本製品のマニュアルについて
本機には次のマニュアルが添付されています。本機を安全に正しくお使いいただくために、添
付のマニュアルをよくお読みください。

かんたん操作ガイド

冊子（紙）の
マニュアル

本書では、本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を
補正するまでの基本操作を説明しています。

■ズームの調整

■ピントの調整

『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』

安全にお使いいただくために
サポートとサービスのご案内

本機を安全にお使いいただくための注意事項やサポート
とサービスのご案内が記載されています。
お使いいただく前に必ずご覧ください。

『かんたん操作ガイド』（本書）

同梱品を確認する
プロジェクター本体

コンピューターと接続して投写する

本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正する
までの基本操作を記載しています。
リモコン＋単 3 型乾電池

レンズユニット
取外しボタン固定ネジ

より詳細なマニュアルは、Document CD-ROM に収録されています。

CD 収納の
マニュアル
電源ケーブル
（日本国内専用）約 3m

コンピューターケーブル
約 1.8m

EPSON Projector Software CD-ROM

＜収録ソフトウェア＞
EasyMP Network Projection
EasyMP MultiPC Projection

ケーブルクランプ（HDMI ケーブル用）

■取り付け方
HDMI 入力端子

Document CD-ROM 内のマニュアルの見方

2

コンピューターのディスプレイ出力端子と本機の Computer 入力端子を
コンピューターケーブルで接続します。

3

操作パネルの【t】ボタンまたはリモコンの【
本機の電源を入れます。

4

コンピューターの電源を入れます。

5

コンピューターの画面出力先を切り替えます。

NEC
Panasonic

Fn + F8
Fn + F3

acer
SONY
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Fn + F7

HP

Fn + F4

DELL

Fn + F8

TOSHIBA

Fn + F5

FUJITSU

Fn + F10

詳細は、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧下さい。

k 警告

• 投写中はレンズをのぞかないでください。
• 必ず接地接続を行ってください。
接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外
す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

電源を切り終了するときは
1 接続している機器の電源を切ります。
2 操作パネルの【t】ボタンを 2 回押すか、
リモコンの【t】ボタンを 1 回押します。
操作パネルの場合

• 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になる
ことがあります。
• 投写中に、レンズカバーで投写光をさえぎらないでください。レンズカバーが溶けたり、
やけどや火災の原因となります。
PDF をご覧いただくには Adobe Reader が必要です。

Fn + F5

Lenovo/IBM

リモコンの場合

k 注意

・お客様情報
＋正式保証書発行カード
・返信用封筒

】ボタンを押して、

出力切り替えの例

『EasyMP MultiPC Projection 操作ガイド』（PDF）

■取り付け方

本機とコンセントを電源ケーブルで接続します。

EPSON

EasyMP Network Projection の使い方を記載しています。
ネットワーク経由でコンピューターの画面を本機から投写できます。ネット
ワーク上のプロジェクターを共用して、映像ケーブルをつなぎかえることな
く各自の資料を投写したり、コンピューターから距離の離れたプロジェク
ターに投写することができます。

EasyMP MultiPC Projection の使い方を記載しています。
ネットワークにつながった最大 32 台のコンピューターから任意のコン
ピューター画面を最大 4 台まで投写することができ、プロジェクターを用い
た会議をより活発にできます。

1

コンピューターの Fn キー（ファンクションキー）を押したまま、
b キー（外部モニターを表すアイコン）を押します。

本機の操作方法全般と、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、
お手入れ方法などを記載しています。
『EasyMP Network Projection 操作ガイド』（PDF）

CD ROM

ケーブルカバー

『取扱説明書』（PDF）

はじめに、スクリーンに対してプロジェクターが平行になるように本機を設置します。

×2

3 「ピッ、ピッ」と鳴ったら、電源ケーブルを
抜きます。

？

映像が投写されないときは
操作パネルの【Source Search】ボタ
ンまたはリモコンの【入力検出】ボタ
ンを押します。
操作パネルの場合

リモコンの場合

本製品のマニュアルについて
本機には次のマニュアルが添付されています。本機を安全に正しくお使いいただくために、添
付のマニュアルをよくお読みください。

かんたん操作ガイド

冊子（紙）の
マニュアル

本書では、本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を
補正するまでの基本操作を説明しています。

