
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。

レーザー光源機器使用上の注意事項

安全に関するご注意

天吊・壁掛け設置をご希望される際も安心です。プロジェクター設置工事

充実したサポート体制で、万が一のトラブルに対応。

代替機お届けサービス保　証 保証・サービス入る

サービスエンジニアが直接お伺いする保守サービスパック。

エプソンサービスパック保守（出張）
引取サービスと持ち込み修理を組み合わせたサービス。

エプソン引取保守パック保守（引取）

見積依頼 スケジュール
調整

設　置

サービス
＆

サポート
ご要望の確認

現地調査作業 施工 映像調整

お見積ご提案
設置手配

インタラクティブ（電子黒板）機能搭載
プロジェクターカタログ

※1：'95～'21年実績　1000lm以上のプロジェクター国内販売台数において　富士キメラ総研調べ。　※2：'01～'21年実績　500lm以上のプロジェクター販売台数において　Futuresource Consulting Limited 調べ。

選ばれつづけてて

No.
27年連続年連続

国内シェェア※1

21年連続年連続
世界シェア※2

epson.jp/itr/

EB-1485FT/735FiEB-1485FT/735Fi※1/725Fi※1対応
ワイド82型ボードスタンドワイド82型ボードスタンド※2

※1：タッチユニットは別売です。
※2：プロジェクターは別売です。

（注）画像はイメージであり、画面はハメコミ合成です。

（注）画像はイメージであり、画面はハメコミ合成です。

＊壁掛け金具は別売です。
＊タッチユニットは別売です。

オープンプライスオープンプライス
IWS-IWS-82VEF5EB-735Fi

オープンプライス

インタラクティブ（電子黒板）
機能搭載プロジェクター



教室環境を変えずに大画面、
学びの平等性を確保

スタンド付きのディスプレイ機器を設置した場合 超短焦点壁掛設置対応モデルを黒板上に設置した場合

教室の後方でもはっきり見える

壁掛設置できるから生徒がぶつからない

プロジェクターだから大画面

さまざまに活用できる、16：6の超ワイドなディスプレイ

※高さ1200mmの黒板に投写した場合、最大約ワイド90型まで投写できます。

黒板やホワイトボード上への設置ができますので、これまでの教室環境を変えずに大画面提示が可能です。
省スペース大画面を実現するだけでなく、大型提示装置の導入による授業スタイルの変更を最小限にとどめることができます。

投写面を選ばず、最大約ワイド90型の大画面で投写できます。 教科書やワークシートの細かな文字情報や図表などの細部まで、教室
後方の子どもたちにも鮮明に見せることができます。

先生が黒板とディスプレイを往復して授業がスムーズでない。
ディスプレイの対角線に位置する生徒がよく見えない。

教室の限られたスペースでも大画面提示が可能。板書と併用し
やすく、先生の無駄な動きが少ない。

電子黒板は、大画面で邪魔にならない
プロジェクター型をおすすめします

Point1

（注）画像はイメージであり、画面はハメコミ合成です。（注）画像はイメージであり、画面はハメコミ合成です。

教
室

の
後方
まではっきり見

え
る

ワイド50型のテレビと比べて

面積比は約2.2倍

黒板上で

大画面！
約ワイド90型の

80型以上の大画面で
学びの平等性が向上※

プロジェクターだから
黒板上で板書と併用

黒板に直接投写

拡張ディスプレイ 画面スライド 画面を2つ並べて投写

例えば・・・ 例えば・・・ 例えば・・・

授業スタイルによって
投写面を選べます。

書画カメラ画像を
ホワイトボードで説明

プログラミングのコードと
実際の動きの比較

1 2 3

動画や画像を集中して
視聴させるために、中心に投写

右から板書する国語の
授業では左に投写

左から板書する英語の
授業では右に投写

16：6の超ワイドな
コンテンツを表示
投写画面への書き込み

PCレスで超ワイドなホワイトボードにも！

中央
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教室環境を変えずに大画面、
学びの平等性を確保

スタンド付きのディスプレイ機器を設置した場合 超短焦点壁掛設置対応モデルを黒板上に設置した場合

教室の後方でもはっきり見える

壁掛設置できるから生徒がぶつからない

プロジェクターだから大画面

さまざまに活用できる、16：6の超ワイドなディスプレイ

小学6年生66名を対象に、60型・80型のサイズで表示されたス
ライドの書き取りを実施し、見え方の検証を行いました。
その結果、60型と比較して80型の方が約11％書き取りの正答率
が上がり、見え方も80型の方が見やすいという結果になりました。

従来のアスペクト比16：9画面の左・中央・右へのスライド表示や、4:3画面の2画面同時表示により、さまざまな活用が可能です。

黒板上で従来の板書と電子黒板を活用することができます。
そのため子どもたちの目線を集中させることができます。

電子黒板は、大画面で邪魔にならない
プロジェクター型をおすすめします

Point1

教
室

の
後方
まではっきり見

え
る

ワイド50型のテレビと比べて

面積比は約2.2倍

黒板上で

大画面！
約ワイド90型の

80型以上の大画面で
学びの平等性が向上※

プロジェクターだから
黒板上で板書と併用

黒板に直接投写

※2017年8月にエプソン販売(株)が宮城県内の小学校で行った検証に基づくエプソン製電子黒板機能搭載プロジェクター EB-685WTを実際に使用されている2つの教室(いずれも奥行き：8.72m　幅：6.95m　天井高：2.99m)に設置
し、そこで学ぶ小学6年生の生徒(66名)に60型・80型のサイズで表示されたスライドの6項目の書き取りを実施した結果、60型と比較して80型の方が約11％書き取りの正答率が上がった。また画面の見やすさを5段階評価でアンケート調
査した結果、60型と比較して80型の方が0.6ポイント高い評価が得られた。

