
■オプション一覧 ■接続インターフェイス 

■プロジェクター 仕様一覧表 ■XJ-S35/S30 寸法図 

■投映距離一覧表 

機種名 

メーカー希望小売価格 

明るさ 

光源 

コントラスト比 

縦台形補正 

焦点調節 

投映レンズ 

投映画面サイズ 

投映距離 

投映方式 

表示素子 

色再現性 

ＲＧＢ入力 
 

ビデオ 

 
 

USB 
 

 

電源 

外形寸法（幅×高さ×奥行）※2 

質量 

セキュリティ対応 

その他の機能 

主な付属品 

データプロジェクター XJ-S35 

￥248,000（税込￥260,400） 

 

 

2000ルーメン 

200W 高圧水銀ランプ 

1800:1（テレ時） 

自動：＋30°　手動：±30° 

マニュアルフォーカス（電動） 

光学2倍ズームレンズ（電動） 

15型～300型 

最短投映距離：0.84m　60型投映時：1.7m～3.4m、100型投映時：2.8m～5.6m 

DLP�方式 

0.55型 DLP�チップ　786,432画素（1,024×768） 

フルカラー（1677万色） 

RGBミニD-Sub15ピン×1（YCbCr/YPbPr入力共用） 

リアル表示：XGA（1,024×768）、 圧縮表示：最大SXGA（1,280×1,024） 

NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM 

コンポジット：RCAピン端子×1、YCbCr/YPbPr：ミニD-Sub15ピン×1（RGB入力共用） 

 

 

 

 

AC100V、50/60Hz 

270×43（最薄部32）×199mm 

1.8kg 

Kensington対応、パワーオンパスワード 

カラーモード、デジタルズーム（4倍）、フリーズ、ポインタ、ダイレクトパワーオン、エコモード、ブランク  

ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/ビデオケーブル/CD-ROM（Windows� XP/2000対応）/ソフトケース 

データプロジェクター XJ-S30 

￥198,000（税込￥207,900） 

TypeA×1、USB（1.1準拠）ホスト 

USBメモリー（市販品）※1 

無線（IEEE802.11b）アダプター YW-2S 

マルチプロジェクションカメラ YC-400

― 

― 

入力端子 

表示解像度 

信号方式 

入力端子
 

インターフェイス 

 

接続機器 

※1 すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。動作確認済のUSBメモリーについては、当社Webにて公開予定です。　※2 突起部除く。 

【ポータブルスクリーン】 
特殊表面フィルムを採用した明るく見やすい
スクリーン。ケース一体型で、高さ調節が可能。 

【交換用ランプ】 

※ランプの交換時期は2000時間。交換時期は使用状況により異なります。 

【コンポーネントビデオケーブル】 
ミニD-Sub15ピン（オス）-RCAピン（オス）×3　長さ：2.0m

※最大開張時。（　）内は収納時。 

型番 外形寸法※：幅×高さ×奥行 メーカー希望小売価格 

YN-6 

YN-8 

YN-10

質量 

6.4kg 

7.4kg 

9.0kg

1410 × 2000 ×  300  mm 

1810 × 2100 ×  300  mm 

2216 × 2500 ×  400  mm

￥50,000 

￥77,000 

￥98,000

（60型） 

（80型） 

（100型） 

 （110） （120） 

 （110） （120） 

 （110） （120） 

（税込￥52,500） 

（税込￥80,850） 

（税込￥102,900） 

YL-33
メーカー希望小売価格 
￥10,000（税込￥10,500） 

メーカー希望小売価格 
￥45,000（税込￥47,250） 

YK-3

VIDEO入力端子 
テレビやビデオカメラなど、ピンジャック（RCA）タイプのVIDEO
出力端子と接続して、映像を投映できます。 

RGB入力端子 
パソコンと接続して、パソコンの映像を投映することができます。 

USB端子（XJ-S35のみ） 
市販のUSBメモリーを挿入し、PCレスプレゼンが可能。また、
USB無線アダプターYW-2S（別売）を使って無線接続も可能。
YC-400と直接接続する際にも使用します。 