■ズームの調整

■ピントの調整

『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』

安全にお使いいただくために
サポートとサービスのご案内

本機を安全にお使いいただくための注意事項やサポート
とサービスのご案内が記載されています。
お使いいただく前に必ずご覧ください。

『かんたん操作ガイド』（本書）

同梱品を確認する
プロジェクター本体

コンピューターと接続して投写する

本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正する
までの基本操作を記載しています。
リモコン＋単 3 型乾電池

レンズユニット
取外しボタン固定ネジ

より詳細なマニュアルは、Document CD-ROM に収録されています。

CD 収納の
マニュアル
電源ケーブル
（日本国内専用）約 3m

コンピューターケーブル
約 1.8m

EPSON Projector Software CD-ROM

＜収録ソフトウェア＞
EasyMP Network Projection
EasyMP MultiPC Projection

ケーブルクランプ（HDMI ケーブル用）

■取り付け方
HDMI 入力端子

Document CD-ROM 内のマニュアルの見方

2

コンピューターのディスプレイ出力端子と本機の Computer 入力端子を
コンピューターケーブルで接続します。

3

操作パネルの【t】ボタンまたはリモコンの【
本機の電源を入れます。

4

コンピューターの電源を入れます。

5

コンピューターの画面出力先を切り替えます。

NEC
Panasonic

Fn + F8
Fn + F3

acer
SONY
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Fn + F7

HP

Fn + F4

DELL

Fn + F8

TOSHIBA

Fn + F5

FUJITSU

Fn + F10

詳細は、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧下さい。

k 警告

• 投写中はレンズをのぞかないでください。
• 必ず接地接続を行ってください。
接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外
す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

電源を切り終了するときは
1 接続している機器の電源を切ります。
2 操作パネルの【t】ボタンを 2 回押すか、
リモコンの【t】ボタンを 1 回押します。
操作パネルの場合

• 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になる
ことがあります。
• 投写中に、レンズカバーで投写光をさえぎらないでください。レンズカバーが溶けたり、
やけどや火災の原因となります。
PDF をご覧いただくには Adobe Reader が必要です。

Fn + F5

Lenovo/IBM

リモコンの場合

k 注意

・お客様情報
＋正式保証書発行カード
・返信用封筒

】ボタンを押して、

出力切り替えの例

『EasyMP MultiPC Projection 操作ガイド』（PDF）

■取り付け方

本機とコンセントを電源ケーブルで接続します。

EPSON

EasyMP Network Projection の使い方を記載しています。
ネットワーク経由でコンピューターの画面を本機から投写できます。ネット
ワーク上のプロジェクターを共用して、映像ケーブルをつなぎかえることな
く各自の資料を投写したり、コンピューターから距離の離れたプロジェク
ターに投写することができます。

EasyMP MultiPC Projection の使い方を記載しています。
ネットワークにつながった最大 32 台のコンピューターから任意のコン
ピューター画面を最大 4 台まで投写することができ、プロジェクターを用い
た会議をより活発にできます。

1

コンピューターの Fn キー（ファンクションキー）を押したまま、
b キー（外部モニターを表すアイコン）を押します。

本機の操作方法全般と、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、
お手入れ方法などを記載しています。
『EasyMP Network Projection 操作ガイド』（PDF）

CD ROM

ケーブルカバー

『取扱説明書』（PDF）

はじめに、スクリーンに対してプロジェクターが平行になるように本機を設置します。

×2

3 「ピッ、ピッ」と鳴ったら、電源ケーブルを
抜きます。

？

映像が投写されないときは
操作パネルの【Source Search】ボタ
ンまたはリモコンの【入力検出】ボタ
ンを押します。
操作パネルの場合

リモコンの場合

リモコンで操作する
■ 目的の映像に切り替える
各入力端子からの映像に直接切り替えることができます。
はお使いのプロジェクターでは機能しません。

■ カラーモードを選択する
投写時の環境に応じて最適な画質で投写できます。
ボタンを押すたびにカラーモードが切り替わります。

ID を設定する

インジケーターの見方

同じ場所で本機を 2 台以上使用するときは、ID を設定します。
ID が一致するプロジェクターのみ個別に操作できます。

■異常 / 警告時のインジケーターの状態

動画を静止画で投写できます。
ボタンを押すたびに静止が実行 / 解除されます。

※入力ソースの信号によっ
ては選択できない場合が
あります。

■ 環境設定メニューを操作する
を押して環境設定メニューを表示 / 非表示します。
でメニュー項目や設定値を選択します。
を押して選択した項目を決定したり、1 つ下の階層に進みます。