※EB-1485FT/735Fiのみ対応。16:6アスペクト時の最大スクリーン解像度は1920×720となります。入力ソースによっては入力解像度を下回る表示になる場合があります。

拡張ディスプレイ 画面スライド 画面を2つ並べて投写

例えば・・・ 例えば・・・ 例えば・・・

授業スタイルによって
投写面を選べます。

書画カメラ画像を
ホワイトボードで説明

プログラミングのコードと
実際の動きの比較

1 2 3

動画や画像を集中して
視聴させるために、中心に投写

右から板書する国語の
授業では左に投写

左から板書する英語の
授業では右に投写

16：6の超ワイドな
コンテンツを表示
投写画面への書き込み

PCレスで超ワイドなホワイトボードにも！

中央

PCレスで超ワイドなホワイトボードにも！
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生徒の興味を引き出しやすく、
授業の効果・効率向上に期待

Point 2
生徒用端末と簡単に連携して協同的な授業ができる

紙教材や立体物を大きく写して、その上から書き込むことができる

電子黒板機能搭載の大型提示装置は生徒の興味関心を引き出しやすい

板書の手間・時間を省くことができる

黒板やホワイトボード上への設置ができますので、これまでの教室環境を変えずに大画面提示が可能です。
省スペース大画面を実現するだけでなく、大型提示装置の導入による授業スタイルの変更を最小限にとどめることができます。

子どもたちが持っているタブレット端末に、電子ペンのワンタッチ操作で簡単に投写画面の配
信ができます。教材やWeb画像など配信した画像は、子どもたちのタブレットでも、ペンツール
での書き込みや保存が可能です。

デジタル教科書や自作のデジタル教材を組み合わせれば、板書にかかっていた時間を
省くことができます。
生徒の集中力を妨げず、授業をテンポ良く進めることができます。

先生の使いやすさに配慮
画面配信

子どもたちのタブレット端末の画面を、投写画面上でも、先生のタ
ブレット端末の画面上でもサムネイル表示できるので、子どもたち
の学習の進捗状況が確認できます。

サムネイル表示

先生用端末の画面上で任意の端末を選択し、最大4分割して投写することができるため、比較
提示や発表に役立ちます。

最大4画面の比較表示ができるアプリケーションを標準で搭載
モデレーター

※Microsoft® OS、macOSは「Epson iProjection(for Microsoft® OS/macOS)」での接続が必要です。 
また、Android™、iOSは「Epson iProjection(for Android™/iOS)」での接続が必要です。

（注）HDCPで保護されたコンテンツは配信できません。

教科書・ノート・理科教具・立体物

映像・写真

掛図教材・模造紙教材

学校にあるさまざまな機器と接続できます。

81%81%

85%85%

78%78%

先　生

83%83%

83%83%

78%78%

生　徒
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生徒の興味を引き出しやすく、
授業の効果・効率向上に期待

Point 2
生徒用端末と簡単に連携して協同的な授業ができる

紙教材や立体物を大きく写して、その上から書き込むことができる

電子黒板機能搭載の大型提示装置は生徒の興味関心を引き出しやすい

板書の手間・時間を省くことができる

パソコンを接続しなくても、書画カメラなどの映像の上に電子ペンで書き込みができます。
新たにデジタル教材を用意しなくても、既存の教材と組み合わせて、わかりやすい教材提示が可能です。

大画面で見やすく、インタラクティブ性がありスマホ的な操作もできる電子黒板は授業の効果効率を高める効果があります。電子黒板
導入後の効果測定アンケートの結果、約80%の先生と生徒が学びの向上に一定の効果があると回答しました。

先生の使いやすさに配慮
画面配信

サムネイル表示

最大4画面の比較表示ができるアプリケーションを標準で搭載
モデレーター

＊デジタル顕微鏡なども接続できます。

教科書・ノート・理科教具・立体物
さまざまな紙教材や子供たちのノートなどを書画カメラで投写。直接書き込みできない
教材や立体物への書き込みが可能。

映像・写真
デジタルカメラやDVD/Blu-ray Disc™プレーヤーの映像の上にも書き込みが可能。

掛図教材・模造紙教材
既存の教材に投写して、その上に直接書き込みが可能。

学校にあるさまざまな機器と接続できます。
デジタルカメラ ビデオカメラ DVD/Blu-ray DiscTM

プレーヤータブレット端末書画カメラ

生徒の思考を広げたり
深めたりすることに効果がある

学習内容をまとめる際に、生徒の知識の
理解の定着を図ることに効果がある

生徒一人一人が明確に学習課題を
つかむことに効果がある

81%81%

85%85%

78%78%

先　生

自分たちの考え方・意見を
わかりやすく伝える事に役立った

他の生徒の考え方・意見を知り
考えを見直すことに役立った

生徒や先生との間で
活発なやり取りをすることができた

83%83%

83%83%

78%78%

生　徒

※エプソン製の電子黒板機能搭載プロジェクターとデジタル教材や電子黒板ソフト等を組み合わせて2017年9月より授業を行っている、長野県内の中学校で先生153名と生徒2,445名に対して2018年1月～2月に行ったアン
ケート結果に基づく。
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参加者意識が高まる、議論も活発に。
議事録の共有もカンタンです。

