
BrilliantColorTMを採用し、従来のRGB（光の３原色）＋W（白）４色の

カラーホイールにC（シアン）とY（イエロー）のセグメントを加えました。

それにより、シアン系（水色）やイエロー系の色再現性が、飛躍的に向上しています。

澄み渡る空と白い雲とのコントラストや、活き活きとした花の花弁のディテール、

太陽の光に透ける緑色の葉の色なども、より忠実に再現することが可能になりました。

従来のDLP®方式プロジェクターの色再現領域

上の図は、従来のDLP®方式と、BrilliantColorTMを採用したプロジェクターの色再現領域を表したものです。

中心の三角形が従来のDLP®方式、その周辺部分がBrilliantColorTMによって拡張することが

可能となった色再現領域です。

BrilliantColorTMは、TAXANが採用したVariable Illuminationをはじめさまざまな要素技術が積み重なり、

従来のDLP®方式プロジェクターの色再現に革新をもたらす新たなテクノロジーの総称です。

これまでのDLP®方式プロジェクターに革新的な
色再現性の向上をもたらすBrilliantColorTM

型番

希望小売価格

投映方式

 DLP®チップ サイズ

  画素

 投映レンズ

 光源（高圧水銀灯）

 光学装置

画面サイズ 最小（テレ時）

 最大（ワイド時）

色再現性

明るさ※1 標準

 省電力モード

コントラスト比（フルオン・オフ）

音声出力

走査周波数（水平／垂直）

 コンピュータ入力端子

 モニタ出力端子

 VGA（640×480）

 SVGA（800×600）

 XGA（1024×768）

 SXG（1280×1024）

ビデオ入力 入力信号

 入力端子

 水平解像度

音声入力端子

その他端子

使用環境

電源

消費電力

外形寸法（突起部除く）

質量

付属品

KG-PS232Xh KG-PS232X KG-PV131X KG-PV131S

786,432画素（1024×768） 480,000画素（800×600）
マニュアルズーム（×1.15）オートフォーカス　F2.45-2.62／ f=18.7 -21.5mm

￥319,800 ￥259,800 ￥159,800 ￥134,800

マニュアルズーム（×1.15）マニュアルフォーカス　F2.45-2.62／ f=18.7 -21.5mm
230W 200W

3000lm 2500lm 2000lm 2000lm
標準時の約80%の輝度で投映 ー ー

拡大・リアル表示
拡大・リアル表示
リアル表示
圧縮表示 

拡大・リアル表示
リアル表示
圧縮表示
̶

定格：300W
省電力モード時：245W
待機時：10W以下

ランプ故障保証
製品購入後6ヶ月以内でかつ使用時間が500時間以内であれば、
無料で新品ランプに交換いたします。※1・※2・※3

修理品の引き取り・修理完了品のお届け
故障が発生した際の、製品の引き取り及び修理完了品のお届けを送料無料で
行ないます。詳しくは弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。※2

修理期間中の無料代替機のお届け
製品の修理期間中に代替機を無料でお届けいたします。また、修理完了品の
お届け時に代替機の回収を無料で行ないます。※4

製品保証
保証書記載の無料修理規定に基づく、電気系統や機械系統などの無料修理を
2年間延長いたします。保証書記載の範囲であれば、保証に限度額はございません。

落下故障保証
落としたりぶつけたりした際の破損について、製品購入後1年以内であれば無料で
修理いたします。※5

新品交換保証
「製品保証」において修理不能な場合は、新品と交換いたします。
同じ機種への交換が不可能な場合は、同等機種との交換となります。※6

定格：245W
待機時：10W以下

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
入
出
力

主要部品
仕様

対
応
解
像
度

1チップDLP®方式
0.55型

ダイクロイックフィルターによる光時分割合成方式
31.3型（投映距離1.2m）

300型（投映距離11.79m）
フルカラー（1,677万色）

2000：1
0.5Wモノラル

15 - 80kHz／ 50 - 85Hz
ミニD-sub15ピン（アナログRGB／ YCbCr／ YPbPr共通）×2
ミニD-sub15ピン（アナログRGB／ YCbCr／ YPbPr共通）×1

NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL_N、PAL_M、PAL60、SECAM、YCbCr（NTSC、PALのみ）、YPbPr（480p、576p、1080i、720p）
RCA（ビデオ）×1／ミニDIN4ピン（S-ビデオ）×1／ミニD-sub15ピン（アナログRGB／ YCbCr／ YPbPr共通）×2

NTSC：550本
ステレオミニジャック（コンピュータ／ビデオ共通）×1（　3.5mm）

ミニD-sub9ピン（RS232C）×1
動作温度：5 - 35℃、動作湿度：10 - 85%（ただし結露しないこと）

AC100V、50／ 60Hz

260×58×210mm（幅）×（高）×（奥行）
約1.9kg

ワイヤレスリモコン（単 3電池2本付き）／電源コード（1.8m）／フェアライトコア（3個）／ RGB信号ケーブル（ミニD-sub15ピン／ 2m）／
ソフトケース／取扱説明書CD-ROM／スタートアップガイド／安全とサポートサービスご案内／セキュリティシート／セキュリティラベル

仕様一覧

サポートガイド
TAXAN データ・プロジェクターは、通常の製品保証に加え、 2つのサポートプランで、安心・充実のサポートをご提供します
加賀コンポーネントでは、TAXAN製品に添付の保証書にて保証させていただく内容とは別に、 
安心・充実の2つのサポートプランをご用意しております。サポート内容については、以下をご参照ください。
 

購入後6ヶ月間
新品ランプ交換・0円

TAXAN データ
プロジェクターサポート1（無料）サポート内容 TAXAN データ

プロジェクターサポート2（有料）

購入後1年間
送料・0円

購入後1年間
代替機・0円

購入後6ヶ月間
新品ランプ交換・0円

購入後3年間
送料・0円

購入後3年間
代替機・0円

購入後3年間
0円

購入後1年間
0円

購入後1年間
0円

ー

ー

ー

※1：出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911：02003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。

品　　名 型　　番 価　　格 本体価格
PS200／PV100シリーズ用天吊金具 KG-BRPS2 ￥42,000 ￥40,000
※その他のオプション品に関してはオプション品カタログもしくは当社Webサイトをご覧ください。

