
表示方式

光源
投写画面サイズ
ズーム
フォーカス
光出力※２

スピーカー

USB TYPE A

無線LAN

電源
消費電力

外形寸法（W×H×D）
質量

JANコード

DLP®方式
0.45型×１（枚）、アスペクト比 16:10
1,039,680画素（WXGA相当）

3LED（赤、緑、青）
約40型（壁掛けユニット MB-01AJと組合せ時）

デジタルズーム（1.38倍）※1

手動フォーカス
500lm

1.0W（モノラル）
1600 × 1200（圧縮表示）
1920 × 1080p（圧縮表示）

15 - 106kHz
50 - 120Hz

Dサブ 15ピンミニ × 1系統
HDMI（MHL兼用）端子 × 1系統
ステレオミニ端子 ×1系統

USB-A × 1系統（PCレスプレゼンテーション用）
USB-B（mini USB） × 1系統

（※マウスコントロール、USBディスプレイ用。ただし同時使用は不可。）
IEEE 802.11 a／b／g／n に準拠、MiracastTMに準拠

AC100V（50／60Hz）
100W（動作時）／0.5W（待機時）

265mm × 65mm × 198mm（突起部含まず）
約1.2kg

リモコン（電池入り）、電源コード（1.8m）、3芯2芯変換プラグ、
コンピュータケーブル（2.0m）、かんたんガイド（保証書付き）

4902580757502

表示素子

最大入力
解像度※3

パネルサイズ
画素数

対応走査
周波数

映像／音声
入出力端子

USB TYPE B

使用温度／湿度（RH）

付属品

コンピュータ信号
ビデオ信号
水平
垂直

コンピュータ入力端子
デジタル入力端子
音声入力端子

プロジェクター  M P - SW 5 1M J（オープン価格★）

10 - 35℃／10%～80%（結露なきこと）
＊映像モード、または、ピクチャークオリティの設定で、

周囲温度27～35℃の場合には自動的にエコモードに切り替わります。

壁掛けユニット M B - 0 1 A J（オープン価格★）
光源

調色・明るさ調整
使用温度／湿度（RH）

電源
消費電力

外形寸法（W×H×D）
質量

設置方法
JANコード

LED
白色～電球色、５段階調色／５段階調光

10 - 35℃／10%～80%（結露なきこと）
AC100V(60／50Hz)

8W(0.2A)
730mm × 173mm × 265mm

約3.8kg
ACアダプター、電源コード（LEDライト用:２本（1.8m、0.75m）
MP-SW51MJ用:１本（0.55m）、取扱説明書（保証書付き）

壁面に工事取り付け
4902580758271

付属品

オプション
インタラクティブユニット M B - 0 1 B J（オープン価格★）

10 - 35℃／10%～80%（結露なきこと）
USB5V、250mA
USB5V、300mA

105mm × 127mm × 59mm
168mm × 49mm × 32mm（突起部含まず）

約170g
約75g

反射防止バー、調整バー、保証書
4902580758288

使用温度／湿度（RH）

付属品
JANコード

外形寸法
（W×H×D）

質量

電源
／定格電流

カメラユニット
フィンガータッチユニット

カメラユニット
フィンガータッチユニット

カメラユニット
フィンガータッチユニット

カラーL E Dモジュール  M B - 0 1 C J（オープン価格★）
LED

赤、緑、青、水色、ピンク、黄、白
10 - 35℃／10%～80%（結露なきこと）

341mm × 25mm × 27mm
約130g
保証書

4902580758295

光源
発光色

使用温度／湿度（RH）
外形寸法（W×H×D）

質量
付属品
JANコード

●仕様一覧表

●ご購入の際は、保証書(MP-SW51MJは「かんたんガイド」巻末)に、ご購入年月日、販売店名などの所定事項を販売店で記載いただき、大切に保管してください。
●製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。保証書に関するお願い

●DLP® およびDLP ロゴは、Texas Instrumentsの登録商標です。●Windows® は、米国またはその他の国における Microsoft Corporationの登録商標または商標です。●HDMI®は、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国における
商標又は登録商標です。●MiracastTMは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●その他の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●この製品は日本国内専用です。この製品の保証書は日本国内でのみ有効です。また有償/無償にか
かわらず、日本国外でご使用の場合には、修理などのご依頼に応じることができませんのでご了承ください。●補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。●投写画面に歪みを生じさせないように、表面がフラットなスクリーンを使用してください。

●DLP®チップは高精度技術で製造されていますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が発生することがあります。これはDLP®チップ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。 ●商品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。 ●予告なく仕様を変更する場合があります。 ●カタログと実際の商品の色とは印刷物のた
め、多少異なる場合があります。 ●画像はハメ込み合成であり、イメージです。●据付にあたっては、必ずAC電源が容易に遮断可能な配線としてください。●インタラクティブユニット（MB-01BJ）を使用して
画面タッチ操作をご使用する際は、次の環境では動作しない場合があります。①白熱電球、ハロゲンランプなど赤外線成分を強く含む光源の近く。②直射日光が当たる場所、ワックスが効いている床、アルミ窓
枠、壁素材からの日光反射の強い場所。③インバータ蛍光灯の近く。④赤外線ワイヤレスマイクの近く。また、スクリーン周辺の障害物にレーザーが反射し誤動作する場合があります。⑤MB-01BJをご使用の場
合、USBケーブルの長さが5mを超える場合は、リピーター付のケーブルを推奨します。また、使用されるUSBケーブルは、据付前に事前の動作検証をお願いします。詳細は、販売店までお問い合わせ下さい。

イメージングライト 本体

★オープン価格は希望小売価格を定めていません。
※1 画面サイズは0.725～1.0倍となります。 ※2 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 X6911:2003 データプロジェクタ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。設定は、「映像モード」：「デイタイム」、「エコモード」：「ノーマル」。 ※3 パネル解像度を超える入力信号では圧縮表示されます。