※ アスペクト比とは、画面などの縦横の比率のこと。多くのテレビやPCモニター
は4（横）：3（縦）の比率です。　＊ 投映距離は設置の目安です。 

40型 

60型 

80型 

100型 

150型 

200型 

0.8m × 0.6m 

1.2m × 0.9m 

1.6m × 1.2m 

2.0m × 1.5m 

3.0m × 2.3m 

4.1m × 3.0m

スクリーンサイズ 横×縦（アスペクト比※ 4:3） 最短（L） 最長（L） 

1.1m 

1.7m 

2.3m 

2.8m 

4.3m 

5.7m

2.2m 

3.4m 

4.5m 

5.6m 

8.5m 

11.3m

このカタログの内容は2006年6月現在のものです。 

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でお分かりにならない場合は下記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
●当カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●スクリーン画面は全てハメコミ合成です。使用している写真は機能説明のためのものであり、実際に
撮影されたものとは異なります。●製品の価格には取付費・運送費・付帯工事費等は含まれません。●プロジェクターは内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しております。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。●取扱説明書に従い、正しく配線してください。正規の配線が行われなかったり、改造
等を加えると事故の原因となります。この場合、当社は一切の責任を負いかねます。●明るさは、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 6911:2003 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附属書2に基づいています。●表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。●表示価格は、すべて2006年6月現在のものです。 

■DLP、DLPメダリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。Digital Light Processingは、米国テキサス・インスツルメンツ社の商標です。 ■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における
登録商標です。 ■XGAは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。 ■本カタログに記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 

●指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。 

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。 

警告 
注意 

安全上のご注意 
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の 
前に必ず取扱説明書をお読みください。 

〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。 

�����������	
�����	���	��
製品・修理・保守サービス等に関する情報・お問い合せ先は 

単位：mm

270

199

43

XJ-S35/S30の訪問デモを無料で承ります。 http://casio.jp/projector/
《ご購入先等の相談窓口》　　 0570-022746でも承ります。お気軽にご用命ください。 ナビダイヤル 

●法人（学校関係含む）の方に限らせていただきます。 
●デモの日程については調整の上、後日担当者よりご連絡させていただきます。 

ホームページからの 
お申込み 

■XJ-S35

270

199

43

■XJ-S30

《機能・操作等の相談窓口》 

《ご購入先等の相談窓口》 

受付時間　月曜日～土曜日AM9:00～PM5：30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く） 

携帯電話・PHS等をご利用の場合は、 
03-5334-4857をご利用下さい。 

携帯電話・PHS等をご利用の場合は、 
03-5334-4785をご利用下さい。 

VIDEO入力端子 RGB入力端子 USB端子 
※XJ-S35のみ 

片手でらくらく 
セットアップ 

●YN-6（60型） ●YN-8（80型） ●YN-10（100型） 

収納時 



※写真はイメージです。実際の使用にあたっては、傷・破損防止のため緩衝材などが必要となります。 



プレゼンの際、プロジェクターとノートPCを一緒に持ち運ぶのは面倒なも

の。XJ-S35なら、本体にUSBホスト機能を装備。プレゼン資料を保存した

USBメモリーを、本体のUSB端子に挿入するだけで、PCを使わずに大画

面投映できます。静止画や動画はもちろん、Microsoft� PowerPoint�

ファイルも、付属ソフト（Windows� XP/2000対応）で画像変換すること

で投映が可能。また、リモコンで離れた位置からでも操作できるなど、より

自由度の高いビジュアルプレゼンテーションを実現します。 

※ユアプレゼンターYP-100（別売）を使用すれば、XJ-S30でのPCレスプレゼンが可能。 

 