品　　名 型　　番 価　　格 本体価格
PV100シリーズ用ランプ KG-LPV1200 ￥42,000 ￥40,000
PS200シリーズ用ランプ KG-LPS2230 ￥42,000 ￥40,000

オプション品一覧

※1：製品購入後6ヶ月を超えた場合には、使用時間が500時間以内でもランプと交換費用は有料となります。使用時間が500時間を超えた場合には、製品購入後6ヶ月以内でもランプと交換費用は有料となります。※2：製品を天吊りしている場合など、製品の取り外
し・取り付けに関する費用は有料となります。※3：落下・衝撃等、適正ではない取り扱いで生じたランプ破損は対象外となります。※4：代替機のお届けは、お申し出があった場合に限ります。※5：ランプ・付属品の破損は対象外です。※6：新品交換の場合には、シリアル
NO.の再登録が必要なためサポート2に再加入していただきます。その際、再加入料1,500円が必要です。再加入した際のサポート有効期間は新品交換から3年です。

True Color

色再現性と使いやすさを追求した答えをカタチに

2008年、TAXANは
ブリリアントカラーを採用。
色再現性を追求します。

Innovation in DLP® Projectors

DLP® Data Projector

●お問い合わせは…

〒113-0033 東京都文京区本郷2-2-9

2008年4月作成 PS/PV-V-200804-01

©2008 KAGA COMPONENTS CO., LTD.

加賀コンポーネント プロジェクター カスタマーセンター
受付時間平日
9：00～17：30

携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
TEL     0120-331-059 FAX 03-3814-4543www.taxan-projector.com

安全に関するご注意…ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　
安全に関するご注意…水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
警告…投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
警告…レンズの前に光を遮るように紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
警告…プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により
大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用
条件によって大きな差があります。

プロジェクターに関する情報は…

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、
実際の色と若干異なります。●DLP®、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、
一般に各社の商標または登録商標です。●オープンプライスの商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。



BrilliantColorTMを採用し、従来のRGB（光の３原色）＋W（白）４色の

カラーホイールにC（シアン）とY（イエロー）のセグメントを加えました。
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上の図は、従来のDLP®方式と、BrilliantColorTMを採用したプロジェクターの色再現領域を表したものです。

中心の三角形が従来のDLP®方式、その周辺部分がBrilliantColorTMによって拡張することが

可能となった色再現領域です。

BrilliantColorTMは、TAXANが採用したVariable Illuminationをはじめ、さまざまな要素技術が積み重なり、

従来のDLP®方式プロジェクターの色再現に革新をもたらす新たなテクノロジーの総称です。

これまでのDLP®方式プロジェクターに革新的な
色再現性の向上をもたらすBrilliantColorTM



TAXANが追求したこと。それは、すべてのお客様に満足いただける使い心地、

そしてなにより、忠実に色を再現するというプロジェクターに求められる本来の機能を、

飛躍的に向上させることです。TAXANは、BrilliantColorTMを採用することで、

その思いをついにカタチにしました。

色彩表現に忠実に向かい合いました。

2008年 TAXANのプロジェクターは、True Colorへ。
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色彩表現に忠実に向かい合いました。

2008年 TAXANのプロジェクターは、True Colorへ。

さらに鮮やかに、より忠実に、
BrilliantColorTMが誇る色再現性。

最適な色再現性を目的に応じてコントロールするVariable Illumination

High
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Normal
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Low
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Lamp Power概念図

映画モード

カラーホイールの各セグメントに照射するランプ光量をプログラムに

より調整。目的や用途に応じたカラーバランスにより多様な色再現

を実現することが可能になりました。（Variable Illumination採用）

各セグメントに投映する光量の

バランスを変更するモード選択

機能を搭載。RGBを強く投映す

る「明るさ優先モード」やYCを

強くする「色優先モード」など、

目的に応じた選択が可能です。

●Variable Illuminationのしくみ

実験風景photo

プロジェクターの代表的な投映方式には、大きく分けてDLP®方式と液晶方

式の2通りがあります。BrilliantColorTMを採用したTAXAN KG-PS232Xh、

従来のDLP®方式プロジェクター、そして液晶方式プロジェクターによる3種

類の投映実験を実施。同一環境下で同じ画像データを投映し、色の再現性

の特長を比較した実験を、忠実にデジタルカメラで撮影しました。

BrilliantColorTMを採用しているため、中間色の微妙な色相が再現されているのがわかります。特に

C、Yのセグメントの導入により、自然の景色でよく見られる鮮やかな青や黄色が綺麗に投映されて

います。色相と彩度のバランスも良く、投映した画像そのままの色が再現されています。

BrilliantColorTMの採用

により、高いコントラス

ト比を維持しながら

も、輝度の高い色域も

繊細な色までもくっきり

と再現することが可能

となりました。

コントラストが高いので、文字や罫

線を中心としたビジネスシーンでの

投映に最適です。特に明るさ優先

モードでは、淡い色や黄色、水色に

ついてはお客様から色再現性向上

の要望を頂いていました。色再現性

を求められる場合には、色優先

モードの選択をお奨めしています。

代表的な液晶方式プロジェクター従来のDLP®方式プロジェクター

プロジェクター投映実験からわかる各投映方式の特性

弊社U5シリーズ＜明るさ優先モード＞

BrilliantColorTM採用のTAXAN KG-PS232Xh＜標準モード＞

＜加賀コンポーネント本社実験室にて＞

標準モード

バランスのとれた色再現が可能で、
あらゆるシーンに対応します。

色優先モード

黄色や青の再現性にすぐれ、風景
写真などを投映するのに最適です。

明るさ優先モード

図表やグラフなどプレゼンテーション
や明るい室内での投映に最適です。

映画モード

動画の再生能力に優れ、迫力ある映
像の魅力をそのままに再現します。

色再現性を飛躍的に向上

従来のDLP®方式を使用した一般的なプロジェクターはRGB＋Wの4セグメント

カラーホイールにより色を再現していました。TAXANのBrilliantColorTMは、

RGB＋Wに印刷の原色であるC（シアン）、Y（イエロー）を加えた計６色のカラ

ーホイールを採用しています。これにより黄色や水色系統の色再現領域を飛躍

的に拡大することが可能になりました。

従来のDLP®方式とBrilliantColorTMの色再現領域を示し
た図です。黄色や水色の部分が特に色再現性が高いこ
とを示しています。

CYWR G BWR G B

4セグメントカラーホイール 6セグメントカラーホイール

鮮やかな色で定評のあった方式で

す。この方式はランプ光をRGBに

分解した後、再度プリズムで合成して

投映しているものが中心です。黄

色や緑、水色などが強く発色する

ように調整されているのが、カラー

パレットや原色系のグラデーション

を投映するとよくわかります。

ここで紹介する投映実験は、それぞれのプロジェクターの色再現性の特徴を比較したものであり、弊社内の評価と
なっています。実際に目で見た色と写真・印刷では可視光や再現に差がありますのでイメージとしてお考えください。
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従来のDLP®方式プロジェクターの色再現領域
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色再現性を飛躍的に向上

