
epson.jp/4klaser/
＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

漆 黒 の 余 韻 に 浸 る 。



※：外光や照明光を遮断した完全な暗室においてスクリーン上の明るさ0 lmを実現します。

光源の違いは、表現力にあらわれる。
レーザー光源が生み出す色再現。
DC Iもカバーする広色域。
0 lｍ※の漆黒。
光を自在にコントロールし、映像本来の豊かな色彩、
明暗を細部まで余すことなく再現します。

光源は青と黄色用の 2 基を個別に搭載。
黄色の光はさらに赤と緑に分割し、
光の三原色を作り出します。

＊画像はイメージです。



反射型液晶パネル

3L CD 方 式を採用しているので、カラーが 明るく色再 現性の高い映 像をお楽しみいただけます。
さらに反 射 型 液 晶 パネルにより高いネイティブコントラストと画 素 間のギャップのない滑らかな
映像を実現。また、アナログデバイスならではの、バンディングノイズのない美しい階調表現が可能です。

反射型液晶パネル
3LCD Ref lect ive Panel

＊画像はイメージです。

＊画像はイメージです。

SDR(Standard dynamic range) HDR(High dynamic range)

より美しい映像を実現するHDR規格に対応しています。豊かな色彩、明るい部分の高い
再現性と豊かな階調表現で、白とびや黒つぶれのない、人の目に近い臨場感のある映像を
お楽しみいただけます。コンテンツに合わせてHDRのモード（ピーク値）を選択できます。

ハイダイナミックレンジ 
High Dynamic Range

エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジーは 4Kエンハンスメントデバイスで1画素を斜めに0.5画素シフト
させることで、フル HDのパネルを使って4K相当の映像を実現する技術です。HDCP2.2に対応しているので、
放送などの4Kコンテンツを表示することが可能です。また、フル HDの映像を 4Kにアップスケールする際に、
エプソン独自の超解像技術とチューニングにより高精細でありながら自然な 4K 相当の映像に仕上げています。

4K エンハンスメントテクノロジー
4K Enhancement Technology

4Kエンハンスメントデバイス

＊画像はイメージです。

＊画像はイメージです。

より高コントラストに 画素間のギャップの少ない滑らかな映像を実現

＊画像はイメージです。

Full  HD 4K 相当

4Kエンハンスメントデバイスで
1画素を斜めに0.5画素シフト 縦横の解像度は実質2倍に



レーザー光源はパルスでの制御が自由にできます。
だから映像の入力信号に合わせてアイリスを使わずに
遅延のないリアルタイム調光が可能。シーンの切り
替えなどで 暗 転する場面では瞬 時に 0 l m※の漆 黒
を実現。闇に包まれる瞬間をお楽しみください。

０lｍ※の漆黒を
ホームシアターで実現

※：外光や照明光を遮断した完全な暗室においてスクリーン上の明るさ0 lmを実現します。 ＊画像はイメージです。

究極の高コントラスト

最大 1,500 lm 0 lm
（ダイナミックモード時）

すべてのカラーモードで sRGB の色域をカバー。
DC I を カ バ ー す る デ ジ タ ル シ ネ マ モ ー ド、

AdobeÆ"RGBモードなど10種類のカラーモードでコ
ンテンツに合わせて豊かな色彩表現が可能。今まで
表現の難しかった海の色など映画製作者の意図し
た色をより忠実に再現 することが できます。
DCI:Digital Cinema Initiativesの略

きわめて広い色域をカバーして
自然な色を再現

＊画像はイメージです。

明暗をよりくっきりと表現するレーザー光源ならではの高コントラスト

EH-LS10500 が採用したのは、安定した光源で高い色再現力を発揮するレーザーダイオード。
０lｍ※の漆黒 や DCI 色域も自在に映し出す驚きの再現力。
30,000時間（明るさ切替「低」時）の長寿命で安定して長くお使いいただけます。

レーザー光源
Laser Light Source

®



HDMI®1（HDCP2.2対応）/
HDMI®2

LAN Service
（USB mini-B）

ミニD-Sub15pin
（PC）

3RCA
（コンポーネント）

1RCA
（コンポジット）

トリガーアウト

RS-232C

※1：外光や照明光を遮断した完全な暗室においてスクリーン上の明るさ0lmを実現します。※2：画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。※3：端子形状は
USB mini-Bです。※4：デジタル入力のみ対応。＊HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLCの商標または登録
商標です。＊AdobeおよびAdobe RGBはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標です。

入力信号

同梱物

型番
方式
液晶パネルサイズ（対角）
液晶パネル画素数（横×縦×枚数）
対応解像度
有効光束（白の明るさ）
カラー光束（カラーの明るさ）
コントラスト比
色再現性
外形寸法（W×D×H）/質量
投写レンズ
レンズシフト
投写サイズ（対角）
接続端子1
接続端子2