部内会議
参加者全員の意識を変える。議論の質を上げる。

アイデアの質が上がり、会議のアウトプットが進化していく。

議事録の共有

メール配信サーバー保存 プリント
USBメモリー
保存

基本性能

Full
HD※1

テーブル投写
可能　※2

ホワイトボード機能

最大20ページ
２人同時

書き込み（2色）

ページを送る、書き込む。
聞き手の注目を集め、効果的に伝える。

注目を集めるプレゼンテーション。
記憶に残るセミナー。

プレゼンテーション・
セミナー

便利機能

PC・タブレットへ
画面配信

ホワイトボード機能

最大20ページ
２人同時

書き込み（2色）

PCインタラクティブ機能（投写画面でPC操作）

マウス操作
投写画面上に
書き込み

 Microsoft®
Office
インク機能

※3

※4

4画面表示

使い勝手の良い授業支援ソフト
｢PenPlus for EPSON 電子黒板｣を添付※

Point 3

生徒用端末と簡単に連携Point 4

教材の自作時に便利なイラスト素材も豊富にご用意

各種OSのミラーリング投写に対応

電子ペンによる投写画面への書き込みやスタンプ貼付、保存などができるペンツールソフト｢PenPlus for EPSON 電子黒板｣が使えます。
本ソフトは教材作成にも対応し、2,500種以上のコンテンツ（スタンプやイラスト）が収録されており、自作教材の作成もサポートします。

Windows®、macOS、Android™、Chrome OS™、iOS、iPadOSのミラーリング投写に対応。また、投写画面をキャプチャーして
生徒端末へ配信したり、生徒端末の画像を投写画面上でサムネイル表示することもできます。また先生用の端末から最大4画面の
比較表示にも対応しています。

スタンプ関連

ペン

消しゴム

カーテン

選択消しゴム

元に戻す

移動

透明シート

ツール関連

書き順関連

ページ戻し

背景イメージの読み込み

最小化

ペンの設定

消しゴムの設定

選択

ファイルの読み込みと保存

やり直し

背景色関連

ページ送り

ページ編集関連

スポットライト

クリア

ページ

設定関連

先頭ページ

ギャラリー

閉じる

領域拡大
最終ページ

豊富なイラスト素材を収録授業で便利なペンツール機能

※Windows®専用/ダウンロード提供となります。

※Windows®、macOSは「Epson iProjection(for Windows®/macOS)」での接続が必要です。また、Android™、iOSは「Epson iProjection(for Android™/iOS)」での接続が必要です。

学校でも企業でもインタラクティブ機能が
コミュニケーションを加速させます !

クリップボードにコピーすることもできます。

5 65555



参加者意識が高まる、議論も活発に。
議事録の共有もカンタンです。
書き込んだ意見を保存していけるので、思考プロセスを止めることなく
会議が進められます。しかも、議事録の共有もカンタンなので、次の会議がす。しかも、議事録の共有もカンタンなので、次の会議がす
スムーズに始められます。また、オフィスや研究室のセンターテーブル
に投写することも可能。 議論の質も精度も上がります。す。す

部内会議
参加者全員の意識を変える。議論の質を上げる。

アイデアの質が上がり、会議のアウトプットが進化していく。

議事録の共有

メール配信サーバー保存 プリント
USBメモリー
保存

基本性能

Full
HD※1

テーブル投写
可能　※2

ホワイトボード機能

最大20ページ
２人同時

書き込み（2色）

ページを送る、書き込む。
聞き手の注目を集め、効果的に伝える。

注目を集めるプレゼンテーション。
記憶に残るセミナー。
アンダーラインや文字の書き込み、さらに、追加の資料をPCやタブ
レットからその場で取り込んで貼り付けるなど、プレゼンのポイント
ごとに注目を集める効果的な演出が可能。一方通行になりがちな
セミナーも、集中力の途切れない記憶に残るものに変えていけます。

プレゼンテーション・
セミナー

便利機能

PC・タブレットへ
画面配信

ホワイトボード機能

最大20ページ
２人同時

書き込み（2色）

PCインタラクティブ機能（投写画面でPC操作）

マウス操作
投写画面上に
書き込み

 Microsoft®
Office
インク機能

※3

＊オプションのテーブル投写用カートを使用したイメージです。

※4

4画面表示

使い勝手の良い授業支援ソフト
｢PenPlus for EPSON 電子黒板｣を添付※

Point 3

生徒用端末と簡単に連携Point 4

教材の自作時に便利なイラスト素材も豊富にご用意

各種OSのミラーリング投写に対応

スタンプ関連

ペン

消しゴム

カーテン

選択消しゴム

元に戻す

移動

透明シート

ツール関連

書き順関連

ページ戻し

背景イメージの読み込み

最小化

ペンの設定

消しゴムの設定

選択

ファイルの読み込みと保存

やり直し

背景色関連

ページ送り

ページ編集関連

スポットライト

クリア

ページ

設定関連

先頭ページ

ギャラリー

閉じる

領域拡大
最終ページ

豊富なイラスト素材を収録授業で便利なペンツール機能

※1：EB-1485FTはシフト技術を採用したスクリーン上の解像度となります。EB-725Wiのスクリーン解像度はWXGAです。※2：EB-1485FTはテーブル投写用金具に対応しておりません。（IWCT-01をご利用ください）※3：Windows®OS、
Microsoft®Officeのバージョンに制限があります。詳しくはホームページをご覧ください。※4：EB-735Fi/725Wiはクライアント（受信）のみ対応。

学校でも企業でもインタラクティブ機能が
コミュニケーションを加速させます !

5 6666



ホワイトボード

映したい画面を選ぶだけ！
プロジェクターの電源をオンに
すれば、ホーム画面に接続機器
の画面が一覧表示されます。
入力端子の名称が分から
なくても直観的に選べます
ので、迷うことはありません。

例えば、片方にパソコンの映像、片方に
ホワイトボードを投写することが
できます。

4:3画面を２つ並列に投写

パソコン ホワイトボード

2

例えば会議室のレイアウトに応じて、
画面の投写位置を左・中央・右に
ずらすことができます。

画面スライド

中央

1

PCレスで横長大画面のホワイト
ボードに書き込みができます。

ホワイトボード機能
3

議論が積み重なっていく、
アクティブラーニング。
PCやタブレットの画面を投写するだけでなく、模造紙や付箋を使う
ワークをデジタル化。書き込みデータは学生一人一人のタブレットに
配信できるため、各自で持ち帰ることができ便利です。さらに、授業や
発表の時間でなくても、投写画面のある場所に自然に人が集まり、議論を
はじめられる雰囲気を醸成。学びへの意識が変わっていきます。す。す