従来のDLP®方式を使用した一般的なプロジェクターはRGB＋Wの4セグメント

カラーホイールにより色を再現していました。TAXANのBrilliantColorTMは、

RGB＋Wに印刷の原色であるC（シアン）、Y（イエロー）を加えた計６色のカラ

ーホイールを採用しています。これにより黄色や水色系統の色再現領域を飛躍

的に拡大することが可能になりました。

従来のDLP®方式とBrilliantColorTMの色再現領域を示し
た図です。黄色や水色の部分が特に色再現性が高いこ
とを示しています。

CYWR G BWR G B

4セグメントカラーホイール 6セグメントカラーホイール

鮮やかな色で定評のあった方式で

す。この方式はランプ光をRGBに

分解した後、再度プリズムで合成して

投映しているものが中心です。黄

色や緑、水色などが強く発色する

ように調整されているのが、カラー

パレットや原色系のグラデーション

を投映するとよくわかります。

ここで紹介する投映実験は、それぞれのプロジェクターの色再現性の特徴を比較したものであり、弊社内の評価と
なっています。実際に目で見た色と写真・印刷では可視光や再現に差がありますのでイメージとしてお考えください。
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従来のDLP®方式プロジェクターの色再現領域



色再現性を追求したフラッグシップモデル。

3000
lm

1.9
kg XGA 2500

lm
1.9
kg XGA

Auto
Focus



PS200シリーズには、BrilliantColorTMを採用。中間色の再現性

と輝度を大幅に向上させ、ハイコントラストを維持したまま鮮明

な画像を投映することができます。これにより、明るい室内でも

くっきりと画像や文字を投映することが可能です。

レンズシャッターを採用することで、電源をOFFにすることなく
投映の中断、再開がスムーズにおこなえます。

BrilliantColorTMを採用し、より忠実に色を再現

電源ボタンを押した後はオートフォーカスでピントが合います。ズ

ームリングで画面の大きさを調整するだけで、すばやくプロジェク

ターを使用できます。

2 Stepの簡単セットアップ

プロジェクター本体前面に搭載されたオートフォーカスセンサ

によりスクリーンまでの距離を自動的に計測しピントを調整。す

ぐにプレゼンテーションを開始することができます。

即座にピントを合わせるオートフォーカス機能

一時画面消去機能を備えたレンズシャッター

クイックスタート機能により電源ON後約18秒で投映を開始し、
自動台形補正機能により、すぐにプロジェクターが自動的に上下

の台形歪みを補正。手間がかからず、プレゼンテーションをスマー

トにスタートすることができます。また、使用後は電源オフ後すぐ

に電源コードを抜いても冷却ファンのクールダウンが続くため、す

ぐに撤収することができます。

スピーディーなプレゼンを可能にする充実の機能

本体背面にはさまざまなプレゼンテーションスタイルに対応す

る多様な入出力端子を搭載しています。

拡張性に優れた入出力端子

高い静音性を実現しました。

ファンの音を気にすることな

く、プレゼンテーションに集

中することができます。

静音設計で、ファンの音も気にならない

本体天面の操作ボタンを大型化。機能をよりわかりやすくするため

アイコン表示にするなど、ユーザビリティに配慮したデザインです。

使いやすさと美しさを両立したデザイン

Step 1 Step 2

33
dB
標準モード

30
dB

省電力モード

コンピュータ入力
（アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通）

モニタ出力
（アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通）

Sビデオ入力

音声入力（コンピュータ/ビデオ共通）

RS232C
コンポジットビデオ入力

■主な機能
オートフォーカス /自動台形補正（上下）/クイックスタート/クイックオフ/自動検出 /オートアジャストメント/回転式レンズシャッター/ワンタッチ高さ調整 /プレゼンタイマー/投映モ
ード選択 /デジタルズーム /一時静止画面 /一時画面消去 /省電力モード/前面排気 /DVDプログレッシブ入力対応 /ハイビジョン放送対応 /コンポーネント信号対応 /ラインダブラー/
セキュリティー・パスワード/セキュリティー・スロット

自動台形補正機能

画面の大きさを決める

シャッター開

スクリーンまでの距離を自動計測 瞬時にピントを調整

シャッター閉

電源ボタンを押す

色再現性を追求したフラッグシップモデル。

3000
lm

1.9
kg XGA 2500

lm
1.9
kg XGA

2つのコンピュータ入力端子を搭載。
ケーブルの抜き差しすることなく２

台のPCを切り替えて使用することが
でき、スライド資料用PCと映像再生
用PCを使い分けるなど、プレゼンテ
ーションの幅が広がります。

2台のPCの同時接続が可能

「一時画面消去」「投映モード選択」など、

良く使用する機能のダイレクトボタンを配置

しました。これにより、便利な機能を素早く

簡単に使用できます。また、メニュー画面操

作用のボタンをリモコン上部に、ダイレクトボ

タンを下部に分けて配置する事で視覚的に

解り易いデザインになっています。

操作性に優れたリモコン

通常よく使用するメニューと使用頻度の少ないメニューを2分
化し、操作性を向上させました。また、各メニューに対するヘル

プ表示により、迷うこと無く操作することができます。

ユーザビリティを追求したニューインターフェイス



4000
hours

レンズシャッターを採用することで、

電源をOFFにすることなく投映の中
断、再開がスムーズにおこなえま

す。また、レンズキャップ着脱のわず

らわしさが軽減されるとともに、紛

失する心配や、置き場所を忘れて片

付けに手間取ることもありません。

一時画面消去機能を備えたレンズシャッター

4,000時間の長寿命ランプを採用。
ランプ交換の手間とコストが抑えら

れるため、プロジェクターを長時間

使用する環境に最適です。

長寿命ランプの採用

本体天面の操作ボタンを大型化。機能をよりわかりやすくするため

アイコン表示にするなど、ユーザビリティに配慮したデザインです。

使いやすさと美しさを両立したデザイン

■主な機能
自動台形補正（上下）/クイックスタート/クイックオフ/自動検出 /オートアジャストメント/回転式レンズシャッター/ワンタッチ高さ調整 /プレゼンタイマー/投映モード選択 /デジタル
ズーム /一時静止画面 /一時画面消去 /前面排気 /DVDプログレッシブ入力対応 /ハイビジョン放送対応 /コンポーネント信号対応 /ラインダブラー/セキュリティー・パスワード/セキュ
リティー・スロット