騒音レベル
光源
動作温度
電源
消費電力（明るさ切替「高」/スタンバイ時）

EH-LS10500
3LCD Reflective方式
0.74型ワイドポリシリコンTFT反射型液晶パネル（16:9）
1920×1080×3
4096×2160
1500lm（最大）
1500lm（最大）
無限※1

フル10bitカラープロセッシング（約10億7000万色）＊一部12bit処理

550×553×225（突起部含まず）/約18.0kg
2.1倍電動ズームフォーカスレンズ　F：2.5-3.7　f：21.3-44.7mm
上下90%、左右40%※2

30型～300型
3RCA（コンポーネント）×1/ミニD-Sub15pin×1/HDMI®×2（1つはHDCP2.2対応）/1RCA（コンポジット）×1
RS232C×1/トリガーアウト×2/RJ45端子（ネットワーク用）×1/USBタイプB※3×1　
480i/60Hz、480p/60Hz、576i/50Hz、576p/50Hz、720p/50･60Hz、1080i/50・60Hz、
1080p/24※4・30※4・50・60Hz、4K×2K/24・25・30・50・60Hz（3840×2160）、
4K×2K/50・60Hz（4096×2160）、NTSC、NTSC4.43、PAL、M-PAL 、N-PAL、PAL60、SECAM 
VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA、WXGA++ (VGA以外は全てアナログのみ対応）
19dB（最小）
レーザーダイオード
5℃～35℃（非結露）
AC100V～240V ±10％  50/60Hz
459W/2.2W

電源コード（3.0m）/自照式リモコン（電池付）/HDMI®ケーブルクランプ（2個）/
3Dメガネ一式/USB充電AC電源アダプター/取扱説明書（冊子/CD-ROM）/保証書

仕様表

単位：cm

投写距離

レンズ中心（0）

およその投写距離（L）

80型

90型

100型

110型

120型

130型

140型

150型

200型

300型

177×100

199×112

221×125

244×137

266×149

288×162

310×174

332×187

443×249

664×374

226

255

283

312

341

369

398

427

570

857

482

543

604

665

725

786

847

908

1211

1819

40

45

50

55

60

65

70

75

100

149

スクリーン
サイズ

（16：9） およその
大きさ

（幅×高さ）

最長
（Tele） A=B最短

（Wide）

およその
投写距離（L）

およその
オフセット値※

※：レンズ中心（0）からスクリーン下端及び上端までのおよその高さ。

オフセット値B

オフセット値A

＊3D映像を投写するときは4Kエンハンスメントは設定できません。

画 像 の 解 像 感 を ア ッ プ さ せ る 超 解 像 技 術 と、映 像 の 明 暗 を 強 調 し 質 感 や
素材感を整える独自技術「ディテール強調」により、質感豊かでシャープな
映像を再現できます。

きめ細かな肌の質感まで再現

動きの速い動画を滑らかに再生

ブラックアウトタイムを短縮する独自技術。暗くなりがちな 3D 映像も明るく投写できます。

3D 映像を明るく投写する

視聴環境やコンテンツに合わせて、全 8 種から選択可能。

環境や映像に最適な画質で投写

前後のコマから中間のコマを自動生成して補間。動きの速い動画も滑らかに再生できます。

超解像

フレーム補間

Bright 3D Drive

カラーモード

ディテール強調

●デジタルシネマ
●3D シネマ

●シネマ
●3D ダイナミック
●ナチュラル　

●ダイナミック
●Adobe®  RGB
●ブライトシネマ

エプソンの画像処理技術 優れた設置性

※：市販のアナモフィックレンズが必要です。

銅製ヒートパイプ、アルミ製ヒートシンクによるクーリングシステムで 19dB の
静音性を実現。理想的な視聴環境が手に入ります。

19 dB の静音を実現

可動 範囲が広いレンズシフトを搭載 。 上下 9 0％ 、 左 右4 0％のシフト範囲で
限られたスペースでも設 置できます。10 0 型の大画 面投写でも最 短 投 写 距 離
約 2.8 m で 設 置 可 能 。 電 動ズーム 、 電 動レンズシフト 、 電 動フォーカスを
搭載し、視聴位置から自由に調 整 できます。

幅広い範囲に設置できる

最適なレンズ位置に
素早く設定できる

レンズシフト

レンズポジション登録

フォーカス、ズーム、レンズシフトで調整したレンズの位置を 10 個まで登録
できます。登録したレンズの位置を呼び出して、最適なレンズ位置に素早く
設 定 し て 投 写 す ること が できます。ま た アス ペ クト で「ア ナ モ フィック」※