P Cレスプレゼンを実現するU S Bホスト機能  

プレゼンにスピード&インパクトを 多彩なプレゼンニーズに対応 書画カメラとの連携もスムーズ 

プロジェクターを使うとき、一番手間がかかるのがセッティングと後片づけ。

とくにコード配線には時間がかかります。XJ-S35は、USB無線アダプター

YW-2S（別売）を介して、PCとのワイヤレス通信（IEEE802.11b）が可能。

専用ソフトをPCにインストールするだけの簡単設定で、手軽にワイヤレス

PCプレゼンが行えます。最大4台までのPCと接続でき、画面の切り替え

も簡単。ディスカッション形式のミーティングもスムーズにこなせます。　

※ユアプレゼンターYP-100（別売）を使用すれば、XJ-S30でのワイヤレス接続が可能。 

簡単設定ですぐに使えるワイヤレス通信  

簡単コードレスセッティング フリースタイルプレゼン 最大4台までのPCと無線通信 

面倒なRGBケーブル接続の手間がいらず、ミーティング

や会議の準備がスピーディ。もちろん後片づけも簡単です。 

スクリーン横でPCを操作しながらプレゼン。視線が発表

者に集中し、より説得力のあるプレゼンが可能です。 

複数のPCと同時接続可能。各部門の担当が集まる会議

やディスカッション形式のミーティングに最適です。 

プレゼンスペースがいつも大会議室とは限りません。XJ-S35/S30には、デー

タプロジェクター最高倍率※の広角2倍ズームレンズを搭載。最短84cmか

らの短距離投映を可能にし、狭いミーティングルームや教室などでの大画

面投映を実現、場所を選ばず自由度の高いプレゼンをサポートします。 

※2006年6月現在（当社調べ） 

設置場所を選ばない、短焦点広角 2倍ズーム  

明るい部屋でも使える、高輝度2000ルーメン 

1024×768ドットの高解像度〈XGAリアル〉に対応。新聞記事の小

さい文字やグラフ内の数字など、細部まで鮮明かつ美しい画像を再

現します。1280×1024ドット〈SXGA〉の圧縮表示も可能。 

B5ファイルサイズのコンパクトボディながら、高輝度2000ルーメン

を実現。教室や大会議室などの明るい部屋でも照明を落とさずに

投映でき、スクリーンの画像と手元の資料を併用したプレゼンも快

適にこなせます。 

細部まで鮮明な画像を投映するXGAリアル対応 

設置可能範囲 スクリーンからの距離 

60型スクリーン時 

投映画面が小さい 

スクリーンからの 
距離が 
3.4mの時 

投映画面がスクリーンからはみ出る 

最適な画面サイズにズームイン 

最適な画面サイズにズームアウト 

スクリーンからの 
距離が 
1.7mの時 

PCレスプレゼン& 
ワイヤレス接続 

〈2個セット〉 

USB無線アダプター 

オープン価格  

●専用ソフトをPCにインストールするだけの簡単設定。 
●最大4台までのPCと同時通信が可能。 

●小型・軽量ポケットサイズ。 

●USBメモリーに保存した画像・映像をPCなしで投映できる、PCレスプレゼン機能。 

●USB無線アダプターYW-2S（別売）を使って、最大4台のPCとのワイヤレス接続が可能。 

●マルチプロジェクションカメラYC-400とUSB接続し、PCなしで使用可能。 

 