2つのコンピュータ入力端子を搭載。
ケーブルの抜き差しすることなく２

台のPCを切り替えて使用することが
でき、スライド資料用PCと映像再生
用PCを使い分けるなど、プレゼンテ
ーションの幅が広がります。

2台のPCの同時接続が可能

操作性に優れたリモコン

通常よく使用するメニューと使用頻度の少ないメニューを2分
化し、操作性を向上させました。また、各メニューに対するヘル

プ表示により、迷うこと無く操作することができます。

ユーザビリティを追求したニューインターフェイス

Sビデオとコンポジットビデオ、2つの入力端子を搭載。DVD
やビデオの動画をプロジェクターから大画面で投映すること

で、映画館のような大迫力で動画を楽しむことができます。

映画やホームビデオも大画面で楽しめる

最良のコストパフォーマンスを実現したバリューモデル。

高い静音性を実現しました。ファンの

音を気にすることなく、プレゼンテーシ

ョンに集中することができます。

静音設計で、ファンの音も気にならない

2000
lm

1.9
kg XGA 2000

lm
1.9
kg SVGA

PV100シリーズには、BrilliantColorTMを採用。中間色の再現性

と輝度を大幅に向上させ、ハイコントラストを維持したまま鮮明

な画像を投映することができます。これにより、明るい室内でも

くっきりと画像や文字を投映することが可能です。

BrilliantColorT Mを採用し、より忠実に色を再現

本体背面にはコンピュータ入力端子（2系統）、モニタ出力端
子、RS232C、Sビデオ入力端子／コンポジットビデオ入力端
子を搭載。さまざまなプレゼンテーションスタイルに対応する

ことが可能です。

拡張性に優れた入出力端子

写真はPS200シリーズ

写真はPS200シリーズ

クイックスタート機能により電源ON後約18秒で投映を開始し、
自動台形補正機能により、すぐにプロジェクターが自動的に上下

の台形歪みを補正。手間がかからず、プレゼンテーションをスマー

トにスタートすることができます。また、使用後は電源オフ後すぐ

に電源コードを抜いても冷却ファンのクールダウンが続くため、す

ぐに撤収することができます。

スピーディーなプレゼンを可能にする充実の機能

コンピュータ入力
（アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通）

モニタ出力
（アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通）

Sビデオ入力RS232C

コンポジットビデオ入力

30
dB

自動台形補正機能

「一時画面消去」「投映モード選択」など、

良く使用する機能のダイレクトボタンを配置

しました。これにより、便利な機能を素早く

簡単に使用できます。また、メニュー画面操

作用のボタンをリモコン上部に、ダイレクトボ

タンを下部に分けて配置する事で視覚的に

解り易いデザインになっています。

音声入力（コンピュータ/ビデオ共通）
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ハリウッドが認めたフルデジタルの映像技術。
画質に妥協しない人々が選ぶDLPⓇ方式。

＊ XGA約78万個。SVGA約48万個。

DLPⓇ方式は、高速回転するカラーホイールに

光を投映し、DLPⓇチップに敷き詰められた

約78万個*の微細なミラーの

ON/OFFをフルデジタルで制御し、画像を投映。

その美しさはハリウッドの映像クリエイターたちにも

認められ、全米約6000スクリーンでこの方式が

採用されています。まさにプロジェクターの

世界標準といえる映像技術です。

DLPⓇ方式の
ピクセル拡大イメージ

動画の投映比較

液晶方式の
ピクセル拡大イメージ

コントラスト比が高い
プロジェクター

コントラスト比が高いプロジェクター

コントラスト比が低いプロジェクター

コントラスト比が低い
プロジェクター

A
B

C

A
B

C

連続投映5,208時間の画像

連続投映5,208時間の画像連続投映1,872時間の画像

連続投映1,872時間の画像

DLPⓇ方式の投映イメージ

液晶方式の投映イメージ

＊米国ロチェスター工科大学マンセル色彩科学研究所（MCLS）の
　評価実験報告（2004年1月）より。

同系色の色の違いをはっきりと再現することができます。

コントラスト比の違いは、図のようにプロジェクターの
白と黒の表現力の幅に影響します。

構造的にシンプルなDLP®方式の採用と、モバイル・プロジェク
ター開発の中で培った高密度実装技術により、3000lmクラス
の中では際立った小型化を達成しています（KG-PS232Xh）。
また、質量に関しても1.9kgと軽量化に成功。社内会議の移動
や社外でのプレゼンテーションに最適です。

持ち運びに便利なコンパクト・軽量設計

DLP®チップは１画素に相当するマイクロミラー１枚１枚で画像を
制御。マイクロミラーの間隔は１ミクロン以下と超高密度。画素

間の経ぎ目を感じないなめらかな高精細画像を投映できます。

画素間の継ぎ目を感じない高精細画質

DLP®方式は、シンプルな構造のため埃や塵の影響をうけにくく
経年劣化が少ないという特長があります。このため安定した画

質を保つことができ、液晶方式に起こる経時変化や、CRT/プラ
ズマ方式に起こる焼き付けが発生しません。

長時間再生でも、かわらぬ画質を再現

応答速度の速いデバイス 応答速度の遅いデバイス

1枚のカラーフィルタが高速回転して色を生成する１チップ
DLP®方式により、単一色の背景もムラなく美しく表示し色ズレ
やにじみもなく、細かい文字や色つきの図表なども鮮明に表示