■ 映像と音声を一時的に消す（A/V ミュート）
ボタンを押すたびに映像と音声を一時的に遮断 / 解除します。
会議などで注目を集めたいときなどに便利です。

2 ［拡張設定］から［マルチプロジェクション］を選びます。
3 ［プロジェクター ID］を選び、【

】を押します。
プロジェクター ID の一覧が表示されます。

4

設定したい ID を選び、【

】を押します。

5 【メニュー】ボタンを押して環境設定メニューを終了します。

を押すと 1 つ上の階層に戻ります。

赤

赤

ファン異常
センサー異常

赤 赤 赤

赤

電源プラグをコンセントから抜き､ 修理を依頼してくだ
さい。

内部高温異常
約 5 分間そのままの状態
で待ち、電源プラグをコン
セントから抜きます。
赤

フィルター風量低下異常
赤

：消灯

オートアイリス異常
電源系異常（バラスト）

赤

赤

：点滅

内部異常

プロジェクター ID を設定する

1 【メニュー】ボタンを押して環境設定メニューを表示します。

■ 映像を静止する

赤 赤 赤

：点灯

オレンジ

• 壁際に設置しているときは場所を移動します。
• エアフィルターの掃除または交換をします。

高温警告
オレンジ

■ 2 画面で投写する

エアフィルター風量低下

リモコン ID を設定する
２種類の投写映像を同時に投写する
ことができます。
ボタンを押すと投写中の映像が左側
に表示されます。
を押して２画面設定メニュー
で「入力ソース」を選択し、左右そ
れぞれの入力ソースを選択します。

※入力ソースの組み合わせによっては２画面で投写できないものもあります。

■ 困ったときは
ボタンを押すと投写映像にヘルプ画面が表示されます。
トラブル発生時の解決や適切な状態を設定することもできます。
ボタンを押してヘルプ画面を閉じます。

1

リモコンの【ID】スイッチを On に設定します。

赤 赤

■ 映像を部分的に拡大する (E ズーム )
を押すとスクリーンに
拡大表示したい部分に
、

が現れます。

オレンジ

で移動させます。

ボタンで拡大 / 縮小します。

2 【ID】ボタンを押したまま、操作するプロジェクターの ID と同じ数字の
ボタンを押します。

プロジェクター ID を確認したい場合は、リモ
コンの【ID】ボタンを押したまま【ヘルプ】
ボタンを押します。プロジェクター ID が投写
画面右上に表示されます。

緑

ランプ異常
ランプ点灯失敗

• ランプを取り出しランプ割れを確認します。割れていなけ
れば再セットして電源を入れます。割れているときは、お
買い上げの販売店または下記連絡先にご相談ください。
• エアフィルターを掃除します。
• 標高 1500m 以上の場所でお使いのときは、拡張設定
メニューで高地モードをオンにしてください。

ランプ交換勧告

すみやかに、新しいランプと交換してください。このま
ま使い続けると、ランプが破裂するおそれがあります。

エアフィルター清掃通知

エアフィルターの掃除をしてください。

※ 上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店
または以下に記載の連絡先に修理を依頼してください。

インフォメーションセンター
050-3155-7010

製品の操作方法・お取扱等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。
【受付時間】月～金曜日 9:00 ～ 20:00 土曜日 10:00 ～ 17:00
（祝日、弊社指定日を除く）
※上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969 へお問い合わせください。

サービスコールセンター
050-3155-8600

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先
【受付時間】月～金曜日 9:00 ～ 17:30（祝日、弊社指定日を除く）
※上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949 へお問い合わせください。

