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至近距離から大画面投写ができる、2つの超短焦点プロジェクター。

投写画面に自由に書き込みできるインタラクティブ機能搭載モデル

スペースを選ばない設置スタイル。多様な投写シーンで活躍します。
壁掛け設置で、スクリーン真上から投写

映像がクリアで見やすい

明るさ3000lm

本体標準価格：オープンプライス　商品コード：0647C001

広い会議室での使用にも適した3000lmの高輝度モデル。共有スペースでも照明を消さ
ずに鮮明な映像投写が可能です。

■スペースを有効活用しながら大画面投写が可能な壁掛け設置に対応
■スクリーンの近くに人が立っても、影ができにくいため映像が見やすい
■プレゼンテーションやセミナー、講演会などでの使用にも最適

場所を取らずに、共有スペースに据置き設置

■ホワイトボードとの組合せにより電子ボードとして使用でき、狭いスペースにも設置が可能
■明るい場所でも画質が鮮明で、静音設計のため共有スペースでも排気音が気になりません
■オフィスのミーティングコーナーや、イベント・展示ブースにも最適

投写映像への書き込みや、2台マルチ投写も

■本機2台を使用して、スクリーンにマルチ投写が可能（デュアルディスプレイモード）
■文字も図形も自由に書き込め、最大4人＊のマルチライティングに対応
■議事録として、書き込み内容のデータ保存・録画も可能 

リア投写で、デジタルサイネージにも

■プロジェクターの存在を感じさせないスクリーン背後からの投写が可能
■ショーウィンドウを活用し、店外のお客様にむけた映像投写を実現
■結婚式場などイベントの空間演出や、博物館などの展示紹介にも最適

PowerPointやExcelなどで作成した資料を、ノートPCのワイド液晶モニターと同じ表示
領域で再現できます。

16：10のワイド投写が可能

リアルWXGA対応

投写距離を短縮できる反射ミラーの採用により、
スクリーン間近に設置しても80～100インチワ
イドの大画面投写を実現します。狭い部屋でも使
いやすく、壁掛け設置にも対応。プレゼンターに
光が当たりにくいので、まぶしくなく、人影の映り
込みも防げます。

投写距離60.2cmで80インチワイド投写

反射ミラー＆超短焦点レンズ

画面サイズ 投写距離（図A） 設置距離（図B）

80型ワイド 60.2cm 28.2cm
85型ワイド 64.3cm 32.3cm
90型ワイド 68.4cm 36.4cm
95型ワイド 72.5cm 40.5cm
100型ワイド

映像の高さ（図H）
16：10スクリーン時

108cm
114cm
121cm
128cm

本体底面から映像
までの高さ（図Hs）

27cm
28.5cm
30.3cm
32cm

スクリーンの間近から80～100インチワイド投写を実現

本体標準価格：オープンプライス　商品コード：0646C001商品コード：0647C001

インチワイド投写

短焦点レンズ

本

※圧縮表示で最大1,600×1,200まで表示可能。

＊LV-WX300USTiに付属のインタラクティブペンは2本のみ。

図A
図B
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投写画面への書き込みを可能にするインタラクティブ機能を搭載。

プロジェクターの使いやすさを高める多彩な機能を搭載。

投写映像内に、経過時間を知らせるタイマー表示が可能。プレゼンテーションや会議などの
時間管理に便利です。

発表時間の管理ができる

プレゼンテーションタイマー
シアンとイエローを加えた6色カラーホイール（RGB＋W＋CY）で、中間色の彩度を高め
られ、白との色輝度差も補正。自然な表現が可能になりました。

中間色の再現性を高める

Brilliant Color™

LV-WX300USTiに付属のインタラクティブペンで、投写画面に文字や図形の書き込みができ、マウスの代わりに接続PCの操作も行えます。

HDMI対応のPCと、ビデオカメラなどのAV機器
を同時に接続でき、切り替えながらデジタル映像
や音声を投写できます。

高品質な映像＆音声を投写

HDMI×2装備
スクリーンの上/下方向から投写した時に生じる
画像の台形歪みを、上下40°まで補正できます。

画面の歪みを簡単に補正

キーストーン機能

ミーティングコーナーなどの狭いスペースでも圧
迫感を与えないコンパクトデザイン。移動もしや
すい約5kgの軽量ボディーです。

狭い場所でも設置しやすい

軽量＆コンパクトボディー
音響設備のない場所でも、マイクを直接つないで
使用できます。また、DVDプレイヤーなどの音楽/
音声もステレオサウンドで再生可能です。

マイクを使ったプレゼンも

10W × 2 ステレオスピーカー内蔵

キーストーン補正
上下40°対応

2クリックで準備OK自動キャリブレーション
セッティングは、PCを接続してキャ
リブレーションを行うだけ。わずか2
クリックで位置合わせなどを自動処理
し、すぐに使用できます。
※自動キャリブレーションが有効に働かない場
合は、手動でキャリブレーション設定を行って
ください。