できます。

色ズレ・色ムラのない鮮明な画像を再現

映画上映のための技術として開発されたDLP Cinema®映写機。
そのベースとなったDLP®テクノロジーにより、データへの応答
速度がきわめて速く、素早い動きのある映像もブレにくく、スポ

ーツや映画などの動画もスムーズな映像で楽しめます。

なめらかな動画再生を実現するDLPⓇ方式

画像の明部と暗部の差を忠実に再現できるDLP®方式。右の黒い
縁取りの写真のように、写真もくっきりシャープに映し出します。

写真を、くっきりシャープに表示

コントラスト比が高いため、文字や罫線など、ビジネスでしっか

り見せたい黒色表示を、はっきりと再現します。

黒い文字を、はっきり黒く表示

高コントラスト比のため、カラー写真と色つきのグラフを組み合

わせた画像でも、グラフをくっきりと投映することができます。

写真と図表の組み合わせも鮮明に表示

Projection Lens

Condensing Lens

Light Source

6 Color Processing Wheel

DLPⓇ Chip
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約78万個*の微細なミラーの
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認められ、全米約6000スクリーンでこの方式が

採用されています。まさにプロジェクターの
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プロジェクター

コントラスト比が高いプロジェクター

コントラスト比が低いプロジェクター

コントラスト比が低い
プロジェクター
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B
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連続投映5,208時間の画像

連続投映5,208時間の画像連続投映1,872時間の画像

連続投映1,872時間の画像

DLPⓇ方式の投映イメージ

液晶方式の投映イメージ

＊米国ロチェスター工科大学マンセル色彩科学研究所（MCLS）の
　評価実験報告（2004年1月）より。

同系色の色の違いをはっきりと再現することができます。

コントラスト比の違いは、図のようにプロジェクターの
白と黒の表現力の幅に影響します。

構造的にシンプルなDLP®方式の採用と、モバイル・プロジェク
ター開発の中で培った高密度実装技術により、3000lmクラス
の中では際立った小型化を達成しています（KG-PS232Xh）。
また、質量に関しても1.9kgと軽量化に成功。社内会議の移動
や社外でのプレゼンテーションに最適です。

持ち運びに便利なコンパクト・軽量設計

DLP®チップは１画素に相当するマイクロミラー１枚１枚で画像を
制御。マイクロミラーの間隔は１ミクロン以下と超高密度。画素

間の経ぎ目を感じないなめらかな高精細画像を投映できます。

画素間の継ぎ目を感じない高精細画質

DLP®方式は、シンプルな構造のため埃や塵の影響をうけにくく
経年劣化が少ないという特長があります。このため安定した画

質を保つことができ、液晶方式に起こる経時変化や、CRT/プラ
ズマ方式に起こる焼き付けが発生しません。

長時間再生でも、かわらぬ画質を再現

応答速度の速いデバイス 応答速度の遅いデバイス

1枚のカラーフィルタが高速回転して色を生成する１チップ
DLP®方式により、単一色の背景もムラなく美しく表示し色ズレ
やにじみもなく、細かい文字や色つきの図表なども鮮明に表示

できます。

色ズレ・色ムラのない鮮明な画像を再現

映画上映のための技術として開発されたDLP Cinema®映写機。
そのベースとなったDLP®テクノロジーにより、データへの応答
速度がきわめて速く、素早い動きのある映像もブレにくく、スポ

ーツや映画などの動画もスムーズな映像で楽しめます。

なめらかな動画再生を実現するDLPⓇ方式

画像の明部と暗部の差を忠実に再現できるDLP®方式。右の黒い
縁取りの写真のように、写真もくっきりシャープに映し出します。

写真を、くっきりシャープに表示

コントラスト比が高いため、文字や罫線など、ビジネスでしっか

り見せたい黒色表示を、はっきりと再現します。

黒い文字を、はっきり黒く表示

高コントラスト比のため、カラー写真と色つきのグラフを組み合

わせた画像でも、グラフをくっきりと投映することができます。

写真と図表の組み合わせも鮮明に表示
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6 Color Processing Wheel

DLPⓇ Chip
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300型

レンズ中心から
投映上端までの高さ

レンズ中心からの
投映下端までの高さ

本体レンズ面
投映距離（単位：m）

スクリーン呼び名（インチ）

上下反転：OFF
左右反転：OFF

上下反転：OFF
左右反転：ON

上下反転：ON
左右反転：ON

上下反転：ON
左右反転：OFF

上下方向のキーストーン補正が可能
※写真はイメージです。

蛍光灯の種類にもよりますが、一般的
なオフィスなどでは蛍光灯の青い色が
投映画像に大きな影響を与えます。

スクリーンに自然光が入ることによ
り全体の色が淡く白っぽい色再現に
なってしまいます。

プロジェクターの設置について 基本性能の詳細

画面サイズと投映距離
プロジェクター本体を設置する際に、投映される映像がど

のくらいの画面サイズになるかを知りたいときの目安にして

ください。フォーカス（焦点）の合う投映距離は本体レンズ

面から1.20m～11.79mです。この範囲内に設置してくだ
さい。

天吊について
プロジェクターを天吊設置する場合は画面

を「上下反転／左右反転」に変更する必要

があります。メニューの上下反転、左右反

転にカーソルを合わせてカーソルボタン

（

▼

▼）で設定を行います。

長いRGBケーブルの使用について
コンピュータとプロジェクターの場所が離れていて、コンピュータケーブル

が10mを超えるような場合、ノイズなどが目立ったり、場合によっては画面
が投映されないことがあります。これは、コンピュータからのRGB信号が
減衰しているために起こる現象です。このような場合には、信号増幅器など

を使用したり、減衰の少ないケーブルを使用するなどの対応が必要です。

投映する場所の光源について
プロジェクターの色再現は、使用

する場所の光源や明るさなどの影

響を大きく受けます。設置場所は

なるべく外光の入りづらい場所をお

奨めします。

※写真はイメージです。

● クイックスタート

電源ボタンを押してからわずか18秒で映

像を投映。素早くプロジェクターを使用で

きます。

● クイックオフ

電源を切った後すぐに電源コードを抜いて

も、内部電源により冷却ファンが回転しラ

ンプの冷却を行います。プロジェクター使

用後は即座に撤収が可能です。

● 自動検出

コンピュータやビデオなどの入力ソースを

プロジェクターが自動的に検出します。

● オートアジャストメント

RGB信号の位相や、クロック周波数、解像

度などを自動的に調整します。

● 投映モード選択

投映の目的に合わせて最適な色合いを選

択できる機能です。例えば黒板に投映する

際には、「黒板モード」を選択いただくと、

黒板に投映するのに最適な色調整を自動

的に設定します。

● オートフォーカス（PS200シリーズのみ）

プロジェクター本体前部の赤外線センサ

ーにより、スクリーン位置を判別しフォー

カスを自動調整する機能です。

● 自動台形補正

プロジェクター本体の傾きを検出し、垂直方

向の台形歪みを自動的に補正する機能です。

 