学生の熱気が高まるアクティブラーニング。
投写画面への手書き、デジタル端末との連携で強力にサポート。

ラーニング

ホワイトボード機能

最大20ページ
２人同時

書き込み（2色）

議事録の共有

メール配信サーバー保存 プリント
USBメモリー
保存 画面共有

共有
※4

便利機能

PC・タブレットへ
画面配信4画面表示

画面共有ができる、書き込みもできる
遠隔会議が変わる。
投写画面をネットワーク経由で他のプロジェクターに4台まで配信
可能なので効果的な遠隔会議を実現。ワークスタイルそのものが
変わっていきます。

遠隔会議 円滑なコミュニケーションで距離を感じない。
ワークスタイルそのものを変えていく。

工 場

本  社

ホワイトボード機能

最大20ページ
２人同時

書き込み（2色）

議事録の共有

メール配信サーバー保存 プリント
USBメモリー
保存

多拠点
インタラクティブ画面共有

共有
※4

便利機能

4画面表示

基本性能

テーブル投写
可能　※2

Full
HD※1

＊HDCPで保護されたコンテンツの画面共有はできません。＊動画再生などの動きのある部分の表示は遅延が発生する場合があります。

＊オプションのテーブル可変型ボードスタンドを使用したイメージです。

＊16:6アスペクト（超ワイドなディスプレイ）時の最大スクリーン解像度は1920×720となります。入力ソースによっては入力解像度を下まわる表示になる場合があります。※EB-725Wiは超ワイドなディスプレイに対応していません。

それぞれの場面で、ワークフローを効率化

壁掛けモデルだから、設置に場所を取りません。
壁に掛けるモデルだから、設置スペースはゼロ。ホワイトボード
として使う場合はPCと接続する必要がないので、電源をONする
だけで、すぐに会議や授業が始められます。

見やすく、影ができにくい超短焦点モデル。
ほぼ真上から投写する超短焦点。投写面の近くに人が立っても
影が出にくく投写面は見やすいまま。さらに説明する側も投写光が
目に入り眩しく感じることもありません。

プロジェクター機能

使い勝手が良いレーザー光源モデル
ランプ交換が不要で、導入後の手間がかかりません。また使用中に
ランプ切れの心配がありません。高速起動モードを搭載。会議や
授業をすぐに始められます。

Full HDの高解像度。※2精密な画像も精細に投写。
アスペクト比16:9の高解像度Full  HDで投写。※2細かい文字や表、
CADなどの細線も精細に投写できます。

映り込みのない、最大100型の大画面。※1
最大100型まで投写できる大画面。迫力と臨場感のある画像
で、会議やプレゼンテーションでの説得力が違います。しかも、
映り込みがなく、見る側がどの位置にいても見やすく鮮明です。

インタラクティブ（電子黒板）機能搭載プロジェクターでできること　

快適にスピーディに、授業や会議の質を上げていく。

ホワイトボード機能 PCインタラクティブ機能

電子ペンを使う機能

PCレスでデジタルホワイトボードの使用が可能。従来の
ホワイトボードと異なりページを20ページまで増やせる
ので板書を消す手間がありません。また板書内容の保存や
印刷も簡単にできます。

本体にペンツールを内蔵しており、PCレスでBlu-rayTMや
書画カメラの映像投写面上に文字や図形を書き込むことが
できます。

プロジェクターとパソコンをUSBまたはネットワーク接続し、
ペンツールソフトを使うと書込の他、印刷・保存など多彩な
操作ができます。また、Microsoft® OfficeのPowerPoint®

やExcel® の“インク機能”を使用すれば、資料への書き込み
および保存ができます。

PCレスインタラクティブ機能 アノテーションモード

サーバー保存

プリント

メール配信

指deタッチ

書ける 操作
できる

共有
できる

※1：EB-1485FTはシフト技術を採用したスクリーン上の解像度となります。EB-725Wiのスクリーン解像度はWXGAです。※2：EB-1485FTはテーブル投写用金具に対応しておりません。（IWCT-01をご利用ください）※3：Windows®OS、
Microsoft®Officeのバージョンに制限があります。詳しくはホームページをご覧ください。※4：EB-735Fi/725Wiはクライアント（受信）のみ対応。
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ホワイトボード

映したい画面を選ぶだけ！
プロジェクターの電源をオンに
すれば、ホーム画面に接続機器
の画面が一覧表示されます。
入力端子の名称が分から
なくても直観的に選べます
ので、迷うことはありません。

例えば、片方にパソコンの映像、片方に
ホワイトボードを投写することが
できます。

4:3画面を２つ並列に投写

パソコン ホワイトボード

2

例えば会議室のレイアウトに応じて、
画面の投写位置を左・中央・右に
ずらすことができます。

画面スライド

中央

1

PCレスで横長大画面のホワイト
ボードに書き込みができます。

ホワイトボード機能
3

議論が積み重なっていく、
アクティブラーニング。

学生の熱気が高まるアクティブラーニング。
投写画面への手書き、デジタル端末との連携で強力にサポート。

ラーニング

ホワイトボード機能

最大20ページ
２人同時

書き込み（2色）

議事録の共有

メール配信サーバー保存 プリント
USBメモリー
保存 画面共有

共有
※4

便利機能

PC・タブレットへ
画面配信4画面表示

画面共有ができる、書き込みもできる
遠隔会議が変わる。

遠隔会議 円滑なコミュニケーションで距離を感じない。
ワークスタイルそのものを変えていく。

工 場

本  社

ホワイトボード機能

最大20ページ
２人同時

書き込み（2色）

議事録の共有

メール配信サーバー保存 プリント
USBメモリー
保存

多拠点
インタラクティブ画面共有

共有
※4

便利機能

4画面表示

基本性能

テーブル投写
可能　※2

Full
HD※1

（注）画像はイメージであり、画面はハメコミ合成です。

それぞれの場面で、ワークフローを効率化

壁掛けモデルだから、設置に場所を取りません。
壁に掛けるモデルだから、設置スペースはゼロ。ホワイトボード
として使う場合はPCと接続する必要がないので、電源をONする
だけで、すぐに会議や授業が始められます。