動画やPDFで保存可能インタラクティブ録画
投写映像に書き込みした内容はPDF/JPEG/
TIFF/PNG形式で保存でき、議事録の作成に
便利です。また、ホワイトボードに書き込んだ内容
を合わせて記録するスクリーン動画や、PCに接
続した外部カメラでプレゼンターを一緒に録画
できるシーン録画機能を搭載。保存した動画は
付属のインタラクティブプレーヤーアプリで再生
でき、講義やミーティング内容をより高い精度で
共有できます。

使いやすい描画ソフト 「Interactive Pen Tool」標準同梱
PCへインストールすれば、付属のペンで電子ホワイトボードとして使うことができます。
また、クリップアートやドキュメントを画像として取り込んで、直接書き込みも可能です。
さらに、Windowsモードに切り替えれば、ExcelやPowerPointなどのデータに直接書き
込み・保存も可能です。

セッティングが簡単！

書き込み内容の保存も！

操作性がスマート！

教育機関向けノートもプレインストール

英語ノート

①専用ソフトを起動し

省電力モードで約8,000時間、フルパワーモードで約5,000時間使用可能な長寿命ラン
プを採用。交換サイクルを長期化し、メンテナンスの手間を軽減するとともに経費削減にも
貢献します。

長く使えて経費を削減

長寿命ランプ採用

※時間は目安であり、使用条件・環境により異なります。

LV-WX300USTiと組み合わせて、82型ワイド
対応の電子ボードとして使用できます。思いのま
まに高さ調整ができるフリーストップ機構を採
用。キャスター付きで、プロジェクター取付金具も
90度首振り可能なため、使用場所への移動がス
ムーズに行えます。

プロジェクターの取り付けが簡単

インタラクティブホワイトボード

超短焦点プロジェクター用ホワイトボードスクリーン
標準価格 ： オープンプライス
型番 ： IWS-82V　商品コード：2251V523
寸法 ： W1820×D815×H1825～2460mm
　　　※昇降ストローク：725mm
質量 ： 約57kg

ミーティングの参加者が、それぞれの意見やアイ
デアを同時に書き込みできます。スクリーンを最大
で4分割でき、ペンの色や線の太さも個人で変更
できます。
また、オプションの「フィンガータッチモジュール」
を使用すれば、インタラクティブペンを使わずに、
指での描画やPC操作が可能。最大4人同時書き
込みにも対応します。

最大4人同時書き込みが可能＊

マルチライティング

黒板 五線譜

原稿用紙 方眼紙

ペンで書いた文字を自動認識
投写中でもデータ編集が可能

シェア5％
UP

線の太さは10種類から
選択可能

ペンツールで
自由にドローイング

カラーは16色から
選択可能 図形を制作

消しゴムツールで
書き込みを削除

スクリーンの位置情報を自動認識

②自動キャリブレーションを選ぶだけ

ビジネスシーンでの使用に配慮

静音設計
ファンノイズを、わずか29dB＊にまで低減。映像に集中しやすく、多様なビジネスシーンでの
使用に適した静音設計です。
＊ランプモードが省電力モード時。

374.5mm

軽量ボディ
約5kg

※高さは突起部を含まない数値。

287.5mm

122.6mm

※動画の保存はWindows版のみの機能です。動画は専用フォー
　マットで保存されます。

＊LV-WX300USTiに付属のインタラクティブペンは2本のみ。
※スクリーンの画面分割機能はWindows版のみの機能です。

※書いた内容を時系列に記録可能です。



ご購入をご検討のお客様へ

●お求めは信用のある当社で

2015年5月現在

安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ランプに関する
お知らせ

プロジェクターには内部気圧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。な
お、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。

※投写画面はイメージです。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）。※オプションについて、一部引取修理サービスがご利用いただけます。※Windowsは、米国Microsoft 
Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。※記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。※PJLinkは、日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。※プロジェクターの使用説明書はホームページでご覧いただけます。

