )-0.0624
           A5 [m] =0.0078×(投写画面サイズ [型] )+0.0771
           B1 [m] =0.0045×(投写画面サイズ [型] )-0.0605
           B2 [m] =0.0045×(投写画面サイズ [型] )+0.1555

■寸法Ａ２は、プロジェクター本体とスクリーンまでの間の距離です。設置の際は、]本機の
排気口や吸気口と壁などとのスペースを必ず５０ｃｍ以上とって設置してください。
■密閉した空間に設置する際は、空調設備、換気設備を設けてください。通風が正常に行
われないと、プロジェクターの内部温度が上がりすぎ、電源が自動的に切れたり、火災や故
障の原因となることがあります。

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]

USL-901A
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■４：３画面
        ※左記の表以外の画面サイズの投写距離は、
           下記の計算式で求めることが出来ます。
           A1 [m] =0.0086×(投写画面サイズ [型] )+0.0607
           A2 [m] =0.0086×(投写画面サイズ [型] )-0.7786
           A3 [m] =0.0086×(投写画面サイズ [型] )-0.2026
           A4 [m] =0.0086×(投写画面サイズ [型] )-0.0624
           A5 [m] =0.0086×(投写画面サイズ [型] )+0.0771
           B1 [m] =0.0049×(投写画面サイズ [型] )-0.0605
           B2 [m] =0.0049×(投写画面サイズ [型] )+0.1555

■レンズシフト範囲

　　　　※ FL-920装着時は固定レンズシフト。

卓上設置 装着レンズ： USL‐901A

● ： 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%

スクリーンサイズ

(型) H[m] V[m]
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■設置可能角度
アジャスタ脚による角度調節範囲：　-0.5°～ +5.5°

360度全方位設置可能

* 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。

■キーストン補正角度

・キーストン補正の調節範囲は、入力信号によって異なります。また、入力信号によっては正しく動作しないことがあります。
・できるだけズーム調節をWIDE（大きく表示）に調節してお使いください。ズーム調節がTELE（小さく表示）側に調節されていると、過補正となることがあります。
・水平レンズシフトが真ん中に調節されていないと、正しく補正できないことがあります。
・「コーナーフィット｣もしくは「ワーピング」と同時に設定することはできません。

UL-906 (超長焦点レンズ) ±60°（手動 ） ±40°（手動）

SD-903 (標準レンズ) ±60°（手動 ） ±40°（手動）

装着レンズ 水平 垂直

USL-901A (超短焦点レンズ) ±60°（手動 ） ±40°（手動）

±60°（手動 ） ±40°（手動）
ML-904 (中焦点レンズ) ±60°（手動 ） ±40°（手動）
LL-905 (長焦点レンズ)

FL-920 (超短焦点レンズ) ±5°（手動 ） －

SL-902    (短焦点レンズ) ±60°（手動 ） ±40°（手動）

0°～3° 0°～3°
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■入出力信号端子

AC BE DF
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I J

H G
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N M L

K

O
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■　対応信号例
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