見やすく、影ができにくい超短焦点モデル。
ほぼ真上から投写する超短焦点。投写面の近くに人が立っても
影が出にくく投写面は見やすいまま。さらに説明する側も投写光が
目に入り眩しく感じることもありません。

プロジェクター機能

使い勝手が良いレーザー光源モデル
ランプ交換が不要で、導入後の手間がかかりません。また使用中に
ランプ切れの心配がありません。高速起動モードを搭載。会議や
授業をすぐに始められます。

Full HDの高解像度。※2精密な画像も精細に投写。
アスペクト比16:9の高解像度Full  HDで投写。※2細かい文字や表、
CADなどの細線も精細に投写できます。
※2：EB-1485FTは、シフト技術を採用したスクリーン上の解像度となります。EB-725Wiのスクリーン解像度は※2：EB-1485FTは、シフト技術を採用したスクリーン上の解像度となります。EB-725Wiのスクリーン解像度は
WXGA（16:10）です。

映り込みのない、最大100型の大画面。※1
最大100型まで投写できる大画面。迫力と臨場感のある画像
で、会議やプレゼンテーションでの説得力が違います。しかも、
映り込みがなく、見る側がどの位置にいても見やすく鮮明です。
※1：画像は82型ボードスタンドへの投写で画像は82型ボードスタンドへの投写です。16：6アスペクトの超ワイドなディスプレイす。16：6アスペクトの超ワイドなディスプレイす
時の最大画面サイズは110型（EB-735Fi）～120型（EB-1485FT）です。時の最大画面サイズは110型（EB-735Fi）～120型（EB-1485FT）です。

インタラクティブ（電子黒板）機能搭載プロジェクターでできること　

快適にスピーディに、授業や会議の質を上げていく。

ホワイトボード機能 PCインタラクティブ機能

電子ペンを使う機能

PCレスでデジタルホワイトボードの使用が可能。従来の
ホワイトボードと異なりページを20ページまで増やせる
ので板書を消す手間がありません。また板書内容の保存や
印刷も簡単にできます。

本体にペンツールを内蔵しており、PCレスでBlu-rayTMや
書画カメラの映像投写面上に文字や図形を書き込むことが
できます。

プロジェクターとパソコンをUSBまたはネットワーク接続し、
ペンツールソフトを使うと書込の他、印刷・保存など多彩な
操作ができます。また、Microsoft® OfficeのPowerPoint®

やExcel® の“インク機能”を使用すれば、資料への書き込み
および保存ができます。

PCレスインタラクティブ機能 アノテーションモード

サーバー保存

プリント

メール配信

パソコン無しで電子ペンを使った書き込み
ができます。ビデオカメラなどプロジェク
ターに接続、投影された映像の上に書き込
むこともできます。す。す

投写画面や書き込んだ内容を印刷※1・配布・
メール送信ができます。また、ネットワークを
経由する事により投写画面の共有もできます。す。す※2

※1：対応プリンターはホームページでご確認ください。
※2：EB-735Fi/725Wiはクライアント（受信）のみ対応。

付属の電子ペンで投写したパソコンの操作
が出来ます。またタブレット端末のような指
操作も可能です。す。す

指deタッチ

書ける 操作
できる

共有
できる

印刷も簡単にできます。
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テーブル可変型ボードスタンド（70型） テーブル投写用カート

超短焦点・壁掛け対応モデル

ボードスタンドインタラクティブ(電子黒板)機能搭載プロジェクター

ほぼ真上から投写する超短焦点なので、影ができにくく眩しさも感じません。
黒板上部への壁掛け設置やボードスタンドと組み合わせて活用できます。

EB-725Wi
■ 明るさ　全白：4,000lm　カラー：4,000lm
■ スクリーン解像度：WXGA (1,280×800)
■ 最大画面サイズ：100型 (16:10)
■ 光源：レーザー（ランプ交換不要）
■ 外形寸法※１：W356mm×D395mm×H133mm
■ 質量：約5.8kg
■ 指でタッチ操作：オプション
■ 内蔵スピーカー：16W(モノラル)

ELPSP02
オープンプライス

電源のON/OFFや接続が1箇所でできる

インターフェースボックス 光学12倍ズーム フルハイビジョン対応モデル

USBケーブル1本で簡単接続※。約1kgのコンパクトモデルアクティブスピーカー

AfterBefore

＊アンプ内蔵30W（15W×2）

授業をさらに充実させるオプションラインアップ 書画カメラ（実物投映機）

ELPDC21オープンプライス

ELPDC07オープンプライス

〈設置イメージ〉

特別教室などの
広い教室でも隅々まで
行き渡る大音量を実現 最大8倍

デジタルズーム1/2.7CMOS

LED
照明搭載

電源ケーブル
不要

光学12倍/10倍
デジタルズーム1/2.7CMOS

HDMI®/アナログ
RGB出力 フルハイビジョン対応

SDメモリーカード対応
+動画対応 LED照明搭載 重さ 約2.6kg

※：対応機種はepson.jp/lcp/mmv.htmをご覧ください。

オープンプライス
3

＜湾曲黒板補正イメージ＞
補正前 補正後

＊壁掛け設置にあたっては、ホームページの設置資料をご確認ください。

湾曲した黒板に投写したときの歪みを補正します。
さらに補正画面の形状を登録することができます。
投写するプロジェクターの位置を変えたときに、補正
の手間がかかりません。