「 H スクイーズ 」※ の設定もできます。

90％

50％

0％
9％

9％

50％

90％

4％40％ 40％

上
下
シ
フ
ト
範
囲

4％

左 右 シ フト 範 囲

＊画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトする
ことはできません。

＊上記図はレンズシフト範囲を表すイメージ図です。 
実際の投写距離の縮尺とは異なり、投写角度は
実際の角度とは異なります。

＊画像はイメージです。

オプション/消耗品

ELPGS03

ELPAC01

ELPAF39

￥10,000

￥1,500

￥3,000

型番商品名 希望小売価格（税別） 製造

エプソン製

3Dメガネ

USB充電AC電源アダプター

エアフィルター

天吊り金具＋
シーリングプレート＋

延長ポールセット
（セット内容：RPMAU2B＋

CMA110＋CMS003）

81mm
RPM003B

￥53,500

※その他のCHIEF社製の天吊り金具セットは、ホームページをご確認ください。

CHIEF社製 天吊金具

商品名
シーリング

プレート・ポール
組合せ長さ

型番 希望小売
価格（税別）

CHIEF社型番
RPMAU2B-003BK

ボタン 操作でリモコン上の
ボタンが約10秒間光ります。

自照式リモコン

外形寸法図 接続端子

®



レーザー光源機器使用上の注意事項
本機は、レーザー国際規格 IEC60825-1に適合したクラス2レーザー製品です。誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があります。次のことに注意してください。●本機に異常が発生した場合は、すぐに電源を
切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはエプソンサービスコールセンターにご相談ください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因だけでなく、視力障害の原因にもなります。●本機の
分解・改造は絶対にしないでください。プロジェクター内部には高出力レーザー製品が組み込まれています。重大なけがの原因となります。●投写中にビームをのぞき込まないでください。また、光学機器（ルーペや望遠鏡など）を
使用してレンズをのぞかないでください。視力障害の原因となります。●本機から離れた場所からリモコンで電源を入れる場合、レンズをのぞいている人がいないことを確認してください。●小さなお子様には操作させないでください。
操作する可能性がある場合は、必ず保護者が同伴してください。●投写映像に対して、ルーペや反射鏡などの光学機器を当てないでください。そのまま使用し続けると、人体に悪影響を与える可能性があります。また、火災・
事故の原因となることがあります。●投写映像を反射するものが周囲にないことを、投写前に確認してください。●本機を廃棄する場合は分解しないでください。国や地域の法律や条例に従って廃棄してください。

【使用限定について】本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらの
システム全体の信頼性及び安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、
幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

警告

エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内等の
さまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット

FAQ
http://www.epson.jp/faq/

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせ
の多い内容を FAQ としてホームページに掲載して
おります。ぜひご活用ください。

●製品仕様内容につきましては、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。●製品の色や
図は印刷物のため実際の色と若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格及び仕様、
デザインは、2016年10月26日現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●目を痛める原因となりますので、
製品投写中は絶対にレンズをのぞかないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。●プロジェクターを設置する際
には転倒、落下のないようご注意ください。製品が破損し、けがの原因となることがあります。●ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。
また、室内の空気の汚れが製品に悪影響を与えることがあります。たばこの煙などもプロジェクターに入らないようご注意ください。●高温に
なる場所、低温になる場所には置かないでください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年
間です。●製造番号は、品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されているか、保証書記載の製造
番号と一致しているかお確かめください。また保証書は必ず記入事項を確認の上、大切に保管してください。●画面はハメコミ合成です。
●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店
にお問い合わせください。●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格です。希望小売価格には消費税は含まれておりません。
●このカタログに記載の価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●本製品に関するカタ
ログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

お客様のご指定の場所へ製品を引き取りにお伺いします。
修理センターで修理完了後、ご指定の場所へお届けいたします。
梱包は引取業者がおこないますので不要です。
※本サービスは土曜・日曜・祝日の集荷指定も可能です。集荷地域・集荷時間帯・
大型機種・交通事情・故障状況・弊社休日・繁忙期・見積回答待ち等の理由により、
引取・返却が遅延する場合がありますのでご了承ください。※本サービスには
天吊されたプロジェクターの取外し　取付け作業は含まれておりません。
対応をご希望の場合は弊社技術員が訪問する「代替機お届けサービス」での
対応となります。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

お引き取り日時のご指定可能な時間帯：午前中（12:00まで）／午後（12:00～18:00）／夜間（18:00～21:00）

修理サービス

引取修理サービスの
詳細・お申込みはこちらから料金 引取 料 金 ＋ 修 理 料 金

お支払い方法 代 金 引換

ht tp:/ /www.epson. jp/support /shuri/対象機種などお申し込みの詳しい情報はこちらでご確認ください。

050-3155-7150☎

保証期間内・外問わず引取料金は1台につき一律1,500円（税別）です。

※上記番号をご利用いただけない場合は、0263-86-9995をご利用ください。土日・祝日の電話受付は、0263-86-9995
にて日通航空が代行いたします。上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。
※製品に関するご質問・ご相談は、上記窓口ではお受けできません。各問い合わせ窓口までお願いいたします。