● ワンタッチ高さ調整

プロジェクター前脚部のボタンを押すだけ

で、投映画面を適切な高さに調整できます。

● レンズシャッター

TAXAN独自の機構レンズシャッターを全モ

デルに採用。レンズカバー着脱のわずらわし

さが無く、紛失する心配もありません。

 

● DVDプログレッシブ入力

 （480p、576p）対応

コンポーネントビデオケーブルを使用する

事で、DVDのプログレッシブ入力に対応。

16：9のワイド画面もサポート。

● ハイビジョン放送（1080i、720p）対応

デジタルハイビジョン放送も投映できま

す。16：9のワイド画面もサポート。

● コンポーネント信号対応

DVDレコーダー、デジタルハイビジョン

チューナーに接続し、映画やスポーツなど

の高画質映像を楽しむことができます。

● ラインダブラー

インターレース方式の画質を向上するた

め、一回目の処理で飛び越していた走査

線を、飛び越さずに同データで処理し、解

像度を上げています。これによりビデオ映

像をいっそう滑らかに再現しています。

● パスワード設定

プロジェクターのいたずらや無断使用を避

けるためにパスワードを設定する事ができ

ます。パスワードを設定するとプロジェク

ター立上げ時に起動を制限する事ができ

ます。

 

● セキュリティ・スロット

市販の盗難防止用ワイヤーロックをデスクや

鍵などに巻きつけて固定し、セキュリティ・

スロットにロック本体を差し込んで施錠する

事ができます。

● モニタ出力

投映中の映像＊を他のプロジェクターやモ

ニタなどに出力できます。

＊COMPUTER INからの入力のみ

● RS232C端子

RS232C端子（D-sub 9ピン）を通じてパ

ソコンなどからプロジェクターを遠隔操作

することができます。

● オートパワーオフ

プロジェクターの入力ソースが無信号状態

になったとき、設定した時間（5分～20分）

を過ぎると自動的にプロジェクターの電源

が切れる機能です。

● 省電力モード（PS200シリーズのみ）

プロジェクターの消費電力を抑えることが

できる機能です。消費電力を抑えることによ

りランプの寿命を長く保つことができます。

● 一時画面消去

投映画面と音声を一時的に消すことがで

きます。発表者の発言や手元の資料に集

中してもらいたいときに使える便利な機能

です。

● 一時静止画面

投映画面を一時的に静止させることがで

きます。プレゼンテーション中に動画を止

めたり、投映中のパソコン画面を静止させ

その間にパソコンで別の資料を探すこと

ができる便利な機能です。

● デジタルズーム

投映されている画像・映像をデジタルで拡

大できます。拡大表示を行なうことで、細

かな文字や数字を読みやすくします。

 

● タイマー表示

プレゼンテーションの際などに10～60分

まで10分刻みで残り時間のタイマーを設

定できます。残り時間は画面右下にタイマ

ーゲージで表示され、時間配分を一目で

確認できます。

 

● 前面排気

排気孔を前部に配置。プロジェクターの真

横に座る人にも排気による不快感を与え

ません。

● 低騒音設計

放熱性を重視した設計により、図書館内

の騒音40dBを大幅に下回る静音設計とな

っています。ファンの音を気にすることな

く、プレゼンテーションに集中する事がで

きます。

セッティングに関わる性能 投映時に便利な機能 画質に関わる機能

セキュリティに関わる機能

その他機能

暗室の場合 蛍光灯の場合 自然光の場合

31.3型

40型

60型

80型

100型

120型

150型

200型

250型

300型

0.64×0.48

0.81×0.61

1.22×0.91

1.63×1.22

2.03×1.52

2.44×1.83

3.05×2.29

4.06×3.05

5.08×3.81

6.10×4.57

ー～1.20

1.33～1.51

2.00～2.33

2.69～3.12

3.38～3.91

4.06～4.69

5.08～5.88

6.79～7.85

8.49～9.82

10.20～11.79

0.53

0.67

1.00

1.35

1.68

2.02

2.53

3.36

4.20

5.04

0.05

0.06

0.09

0.13

0.16

0.19

0.24

0.31

0.39

0.47

スクリーン呼び名
（インチ）

画面サイズ
横×縦（m）

スクリーン呼び名
ワイド～テレ（m）

高さ h1
（m）

高さ h2
（m）

10～15m以上

増幅器

写真はPS200シリーズ
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※写真はイメージです。

蛍光灯の種類にもよりますが、一般的
なオフィスなどでは蛍光灯の青い色が
投映画像に大きな影響を与えます。

スクリーンに自然光が入ることによ
り全体の色が淡く白っぽい色再現に
なってしまいます。

プロジェクターの設置について 基本性能の詳細

画面サイズと投映距離
プロジェクター本体を設置する際に、投映される映像がど

のくらいの画面サイズになるかを知りたいときの目安にして

ください。フォーカス（焦点）の合う投映距離は本体レンズ

面から1.20m～11.79mです。この範囲内に設置してくだ
さい。

天吊について
プロジェクターを天吊設置する場合は画面

を「上下反転／左右反転」に変更する必要

があります。メニューの上下反転、左右反

転にカーソルを合わせてカーソルボタン

（

▼

▼）で設定を行います。

長いRGBケーブルの使用について
コンピュータとプロジェクターの場所が離れていて、コンピュータケーブル

が10mを超えるような場合、ノイズなどが目立ったり、場合によっては画面
が投映されないことがあります。これは、コンピュータからのRGB信号が
減衰しているために起こる現象です。このような場合には、信号増幅器など