■ 明るさ　全白：3,600lm　カラー：3,600lm
■ スクリーン解像度：Full HD (1,920×1,080)
■ 最大画面サイズ：100型 (16:9)
■ 光源：レーザー(ランプ交換不要)
■ 外形寸法※2：W356mm×D395mm×H133mm
■ 質量：約5.8kg
■ 指でタッチ操作：オプション
■ 内蔵スピーカー：16W(モノラル)
※1：湾曲黒板補正機能と指de タッチ機能は同時に使用できません。
※2：突起部含まず。ず。ず
※3：オプション対応。

※1：湾曲黒板補正機能と指de タッチ機能は同時に使用できません。
※2：突起部含まず。ず。ず
※3：オプション対応。

EB-735Fi指deタッチ

湾曲黒板
補正

※1

■ 明るさ　全白：5,000lm　カラー：5,000lm■ 明るさ　全白：5,000lm　カラー：5,000lm
■ スクリーン解像度：Full HD (1,920×1,080)■ スクリーン解像度：Full HD (1,920×1,080)※2
■ 最大画面サイズ：100型 (16:9)
■ 光源：レーザー(ランプ交換不要)
■ 外形寸法※3：W458mm×D375mm×H209.5mm
■ 質量※4：約9.5kg
■ 指でタッチ操作
■ 内蔵スピーカー：8W+8W
※1：湾曲黒板補正機能と指de タッチ機能は同時に使用できません。
※2：シフト技術を使用した、画面上の解像度となります。す。す
※3：突起部含まず、ケーブルカバー含まず。ず、ケーブルカバー含まず。ず
※4：ケーブルカバー含まず。

＊登録できるメモリーは3つまでです。す。す

EB-1485FT オープンプライス 指deタッチ

湾曲黒板
補正

※1

オープンプライス 指deタッチ

湾曲黒板
補正

※1

オープンプライス

※1：EB-1485FTは非対応。※2：無線LAN標準対応＊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。

製造元：泉株式会社

WOL-GX60V
60型マグネットスクリーン

オープンプライス
製造元：泉株式会社

WOL-GX72V
72型マグネットスクリーン

オープンプライス

オ
プ
シ
ョ
ン  

関
連
商
品

オ
プ
シ
ョ
ン  

製造元：泉株式会社

WOL-GX80V
80型マグネットスクリーン

オープンプライス

＊電子ペン2本
標準添付です。す。す

＊電子ペン2本
標準添付です。す。す

＊電子ペン2本
標準添付です。す。す

＊壁掛け金具は別売です。す。す

※1

＊電子ペン2本
標準添付で

格納確認済みPC

スペース＆接続の手間を削減PCが格納できる壁掛け金具

壁掛け金具内にPCを格納で
きるのでこれまでPCを置い
ていたスペースを削減でき
ます。またプロジェクターの
接続の手間を軽減できます。

1236mm

1781mm

790mm

1820mm

1820mm

1750～
  2375mm

790mm

1750～
  2375mm

1236mm

1781mm

エコタンク搭載。低印刷コス
トに加え、高生産、高耐久性
を実現。子供たちの成果物
の印刷に適したインクジェッ
トプリンター

電子黒板以外のICT機器整備も
エプソンにおまかせ

※詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

※3 ※3

＊壁掛け金具とタッチユニットは別売です。 ＊壁掛け金具とタッチユニットは別売です。

1085～
  1325mm

540mm

ELPMB29※1
テーブル投写金具

33,000円（標準価格 /税込）
ELPMB62
33,000円（標準価格 /税込）

壁掛け金具 USB延長ケーブル

ELPKC31
3,300円（標準価格 /税込）

無線LANユニット 

ELPAPAP P11※2
12,925円（標準価格 /税込）
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テーブル可変型ボードスタンド（70型） テーブル投写用カート

超短焦点・壁掛け対応モデル

上下昇降付きプロジェクターカート パソコン用はねあげ式テーブルプレゼン用でも、グループディスカッション用でも使える

＊プロジェクターは別売です。す。す

■ 上下昇降可能
(高さ約70～90cm
テーブル対応)

■ キャスター付
■ 質量　約22kg

（プロジェクター除く）

IWCT-01
オープンプライス

■ カート専用PC棚
■ PCを配線したまま移動可

IWCT-FT
オープンプライス

ボードスタンドインタラクティブ(電子黒板)機能搭載プロジェクター

IWTB-70EF3

ホワイトボード型/テーブル型
プロジェクターを付けたままボードスタンドの向きを変更可能

＊プロジェクターは別売です。す。す

■ ボードスタンド⇔テーブル投写の切替が可能
■ キャスター付
■ 寸法　ワイド70型

スタンド時：W1850mm×D1247mm×H1753～2213mm
テーブル時：W1850mm×D1412mm×H1412mm

■ 質量　約140kg（プロジェクター除く）

オープンプライス

（ワイド70型）

＊画像はIWS-C82VEF5とEB-1485FTの組合せです。
＊ペンスタンドの取り付けにはオプション（IWS-PS）が必要です。
＊コントロールパッドの取り付けにはオプションのIWS-CR2が必要です。 
なお、IWS-CR2には、ペンスタンド取付金具（IWS-PS）が同梱されています。 
＊プロジェクターは別売です。