●製品改良のため予告なく変更を行うことがあります。記載の内容は2015年5月現在のものです。●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。●本プロジェクターには、消耗品（ランプ）、定期交換部品（光学部品）が含まれます。●長時間連続使用される場合は、光源ランプやファン
および、液晶パネル、偏光板、偏光素子などの光学部品（定期交換部品）の交換サイクルが早くなります。●本体およびその周囲に熱がこもる使用や、湿気やホコリ、油煙やタバコの煙が多い場所での使用は、故障の原因になったり、光学部品が汚れて、消耗品、定期交換部品の交換サイクルを早める
おそれがあります。●高温、低温になる場所に設置しないでください。故障の原因になります。（使用温度範囲：5℃～40℃、保管温度範囲：－20℃～60℃）●電源の入/切の頻繁な繰り返しはランプの輝度低下を早め、破裂の原因にもなります。●投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。
●USBインターフェースは、専用オプションを接続するためのものです。●本プロジェクターは情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報処理装置です。●ご不明な点は営業担当または、お客様相談センターへお問い合わせください。

長期間安心してご使用いただくための有償保守サービスを用意しています。キヤノン
サービスパック（CSP）は、期間中の修理の際の引取配送料、技術料、部品代等がパッ
ケージ化された保守サービス商品です。CSPスタンダードは、本体のご購入時にお求め
いただくことで、リーズナブルな価格でご提供します。サービス期間は、無償保証期間（1
年間）を含めた、3年間、4年間、5年間から選択可能です。CSP保証延長は、「3年間、4年
間、保証延長1年間のCSPの終了後」、または「無償保証期間終了後」、1年毎の保守サー
ビスを提供します。

本カタログに掲載のパワープロジェクターは、欧州連合（EU）が実施する
有害物質規制であるRoHS指令＊に適合しています。
＊RoHSとは、電気・電子製品を対象に、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE
（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質群の使用を制限する、欧州連合（EU）が実施する有害物質規制です。

EU RoHS指令に適合

オフィスでご不要になりました、使用済みキヤノン製事務機器を回収して、再利用・再資源化処理をいたします。

お問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン株式会社　広域回収受付センター
電話：0570-088-111　受付時間：9時00分～17時00分（土・日・祝・弊社休業日除く）

キヤノングリーンリサイクルサービス

主な仕様

前面端子

デジタルPC
デジタルビデオ

アナログRGB入力/出力端子
（ミニD-sub15ピン）

Sビデオ入力端子
HDMI入力端子×2

ネットワーク（RJ-45）
（プロジェクター制御用）

ビデオ入力端子

音声入力端子
（ビデオ/Sビデオ用）

音声入力端子

音声出力端子

アナログPC/
コンポーネントビデオ入力
（ミニD-sub15ピン×2）

USB端子（Type-B）
（サービスポート）

マイク入力

RS-232端子
（プロジェクター制御用）

アナログRGB入力/出力端子
（ミニD-sub15ピン）

Sビデオ入力端子

カメラ

HDMI入力端子×2

ネットワーク（RJ-45）
（プロジェクター制御用）

ビデオ入力端子

USB端子（Type-A）

音声入力端子
（ビデオ/Sビデオ用）

音声入力端子

音声出力端子

アナログPC/
コンポーネントビデオ入力
（ミニD-sub15ピン×2）

USB端子（Type-B）
（サービスポート）

Mini USB端子

マイク入力

RS-232端子（プロジェクター制御用）

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9348を
ご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

キヤノン プロジェクター ホームページ

canon.jp/projector
製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノンお客様相談センター

050-555-90071液晶プロジェクター

受付時間〈平日〉9：00～17：00（土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）

LV-WX300USTi 名称
電源供給
動作距離
ケーブル長さ
自動キャリブレーション
複数ユーザー
対応OS
アノテーションソフト

商品名
交換ランプ　LV-LP41

壁掛け金具　LV-WL02

リモコン　LV-RC10

インタラクティブペン
LV-IP01
フィンガータッチモジュール　
LV-FM01
超短焦点プロジェクター用
ホワイトボードスクリーン

型番

LV-LP41

LV-WL02

LV-RC10

LV-IP01

LV-FM01

IWS-82V

商品コード

0740C001

0747C001

0748C001

0883C001

0884C001

2251V523

標準価格（税別）

30,000円

38,000円

3,500円

10,000円

45,000円

オープンプライス

製造/提供元

キヤノン（株）

キヤノン（株）

キヤノン（株）

キヤノン（株）

キヤノン（株）

泉（株）

概要
LV-WX300UST/LV-WX300USTi
用交換ランプ
LV-WX300UST/LV-WX300USTi
用壁掛け金具
LV-WX300UST/LV-WX300USTi
用リモコン
LV-WX300USTi用インタラクティブ
ペン
LV-WX300USTi用フィンガータッチ
モジュール
82インチワイド画面に対応
LV-WX300UST/LV-WX300USTi用