を使用したり、減衰の少ないケーブルを使用するなどの対応が必要です。

投映する場所の光源について
プロジェクターの色再現は、使用

する場所の光源や明るさなどの影

響を大きく受けます。設置場所は

なるべく外光の入りづらい場所をお

奨めします。

※写真はイメージです。

● クイックスタート

電源ボタンを押してからわずか18秒で映

像を投映。素早くプロジェクターを使用で

きます。

● クイックオフ

電源を切った後すぐに電源コードを抜いて

も、内部電源により冷却ファンが回転しラ

ンプの冷却を行います。プロジェクター使

用後は即座に撤収が可能です。

● 自動検出

コンピュータやビデオなどの入力ソースを

プロジェクターが自動的に検出します。

● オートアジャストメント

RGB信号の位相や、クロック周波数、解像

度などを自動的に調整します。

● 投映モード選択

投映の目的に合わせて最適な色合いを選

択できる機能です。例えば黒板に投映する

際には、「黒板モード」を選択いただくと、

黒板に投映するのに最適な色調整を自動

的に設定します。

● オートフォーカス（PS200シリーズのみ）

プロジェクター本体前部の赤外線センサ

ーにより、スクリーン位置を判別しフォー

カスを自動調整する機能です。

● 自動台形補正

プロジェクター本体の傾きを検出し、垂直方

向の台形歪みを自動的に補正する機能です。

 

● ワンタッチ高さ調整

プロジェクター前脚部のボタンを押すだけ

で、投映画面を適切な高さに調整できます。

● レンズシャッター

TAXAN独自の機構レンズシャッターを全モ

デルに採用。レンズカバー着脱のわずらわし

さが無く、紛失する心配もありません。

 

● DVDプログレッシブ入力

 （480p、576p）対応

コンポーネントビデオケーブルを使用する

事で、DVDのプログレッシブ入力に対応。

16：9のワイド画面もサポート。

● ハイビジョン放送（1080i、720p）対応

デジタルハイビジョン放送も投映できま

す。16：9のワイド画面もサポート。

● コンポーネント信号対応

DVDレコーダー、デジタルハイビジョン

チューナーに接続し、映画やスポーツなど

の高画質映像を楽しむことができます。

● ラインダブラー

インターレース方式の画質を向上するた

め、一回目の処理で飛び越していた走査

線を、飛び越さずに同データで処理し、解

像度を上げています。これによりビデオ映

像をいっそう滑らかに再現しています。

● パスワード設定

プロジェクターのいたずらや無断使用を避

けるためにパスワードを設定する事ができ

ます。パスワードを設定するとプロジェク

ター立上げ時に起動を制限する事ができ

ます。

 

● セキュリティ・スロット

市販の盗難防止用ワイヤーロックをデスクや

鍵などに巻きつけて固定し、セキュリティ・

スロットにロック本体を差し込んで施錠する

事ができます。

● モニタ出力

投映中の映像＊を他のプロジェクターやモ

ニタなどに出力できます。

＊COMPUTER INからの入力のみ

● RS232C端子

RS232C端子（D-sub 9ピン）を通じてパ

ソコンなどからプロジェクターを遠隔操作

することができます。

● オートパワーオフ

プロジェクターの入力ソースが無信号状態

になったとき、設定した時間（5分～20分）

を過ぎると自動的にプロジェクターの電源

が切れる機能です。

● 省電力モード（PS200シリーズのみ）

プロジェクターの消費電力を抑えることが

できる機能です。消費電力を抑えることによ

りランプの寿命を長く保つことができます。

● 一時画面消去

投映画面と音声を一時的に消すことがで

きます。発表者の発言や手元の資料に集

中してもらいたいときに使える便利な機能

です。

● 一時静止画面

投映画面を一時的に静止させることがで

きます。プレゼンテーション中に動画を止

めたり、投映中のパソコン画面を静止させ

その間にパソコンで別の資料を探すこと

ができる便利な機能です。

● デジタルズーム

投映されている画像・映像をデジタルで拡

大できます。拡大表示を行なうことで、細

かな文字や数字を読みやすくします。

 

● タイマー表示

プレゼンテーションの際などに10～60分

まで10分刻みで残り時間のタイマーを設

定できます。残り時間は画面右下にタイマ

ーゲージで表示され、時間配分を一目で

確認できます。

 

● 前面排気

排気孔を前部に配置。プロジェクターの真

横に座る人にも排気による不快感を与え

ません。

● 低騒音設計

放熱性を重視した設計により、図書館内

の騒音40dBを大幅に下回る静音設計とな

っています。ファンの音を気にすることな

く、プレゼンテーションに集中する事がで

きます。

セッティングに関わる性能 投映時に便利な機能 画質に関わる機能

セキュリティに関わる機能

その他機能

暗室の場合 蛍光灯の場合 自然光の場合

31.3型

40型

60型

80型

100型

120型

150型

200型

250型

300型

0.64×0.48

0.81×0.61

1.22×0.91

1.63×1.22

2.03×1.52

2.44×1.83

3.05×2.29

4.06×3.05

5.08×3.81

6.10×4.57

ー～1.20

1.33～1.51

2.00～2.33

2.69～3.12

3.38～3.91

4.06～4.69

5.08～5.88

6.79～7.85

8.49～9.82

10.20～11.79

0.53

0.67

1.00

1.35

1.68

2.02

2.53

3.36

4.20

5.04

0.05

0.06

0.09

0.13

0.16

0.19

0.24

0.31

0.39

0.47

スクリーン呼び名
（インチ）

画面サイズ
横×縦（m）

スクリーン呼び名
ワイド～テレ（m）

高さ h1
（m）

高さ h2
（m）

10～15m以上

増幅器

写真はPS200シリーズ



型番

希望小売価格

投映方式

 DLP®チップ サイズ

  画素

 投映レンズ

 光源（高圧水銀灯）

 光学装置

画面サイズ 最小（テレ時）

 最大（ワイド時）

色再現性

明るさ※1 標準

 省電力モード

運転音 標準

 省電力モード

コントラスト比（フルオン・オフ）

音声出力

走査周波数（水平／垂直）

 コンピュータ入力端子

 モニタ出力端子

 VGA（640×480）

 SVGA（800×600）

 XGA（1024×768）

 SXGA（1280×1024）

ビデオ入力 入力信号

 入力端子

 水平解像度

音声入力端子

その他端子

使用環境

電源

消費電力

外形寸法（突起部除く）

質量

付属品

KG-PS232Xh KG-PS232X KG-PV131X KG-PV131S

786,432画素（1024×768） 480,000画素（800×600）
マニュアルズーム（×1.15）オートフォーカス　F2.45-2.62／ f=18.7 -21.5mm