電源のON/OFFや接続が1箇所でできる

インターフェースボックス 光学12倍ズーム フルハイビジョン対応モデル

USBケーブル1本で簡単接続※。約1kgのコンパクトモデルアクティブスピーカー

AfterBefore

授業をさらに充実させるオプションラインアップ 書画カメラ（実物投映機）

〈設置イメージ〉

特別教室などの
広い教室でも隅々まで
行き渡る大音量を実現 最大8倍

デジタルズーム1/2.7CMOS

LED
照明搭載

電源ケーブル
不要

光学12倍/10倍
デジタルズーム1/2.7CMOS

HDMI®/アナログ
RGB出力 フルハイビジョン対応

SDメモリーカード対応
+動画対応 LED照明搭載 重さ 約2.6kg

3

対応機種

ELPAF60

（標準同梱）ELPAF56

ELPPN05B（青）
ELPPN05A（黄）

ELPPS04（ソフトペン先）
ELPPS03（ハードペン先）

エアフィルター 電子ペン 電子ペン先 タッチユニット

＊画像はELPAF60です。す。す
EB-725Wi
EB-735Fi

EB-1485FT

格納確認済みPC

＊プロジェクターは別売りです。
※1：カメラ付（ロジクール社製カンファレンスカム「MEETUP」と専用設置台のセットとなります。）
※2：タッチユニットは別売です。

IWS-72VEF5

EB-1485FT/735Fi※2/725Wi※2対応

ワイド72型※プロジェクター
一体型ボードスタンド〈タッチユニット対応〉

IWS-C72EF5※1
カメラ付ボードスタンド

■ 質量：約55kg（プロジェクター除く）
■ 本体サイズ（W×D×H）：1581mm×790mm×1680～2235mm（EB-1485FT/735Fi）
                                          ：1581mm×790mm×1700～2255mm（EB-725Wi）
※：有効画面サイズ（W×H）：1511mm×850mm（EB-1485FT/735Fi）

1511mm×944mm（EB-725Wi）

IWS-82VEF5

EB-1485FT/735Fi※2/725Wi※2対応

ワイド82型※プロジェクター
一体型ボードスタンド〈タッチユニット対応〉

IWS-C82EF5※1
カメラ付ボードスタンド

■ 質量：約59kg（プロジェクター除く）
■ 本体サイズ（W×D×H）：1820mm×790mm×1750～2375mm（EB-1485FT/735Fi）
                                          ：1820mm×790mm×1770～2395mm（EB-725Wi）
※：有効画面サイズ（W×H）：1741mm×970mm（EB-1485FT/735Fi）

1741mm×1088mm（EB-725Wi）

IWS-10EF3

EB-1485FT/735Fi※2/725Wi※2対応

ワイド100型※プロジェクター
一体型ボードスタンド

IWS-C10EF3※1
カメラ付ボードスタンド

■ 質量：約69kg（プロジェクター除く）
■ 本体サイズ（W×D×H）：2240mm×790mm×2070～2690mm
※：有効画面サイズ（W×H）：2131mm×1199mm（EB-1485FT/735Fi）

2131mm×1332mm（EB-725Wi）

IWS-72VE5

EB-735Fi/725Wi対応

ワイド72型プロジェクター
一体型ボードスタンド

IWS-C72E5※1
カメラ付ボードスタンド

■ 質量：約52kg（プロジェクター除く）
■ 本体サイズ（W×D×H）：1581mm×790mm×1680～2255mm
※：有効画面サイズ（W×H）：1511mm×870mm（EB-735Fi）

1551mm×970mm（EB-725Wi）

IWS-82VE5

EB-735Fi/725Wi対応

ワイド82型プロジェクター
一体型ボードスタンド

IWS-C82E5※1
カメラ付ボードスタンド

■ 質量：約57kg（プロジェクター除く）
■ 本体サイズ（W×D×H）：1820mm×790mm×1750～2395mm
※：有効画面サイズ（W×H）：1781mm×1002mm（EB-735Fi）

1781mm×1111mm（EB-725Wi）

■ 上下昇降可能

■ マーカー使用可能

■ キャスター付き

■ 組み立て式

■ プリンター置き台（オプション：IWS-PRT）

共通の特徴

スペース＆接続の手間を削減PCが格納できる壁掛け金具

壁掛け金具内にPCを格納で
きるのでこれまでPCを置い
ていたスペースを削減でき
ます。またプロジェクターの
接続の手間を軽減できます。

1236mm

1781mm

790mm

1820mm

1820mm

1750～
  2375mm

790mm

1750～
  2375mm

1820mm

790

1750～
  2375m

1236mm

1781mm

ELPFT01

エコタンク搭載。低印刷コス
トに加え、高生産、高耐久性
を実現。子供たちの成果物
の印刷に適したインクジェッ
トプリンター

電子黒板以外のICT機器整備も
エプソンにおまかせ

※詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

1085～
  1325mm

540mm

1085
  1325

540

＊画像はIWS-C82VEF5とEB-1485FTの組合せです。
＊ペンスタンドの取り付けにはオプション（IWS-PS）が必要です。
＊コントロールパッドの取り付けにはオプションのIWS-CR2が必要です。 
なお、IWS-CR2には、ペンスタンド取付金具（IWS-PS）が同梱されています。 
＊プロジェクターは別売です。

3,300円（標準価格/税込）

1,650円（標準価格/税込）
各11,000円（標準価格/税込） 各1,100円（標準価格/税込）

27,500円（標準価格/税込）
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インターンターン ネッネッネ ト

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内など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。

エプソン販売株式会社は、
2005年3月プライバシーマークを
取得しております。

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（よくあるご質問＆その回答集）として
ホームページに掲載。ぜひご利用ください。

「MyEPSON」に登録（無料）していただくと、ファイル作成時に便利なテンプ
レートや各種情報をご利用いただけます。登録方法など詳しくは左記ホーム
ページをご覧ください。

受付：月～金曜日 （祝日・弊社指定休日を除く。詳しくはホームページをご覧ください。）

●プロジェクターインフォメーションセンター  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、NTT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。

●消耗品の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（shop.epson.jp/  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。