ユアプレゼンター 

オープン価格 

簡単設定で、最大4台のPCとワイヤレス接続。 XJ-S30でのPCレスプレゼン、ワイヤレス接続に。 

プレゼン資料 USBメモリー 

保存 セット プロジェクター 
単体で投映 

画面の歪みを自動補正、縦オートキーストーン 

本体の傾きを検知し、上30°の範囲で

生じる画面の歪みを自動補正する〈縦

オートキーストーン補正〉機能を搭載。

セッティングに手間がかからないので、

プレゼン参加者を待たせることなく、

すぐに投映することができます。 

※下方向の補正は手動で行います。 

補正イメージ 

補正後 

補正前 

＊ キーストーン補正時は、画面サイズが小さくなる 
　ことがあります。 

プロジェクター単体での投映から、 

複数PCとの連携まで。 

プレゼンスタイルを、 

より自由に、よりスマートに。 

場所を選ばず、 
簡単セッティング 

多彩なプレゼンスペースに 

アジャストする投映機能。 

いつでもどこでも、 

大画面ビジュアルを思いのままに。 

PCを持ち歩く必要がなく、出先でのセッティングも簡単。

限られた時間に最大限のプレゼン効果を発揮できます。 

ファイル形式は静止画［JPEG/BMP］、動画［AVI形式

（MPEG-4/Motion JPEG準拠）］に対応。プレゼンの

幅が広がります。 

XJ-S35と書画カメラYC-400をUSBケーブルで直接

接続。商品サンプルなどの投映もPCレスで簡単に行え

ます。 



XJ-S35とダイレクト接続し、PC

を使わずに商品サンプルなどの

実物をスクリーンに大画面投映

できます。 
※XJ-S30は、ユアプレゼンターYP-100（別売） 
　を使って、PCレスプレゼンが可能。 
 

実物投映をPCレスで実現 
B5ファイルサイズに折りたためる

コンパクト設計。XJ-S35/S30と

セットにして、楽に持ち歩けます。 
※写真はイメージです。実際の使用にあたっては、 
　傷・破損防止のため緩衝材などが必要となります。 

スマートに持ち運べるモバイルサイズ 

400万画素高画質で、書類や図表などのドキュメントを細部まで鮮

明に再現します。 

さまざまな書類を鮮明に投映 
小さな部品や図鑑などの投映にも対応。画像データがなくても、実

物をその場ですぐに投映できます。 

製品サンプルなども投映可能 

自動補正機能 

プロジェクターとの連携で、最大限のプレゼン効果を発揮 

画像の傾きや色を自動的に補正したり、見せた

い部分だけを拡大投映できるなど、多彩な機能

を搭載。 

プロジェクションエリア撮影機能 

ホワイトボード投映時、投映範囲内だけを撮影。

手書き情報の合成・再生も可能。 

ボードエリア撮影機能 

ホワイトボードの投映画面に手書きで加えた情

報を撮影・合成・再生可能。 

デジタルカメラ機能 

カメラ部を取り外して使

用可能。撮影画像はスタ

ンドに装着するだけです

ぐに投映できます。 

明るい場所での一般的なプレゼンに適した設定 

色表現を重視したプレゼン用の設定 

写真などが自然に見えるような設定 

映画の暗い部分をすっきり見せる設定 

黒板投映時に見やすくした設定 

スリムサイズに充実の機能を搭載  

ビジュアルプレゼンに不可欠なデジタルコンテンツを企画・制作。 

新製品・サービスの企画提案をはじめとするB to Bから、店頭販促支援などのB to Cまで、 

XJ-S35/S30を最大限に活用したビジネス展開をトータルにサポートします。 

スキャナモード 

書画台の被写体を連続

自動撮影。スピーディに

紙ドキュメントを保存でき

ます。 

投映内容に応じて選べるカラーモード 

文字やグラフなどのドキュメント、静止画や動画など、投映内容に合わせ

て画像を最適に色補正する5つのカラーモードを用意。さまざまな種類

のコンテンツを活用したプレゼンに、フレキシブルにお応えします。また、

濃い背景には〈黒板モード〉で投映するなど、投映場所に合わせた色補

正にも対応しています。 

プレゼン効果の高いリアルな画像表現力「DLP�方式」 

迫力のあるプレゼン映像には、リアルな画質が必

要不可欠。XJ-S35/S30は、投映方式に米国テキ

サス・インスツルメンツ社開発のDLP�方式を採用。

デジタルシネマの上映に使用されている高精細な

画像再現力で、大画面でもリアルな色合いを実

現します。 
プレゼンテーションモード 

スタンダードモード 

グラフィックスモード 

シアターモード 

黒板モード 

プレゼン用デジタルコンテンツ制作をサポート 

ニーズに合わせて 
フルCGなども活用し、 
コンテンツを制作 

表現力豊かなビジュアルで 
プレゼン効果UP! 

 

プロジェクター 

＊Windows�XP/2000 Professional/Meに対応  
＊CD-ROMドライブ（インストール用）が必要です。 

PCとの接続で、 
使いやすさますますアップ 

色ムラ、変色のない 
安定画質 

高いコントラスト比、 
黒もくっきり 

ノイズや劣化のない、 
リアルな再現力 

自然で 
なめらかな動画 

リモコン 
付属 

細かい操作が手元で行える、 
便利なワイヤレスリモコンを付属。 

シンプル 
キー 

基本操作は、本体上面パネル部に 
配置した操作キーですべて行えます。 

リア投映 
機能 

スクリーンの背面から投映可能。 
＊リア投映対応のスクリーンが別途必要です。 

フリーズ 投映中の映像を本体にメモリし、 
静止画として表示します。 

エコ 
モード 

投映輝度とファンの回転数を下げ、 
消費電力と動作音を抑えます。 

盗難防止 
ロック 

万一の盗難を未然に防ぐ、盗難防止用ロック穴を装備。 
＊市販の盗難防止用ワイヤーロック対応。 

高画質ビジュアル 
コミュニケーション 

静止画から動画まで、 

コンテンツを選ばない画像表現力。 

これからのプレゼンニーズに応える 

ビジュアルクオリティ。 

収納時 

ドキュメントなどのプレゼン資料を手軽に大画面投映。 

XJ-S35とUSBでダイレクト接続し、PCレスでの使用も可能。 

よりパーフェクトなプレゼンを目指す、すべての人へ。 

マルチプロジェクションカメラ 400万画素・光学3倍ズーム 
B5ファイルサイズ※・約1.6kg

メーカー希望小売価格 ￥258,000（税込￥270,900） ※ 収納時 

お客様のご要望に 
最適なコンテンツを 

企画・提案 

映像サンプルおよびサービスについて、詳しくはホームページをご覧ください。 http://casio.jp/projector/