￥319,800 ￥259,800 ￥159,800 ￥134,800

マニュアルズーム（×1.15）マニュアルフォーカス　F2.45-2.62／ f=18.7 -21.5mm
230W

30dB
33dB

ー

30dB

200W

3000lm 2500lm 2000lm 2000lm
標準時の約80%の輝度で投映 ー ー

拡大・リアル表示
拡大・リアル表示
リアル表示
圧縮表示 

拡大・リアル表示
リアル表示
圧縮表示
̶

定格：300W
省電力モード時：245W
待機時：10W以下

ランプ故障保証
製品購入後6ヶ月以内でかつ使用時間が500時間以内であれば、
無料で新品ランプに交換いたします。※1・※2・※3

修理品の引き取り・修理完了品のお届け
故障が発生した際の、製品の引き取り及び修理完了品のお届けを送料無料で
行ないます。詳しくは弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。※2

修理期間中の無料代替機のお届け
製品の修理期間中に代替機を無料でお届けいたします。また、修理完了品の
お届け時に代替機の回収を無料で行ないます。※4

製品保証
保証書記載の無料修理規定に基づく、電気系統や機械系統などの無料修理を
2年間延長いたします。保証書記載の範囲であれば、保証に限度額はございません。

落下故障保証
落としたりぶつけたりした際の破損について、製品購入後1年以内であれば無料で
修理いたします。※5

新品交換保証
「製品保証」において修理不能な場合は、新品と交換いたします。
同じ機種への交換が不可能な場合は、同等機種との交換となります。※6

定格：245W
待機時：10W以下

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
入
出
力

主要部品
仕様

対
応
解
像
度

1チップDLP®方式
0.55型

ダイクロイックフィルターによる光時分割合成方式
31.3型（投映距離1.2m）

300型（投映距離10.20m）
フルカラー（1,677万色）

2000：1
0.5Wモノラル

15 - 80kHz／ 50 - 85Hz
ミニD-sub15ピン（アナログRGB／ YCbCr／ YPbPr共通）×2
ミニD-sub15ピン（アナログRGB／ YCbCr／ YPbPr共通）×1

NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL_N、PAL_M、PAL60、SECAM、YCbCr（NTSC、PALのみ）、YPbPr（480p、576p、1080i、720p）
RCA（ビデオ）×1／ミニDIN4ピン（S-ビデオ）×1／ミニD-sub15ピン（アナログRGB／ YCbCr／ YPbPr共通）×2

NTSC：550本
ステレオミニジャック（コンピュータ／ビデオ共通）×1（φ3.5mm）

ミニD-sub9ピン（RS232C）×1
動作温度：5 - 35℃、動作湿度：10 - 85%（ただし結露しないこと）

AC100V、50／ 60Hz

260×58×210mm（幅）×（高）×（奥行）
約1.9kg

ワイヤレスリモコン（単 3電池2本付き）／電源コード（1.8m）／フェアライトコア（3個）／ RGB信号ケーブル（ミニD-sub15ピン／ 2m）／
ソフトケース／取扱説明書CD-ROM／スタートアップガイド／安全とサポートサービスご案内／セキュリティシート／セキュリティラベル

仕様一覧

サポートガイド
TAXAN データ・プロジェクターは、通常の製品保証に加え、 2つのサポートプランで、安心・充実のサポートをご提供します
加賀コンポーネントでは、TAXAN製品に添付の保証書にて保証させていただく内容とは別に、 
安心・充実の2つのサポートプランをご用意しております。サポート内容については、以下をご参照ください。
 

購入後6ヶ月間
新品ランプ交換・0円

TAXAN データ
プロジェクターサポート1（無料）サポート内容 TAXAN データ

プロジェクターサポート2（有料）

購入後1年間
送料・0円

購入後1年間
代替機・0円

購入後6ヶ月間
新品ランプ交換・0円

購入後3年間
送料・0円

購入後3年間
代替機・0円

購入後3年間
0円

購入後1年間
0円

購入後1年間
0円

ー

ー

ー

※1：出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911：02003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。

品　　名 型　　番 価　　格 本体価格
PS200／PV100シリーズ用天吊金具 KG-BRPS2 ￥42,000 ￥40,000
※その他のオプション品に関してはオプション品カタログもしくは当社Webサイトをご覧ください。

品　　名 型　　番 価　　格 本体価格
PV100シリーズ用ランプ KG-LPV1200 ￥42,000 ￥40,000
PS200シリーズ用ランプ KG-LPS2230 ￥42,000 ￥40,000

オプション品一覧

※1：製品購入後6ヶ月を超えた場合には、使用時間が500時間以内でもランプと交換費用は有料となります。使用時間が500時間を超えた場合には、製品購入後6ヶ月以内でもランプと交換費用は有料となります。※2：製品を天吊りしている場合など、
製品の取り外し・取り付けに関する費用は有料となります。※3：落下・衝撃等、適正ではない取り扱いで生じたランプ破損は対象外となります。※4：代替機のお届けは、お申し出があった場合に限ります。※5：ランプ・付属品の破損は対象外です。
※6：新品交換の場合には、シリアルNO.の再登録が必要なためサポート2に再加入していただきます。その際、再加入料1,500円が必要です。再加入した際のサポート有効期間は新品交換から3年です。

●お問い合わせは…

〒113-0033 東京都文京区本郷2-2-9

2008年4月作成 PS/PV-V-200804-01

©2008 KAGA COMPONENTS CO., LTD.

加賀コンポーネント プロジェクター カスタマーセンター
受付時間平日
9：00～17：30

携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
TEL     0120-331-059 FAX 03-3814-4543www.taxan-projector.com

安全に関するご注意…ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　
安全に関するご注意…水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
警告…投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
警告…レンズの前に光を遮るように紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
警告…プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により
大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用
条件によって大きな差があります。

プロジェクターに関する情報は…

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、
実際の色と若干異なります。●DLP®、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、
一般に各社の商標または登録商標です。●オープンプライスの商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。