●事業系（法人様）使用済み情報処理機器の回収・再資源化 ■取り扱い品目/コンピューター・プリンター・スキャナー・デジタルカメラ・液晶プロジェクター
エプソンでは、法人系お客様からの使用済み機器の回収・再資源化を推進しております。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、弊社に代わり、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。使用済み機器の回収・再資源化のご依頼は、右記ホームページからお申し込みください。

お求めとご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ

epson.jp/recycle/kaishu/3r/

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

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
およ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、す。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、す
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うえ、ご判断ください。

ご購入前に

●本製品には消耗部品が含まれております。表示システムなどで長時間連続使用される場合には、定期交換部品の交換サイクルが早くなり、修理料金が高額になる場合がございます。詳しくは、エプソンサービスコールセンターまで
お問い合わせください。●液晶パネルは非常に高い精度で作られておりますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が存在することがあります。これは液晶パネルの構造によるもので、故障ではありませんのであらかじ
めご了承ください。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール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。

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 1 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。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。す
●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）を使用す
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。●小さなお子様にはす 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。●投写映像をす。●投写映像をす
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。

■ご使用前に以下内容を確認の上、「安全にお使い頂くために」「取扱説明書内、安全に関わる警告・注意」を読み正しくお使い下さい。
火災、感電、落下、故障、破損、光学部品の早期劣化、投写映像の品質の低下などの原因となる場合がある事から、次の場所のような環境への設置は避けてください。
●環境温度が高い場所。●水、湿気、ほこりが多い場所。●油煙、たばこなどの煙が多い場所。●溶剤・薬品が揮発している場所。●油・潤滑剤・洗剤・溶剤・接着剤・薬品などが付着する恐れがある場所。●舞台など
スモーク(スモーク対応モデルは除く)や泡などを使った演出をする場所。●屋外、風呂、シャワー室など水や雨のかかるおそれのある場所。●エアコンなどから出る温風、冷風があたる場所。●温泉など、腐食性ガスが発生する場所。
また、プロジェクターのエアフィルターにホコリがたまると、内部温度が上昇して故障や光学部品の早期劣化の原因となることから定期的な清掃や交換を行ってください。

■高所への設置は専門の技術者にご依頼すると共に落下防止措置を講じてください。
プロジェクターの設置に不備がありますと、投写映像の品質低下や落下事故などの原因となります。天吊り、壁掛けなど、高所への設置は専門の技術者にご依頼ください。また、高所に限らず落下による危険が
想定される場所へ設置する場合は、落下防止ワイヤーなどの落下防止措置を講じて下さい。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。

安全に関するご注意

■エアダスター・殺虫剤などの可燃性スプレーをプロジェクター及びその周辺で使用しないでください。
エアダスターや殺虫剤、消臭剤などに含まれる可燃成分がプロジェクター内部に吸いこまれ、引火による火災ややけどの原因となります。プロジェクターの電源を切った状態でご使用いただいた
場合も、プロジェクター内部に可燃成分が滞留し、電源を入れた際に可燃成分がプロジェクター内部に吸い込まれ、引火による火災ややけどの原因となります。プロジェクターの周囲で可燃性
スプレーを使用した場合は、十分に換気を行ってからプロジェクターをご利用ください。換気が不十分な場合、可燃成分がプロジェクター内部に吸い込まれて、引火による
火災ややけどの原因となります。レンズやエアフィルターなどに付着したゴミ・ホコリの除去には掃除機や手動タイプのエアブロワーをご利用ください。

天吊・壁掛け設置をご希望される際も安心です。プロジェクター設置工事

充実したサポート体制で、万が一のトラブルに対応。

代替機お届けサービス保　証 保証・サービス入る

サービスエンジニアが直接お伺いする保守サービスパック。

エプソンサービスパック保守（出張）
引取サービスと持ち込み修理を組み合わせたサービス。

エプソン引取保守パック保守（引取）

プロジェクターの天吊・壁掛けなどの設置を承ります。現地調査を行う際にご要望を確認させていただき、お客様ごとに適切なご提案とお見積を提示して、作業実施まで迅速に対応します。
また、稼動後の映像の品質のみならず、高い安全性を確保するなど高品質な設置サービスを提供します。

見積依頼 スケジュール
調整

現地調査の日程を現地調査の日程を
決定します。決定します。

販売店もしくはエプソンサービス
コールセンターまで
ご連絡ください。

設　置

サービス
＆

サポート
ご要望の確認

現地調査作業 施工
お客様立会いの下、
設置を行います。

映像調整
設置後に映像
調整を行います。

お見積ご提案
設置手配
注文を確定し、

設置のスケジュール
を決定します。

※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、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-511-2949までおかけ直しください。
サービスに関するお問合せはエプソンサービスコールセンターまでご連絡ください。050-3155-8600 受付：月～金曜日(祝日・弊社指定定休日を除く)※

サービス&サポートについての詳細はこちら　epson.jp/support/hoshu/サービス&サポートについての詳細はこちら　epson.jp/support/hoshu/

※1：タッチユニットは別売です。
※2：プロジェクターは別売です。

（注）画像はイメージであり、画面はハメコミ合成です。

（注）画像はイメージであり、画面はハメコミ合成です。

＊壁掛け金具は別売です。
＊タッチユニットは別売です。

●Microsoft、Windows、PowerPoint、Excelは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Windows®の正式名称は Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft Corporation のガイドライ
ンに従って画面写真を使用しています。●会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。●macOS、iPadOSは Apple Inc.の商標です。●IOSは、 米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づ
き使用されます。●Android 、Chrome OSは、Google LLC の商標です。●Blu-ray DiscはBlu-ray Disc Associationの商標です。●製品の色は印刷物のため実際の色と若干異なること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
価格および 仕様、デザインは、2022年9月現在のものです。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。●このカタログに記載の価格は標準価格です。●このカタログに記載の標準価格は、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。●HDMI、High-Definition Multimedia Inter face 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。

カタログコード：CLELITR02E（2022年9月28日現在）
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