リモコンで操作する
■ 目的の映像に切り替える
各入力端子からの映像に直接切り替えることができます。
はお使いのプロジェクターでは機能しません。

■ カラーモードを選択する
投写時の環境に応じて最適な画質で投写できます。
ボタンを押すたびにカラーモードが切り替わります。

ID を設定する

インジケーターの見方

同じ場所で本機を 2 台以上使用するときは、ID を設定します。
ID が一致するプロジェクターのみ個別に操作できます。

■異常 / 警告時のインジケーターの状態

動画を静止画で投写できます。
ボタンを押すたびに静止が実行 / 解除されます。

※入力ソースの信号によっ
ては選択できない場合が
あります。

■ 環境設定メニューを操作する
を押して環境設定メニューを表示 / 非表示します。
でメニュー項目や設定値を選択します。
を押して選択した項目を決定したり、1 つ下の階層に進みます。

■ 映像と音声を一時的に消す（A/V ミュート）
ボタンを押すたびに映像と音声を一時的に遮断 / 解除します。
会議などで注目を集めたいときなどに便利です。

2 ［拡張設定］から［マルチプロジェクション］を選びます。
3 ［プロジェクター ID］を選び、【

】を押します。
プロジェクター ID の一覧が表示されます。

4

設定したい ID を選び、【

】を押します。

5 【メニュー】ボタンを押して環境設定メニューを終了します。

を押すと 1 つ上の階層に戻ります。
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赤

電源プラグをコンセントから抜き､ 修理を依頼してくだ
さい。

内部高温異常
約 5 分間そのままの状態
で待ち、電源プラグをコン
セントから抜きます。
赤

フィルター風量低下異常
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：消灯
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電源系異常（バラスト）

赤
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：点滅

内部異常

プロジェクター ID を設定する

1 【メニュー】ボタンを押して環境設定メニューを表示します。

■ 映像を静止する

赤 赤 赤

：点灯

オレンジ

• 壁際に設置しているときは場所を移動します。
• エアフィルターの掃除または交換をします。

高温警告
オレンジ

■ 2 画面で投写する

エアフィルター風量低下

リモコン ID を設定する
２種類の投写映像を同時に投写する
ことができます。
ボタンを押すと投写中の映像が左側
に表示されます。
を押して２画面設定メニュー
で「入力ソース」を選択し、左右そ
れぞれの入力ソースを選択します。

※入力ソースの組み合わせによっては２画面で投写できないものもあります。

■ 困ったときは
ボタンを押すと投写映像にヘルプ画面が表示されます。
トラブル発生時の解決や適切な状態を設定することもできます。
ボタンを押してヘルプ画面を閉じます。

1

リモコンの【ID】スイッチを On に設定します。

赤 赤

■ 映像を部分的に拡大する (E ズーム )
を押すとスクリーンに
拡大表示したい部分に
、

が現れます。

オレンジ

で移動させます。

ボタンで拡大 / 縮小します。

2 【ID】ボタンを押したまま、操作するプロジェクターの ID と同じ数字の
ボタンを押します。

プロジェクター ID を確認したい場合は、リモ
コンの【ID】ボタンを押したまま【ヘルプ】
ボタンを押します。プロジェクター ID が投写
画面右上に表示されます。
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ランプ点灯失敗

• ランプを取り出しランプ割れを確認します。割れていなけ
れば再セットして電源を入れます。割れているときは、お
買い上げの販売店または下記連絡先にご相談ください。
• エアフィルターを掃除します。
• 標高 1500m 以上の場所でお使いのときは、拡張設定
メニューで高地モードをオンにしてください。

ランプ交換勧告

すみやかに、新しいランプと交換してください。このま
ま使い続けると、ランプが破裂するおそれがあります。

エアフィルター清掃通知

エアフィルターの掃除をしてください。

※ 上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店
または以下に記載の連絡先に修理を依頼してください。

インフォメーションセンター
050-3155-7010

製品の操作方法・お取扱等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。
【受付時間】月～金曜日 9:00 ～ 20:00 土曜日 10:00 ～ 17:00
（祝日、弊社指定日を除く）
※上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969 へお問い合わせください。

サービスコールセンター
050-3155-8600

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先
【受付時間】月～金曜日 9:00 ～ 17:30（祝日、弊社指定日を除く）
※上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949 へお問い合わせください。