環境配慮への強い意志で、未来を切り拓くことができる。そう考えるエプソンは、
信頼性が高く、リサイクル可能で、エネルギー効率のよい革新的なモノづくりに
つねに挑戦しています。これからも省エネ・省資源・省スペースなど、省の技術を
活かした製品をとおして、環境のため、そして未来のために貢献していきます。

エプソンでは、環境に配慮した製品をお客様に提供するための重要な取り組みのひとつとして、製品に含有する
化学物質を厳正に管理してまいりました。その結果、EU RoHS指令※対象製品については対応ができております。

エプソンは、地球の環境負荷許容量※1を認識し、世界の誰もがその許容量を等しく
分け合うものと考え、2050年に向けて“商品とサービス”のライフサイクルにわたる
CO2排出を10分の1にすることを目指します。あわせて、生態系の一員として、
地域社会とともに生物多様性※2の修復と保全を行います。

事業でご使用済みとなったエプソン製の情報処理機器は、エプソンに代わり、業界
団体である「一般社団法人 パソコン3R推進協会」が回収・再資源化いたします。

「環境ビジョン 2050」

回収・再資源化

※1：環境容量のこと。環境負荷物質（環境を劣化あるいは汚染する物質）の収容力を指し、環境を損なうことなく、受け入れること
のできる人間の活動または環境負荷物質の量を表す。 ※2：多様な生物が、それぞれ多様な関係を持ちながら存在していること。

エプソンはその実現に向けて取り組んでまいります。

エプソンは環境への配慮も性能のひとつと考えています。
エプソンの環境への取り組みについては http://www.epson.jp/SR/environment/ をご覧ください。

使用済み機器の回収・再資源化のご依頼は、

http://www.epson.jp/recycle/kaishu/3r/をご覧ください。

EU RoHS
指令対応製品 ※：EU RoHS指令・・・電気・電子機器への鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）の使用を制限する、欧州の有害物質規制。

Step1
修理申込・受付
修理のお申し込みは、
インターネット/FAX/

電話で承ります。

Step2
ご指定の場所へ

お引き取り
梱包は引き取り業者に

おまかせください。

Step3

修理センター
にて修理

 

Step4

お届け

 

ホームシアターを体感！
＊シアタールームの視聴は完全予約制となっております。
　詳しくは右記ホームページをご確認ください。

エプソンスクエア新宿ではシアタールームを設け、ホームプロジェクターの
映像をご覧いただけます。ぜひお越しください。

http://www.epson.jp/showroom/square/＊ 画面はイメージです。 ＊ 画面はハメコミ合成です。

 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5 〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー29階　 

●ご購入は、お近くの販売店または、エプソンダイレクトショップ（http://www.epson.jp/shop/ 0120-956-285）でお買い求めください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。
■このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。または、液晶プロジェクター インフォメーションセンターにお問い合わせください。

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話
またはNTT東日本、NT T西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-503 -1969までおかけ直しください。
詳しくはホームページをご確認ください。

液晶プロジェクター インフォメーションセンター

050-3155-7010

カタログコード：CLELLS2A(2016年10月26日現在)

■お買い求めは信用とサービスの行き届いた当店で

お買い求めの販売店、またはエプソンの修理センターで、お客様のご都合にあわせてお申し込みいただけます。

札幌修理センター

松本修理センター

鳥取修理センター

沖縄修理センター

所 在 地 TEL FAX

北海道札幌市白石区栄通 4-2-7 エプソンサービス（株）

長野県松本市白板 2-4-14 エプソンサービス（株）

鳥取県鳥取市南栄町 26-1　エプソンリペア（株）

沖縄県那覇市山下町 5-21 ウイングビル2F エプソンサービス（株）

011-805-2886

050-3155-7110

050-3155-7140

098-852-1420

011-805-2882

0263-44-7888

0857-32-8290

098-852-1422

http://www.epson.jp/support/エプソン修理センター
お買い求めの販売店で、エプソンの修理センターで。ご都合にあわせてお選びいただける各種修理サービスをご用意しています。

＊上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しています。上記050で始まる電話番号をご利用いただけない場合は、松本修理センター（0263-86-7660）、
  鳥取修理センター（0857-77-2202）までおかけ直しください。＊予告なく住所・連絡先が変更される場合がございます。ご了承ください。詳しくはホームページをご確認ください。
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