インタラクティブカメラ
PCからUSB経由

最小80型60.2cm/最大100型76.6cm
5m
あり

最大4名、同時に4色のペン使用が可能
Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/Windows 8.1 UPD/Mac OS X 10.10

Interactive Pen Tool

インタラクティブカメラ 仕様

専用オプション

サポート情報はホームページ（canon.jp/projector）をご覧ください

端子
Sビデオ入力端子

H

ネ
（プ

ビ

音
（ビ

音

音

力

USB type B（サービスポート）、USB 
type miniB（インタラクティブ機能）、
USB type A（オプション接続用）

W287.5×H193.7×D374.5mm 
（突起部含む）

リモコン/リモコン用電池/電源コード/
コンピューターケーブル（1.8m/ミニ
D-sub15［オス］-ミニD-sub15［オス］）/
使用説明書/設置説明書/かんたん
ガイド/保証書/インタラクティブペン/
インタラクティブペン用電池/インタラク
ティブ機能アプリケーションCD-ROM
（Interactive white board tool使用
説明書/Interactive pen tool使用
説明書） /USBケーブル（5m）

型番
映像素子×枚数
パネル

投写レンズ

光源

映像

表示可能解像度

各種機能

接続端子

内蔵スピーカー
使用温度
規格

付属品

画素数
解像度（リアル対応）
サイズ、アスペクト比
駆動方式
Ｆ値、焦点距離
投写比＊1

ズーム
フォーカス
タイプ
明るさ（標準/静音）＊2＊3

光学方式
コントラスト比
投写距離
色再現数
アナログRGB入力時
ビデオ入力時
コンポーネント入力時
HDMI入力時 

インタラクティブ機能
デジタルキーストーン台形補正範囲
スクリーン色補正
アナログRGB入力
デジタルRGB入力
ビデオ入力

HDMI入力
音声入力
音声出力
USB入力

制御入力/その他

電源
騒音レベル（フルパワー/省電力）
消費電力（フルパワー/省電力/待機）
外観寸法　　   

質量

　　　　  LV-WX300UST
DMD×1枚

1,024,000画素（1,280×800）
WXGA

0.65型、アスペクト比16：10
1チップDLP®方式
F2.5、f＝5.1mm
0.35:1
固定
手動

超高圧水銀ランプ
3,000lm/2,500lm

時分割色抽出・順次表示
2300:1 

60.2cm～76.6cm　80型～100型（16：10）
1,677万色（フルカラー）

1,280×800（1,600×1,200コンプレッションまたはパンニング表示）
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60

1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
1,280×800（1,600×1,200）

1080p/1080i/720p/576p/480p
　　　　　　　 ー　　　　　　　　　　　　　　  　   ○

上下最大±40°（手動）
手動

ミニD-Sub15ピン×2
HDMI×2

RCA×1/S映像×1/HDTV&DVDコンポーネント用は
アナログRGB兼用/HDMI

○（×2）
ステレオミニジャック×2（1つはMIC入力）、RCA×1

ステレオミニジャック×1
USB type B（サービスポート）

D-Sub9ピン（RS-232C制御）/RJ-45（ネットワーク接続）
10Wx2、ステレオ
5℃～40℃

AC100V～240V、50/60Hz
33dB/29dB

300/240/6.0/0.5W
W287.5×H167.6×D374.5mm
（突起部含む）

約5kg

リモコン/リモコン用電池/電源コード/
コンピューターケーブル（1.8m/ミニ
D-sub15［オス］-ミニD-sub15［オス］）/
使用説明書/設置説明書/かんたん
ガイド/保証書

00512558

※CSPスタンダードの購入＆新規登録は、対象製品お買い上げ日より90日以内です。
※CSP保証延長の購入＆登録は、登録中のCSPの有効期限終了日、または保証書に定める保証期間
終了日までです。

※CSPのサービス提供可能期間は、延長期間を含めて、対象製品（本体）お買い上げ日より最長5年間です。

＊1 87型映像での計算値。 ＊2 ランプモード フルパワーの場合。 ＊3 出荷時における本プロジェクターの値を示しており、JIS X 6911:2003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。
●長時間・連続使用する際は、光学部品の劣化を早めることがありますのでご注意ください。 ●静音省電力モード時は明るさが落ちます。

キヤノンサービスパック（CSP）
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