●据付寸法図（mm）

＊この図は正確な縮尺ではありません。

〈正面〉

173

730

862（±10%）

投写画面
約40型

［16：10］

500程度（参考値）
（LEDライトの照射範囲の目安）

41（±10%）

539（±10%）

〈側面〉

天井方向

床方向

265

■映像を消しても空間に調和します。

映像OFF時 映像ON時

●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」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、タバコの煙等
の多い場所に設置しないでください。火災、故障などの原因となることがあります。●投写中は、レンズを覗かないでください。強い光が直
接目に入りますと、視力障害となる恐れがあります。●お客様自身で設置工事を行わないでください。作業中の機器の落下、破損などによ
り重大なけがをもたらす恐れがあります。●本製品には設置工事などが必要です。必ず販売店またはサービス会社にご依頼ください。

安全に関するご注意

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町5030番地

MHP-003 2018.10
●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境に配慮して
　植物油インキを使用しています。このカタログの記載内容は2018年10月現在のものです。

お問い合わせ、ご用命は下記へ

●弊社窓口で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的と
して利用し、適切に管理します。 ●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答する
ため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 ●ご相談、ご依頼いただいた内容によ
っては弊社グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
http://biz.maxell.com/ja/privacy_policy.html

マクセル株式会社 表示装置のお問い合わせ窓口

受付時間 ９：00～17：00
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

受付時間内は携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

0120-5470-60

イメージングライト

空 間 に 光 と お ど ろ き を 。

＊画像はハメ込み合成であり、イメージです。

http://biz.maxell.com/ja/display_equipment/portable/

8.8イメージングライト_H1_H4 10.25イメージングライト_H1_H4



半サークルのスタイリッシュなボディから様々な映像を自由に壁面投写。

インテリアとして空間に溶け込み、まるで映像が自然に浮かび上がるイメージで人々の注目を集めます。

約40型（WXGA相当）の映像がまるで壁面に
浮び上がるような演出でさまざまな情報を発信できます。

本体の上方を柔らかいLEDの光で空間を演出。
5段階の調色/調光機能で
場所にあわせて癒しの空間を演出できます。

ライトによる光の演出

こだわりの室内空間と協調するデザインで、
映像がオフのときも空間に調和します。

空間に溶け込むシンプルデザイン

インタラクティブユニット（MB-01BJ）（別売）を
使えば投写画面上から指でパソコンのタッチ操作ができます。

画面タッチ操作機能（オプション）

空間に浮かび上がる映像表現

Hotel  Lobby

動画による映像演出をスマートに表示。
表現力の高い誘引・興味喚起メディアとして活用できます。
会場の雰囲気に合わせたカラー演出※1も可能です。

※1 オプションのカラーLEDモジュール「MB-01CJ」(別売)と組み合わせた場合。

E v e n t  H a l l

会場案内やフロアマップを見やすくスマートに表示。
画面をタッチスクリーンとして来場者が指タッチ※2で操作できます。

※2 オプションのインタラクティブユニット「MB-01BJ」(別売)と組み合わせた場合。
      ウインドウズPC(市販品)とタッチコンテンツが必要です。

C a f e

"本日のおすすめ”などその時のタイムリーな情報をスマートに表示。
人目の引きやすい場所に設置し、効果的に訴求できます。

G a l l er y

パネルやポスターでは伝えきれない情報もスマートに表示。
動画や音声解説などを用いて省スペースでも必要な情報を伝えられます。

インテリアと映像が融合。スマートな空間を生み出す新たなツール。

＊画像はハメ込み合成であり、イメージです。

指タッチ操作
インタラクティブユニット「MB-01BJ」を組み込むと投写画面上からパソコンの指タッチ操作が可能です。
＊USBメモリーを使用したPCレスプレゼンは同時に使用できません。
＊Windows PC（USB2.0以上）が必要です。
＊MB-01BJ（別売）が必要です。MB-01BJをご使用の場合、USBケーブルの長さが5mを超える場合は、リピーター付のケーブルを推奨します。また、使
用されるUSBケーブルは、据付前に事前の動作検証をお願いします。詳細は、販売店までお問い合わせ下さい。
＊MB-01BJ（別売）に含まれるフィンガータッチユニットはクラス１レーザー機器です。
＊イラストは使用例です。映像ソースはお客様でご準備ください。イラストの中の投写画像はハメ込み合成です。設置に際しては、現場で事前にご確認ください。

LEDライトを7色の演出
カラーLEDモジュール「MB-01CJ」を組み込むと
インテリアにあわせて7色の色が選べます。

カラーLEDモジュール発光色（イメージ）

赤 緑 青 ピンク 黄 白水色

＊オプション品を組み込む際は必ず販売店またはサービス会社にご依頼ください。

オプション（別売）

※3 インタラクティブユニット搭載時に接続が必要です。

スティックPC
ノートPCなど

HDMIケーブル

USBケーブル※3

スマートフォン
タブレット端末
など

ワイヤレス接続

〈接続例〉

多様なインターフェースを搭載。さまざまな使い方に対応します。

様々な入力系統をサポート
ＨＤＭＩ端子、コンピュータ入力端子（Ｄサブ１５ピンミニ）、ＵＳＢ端子による接続（USBディスプレイ）に
対応しているので、PC、STB、HDDプレーヤーなどの映像ソースを投写できます。

ワイヤレス投写
MiracastTM対応の端末によるワイヤレス接続が可能です。映像や音声をそのままプロジェクターに
伝送でき、動画もスムーズに視聴することが可能です。
＊ネットワーク環境によっては正常に通信できない場合があります。

PCレス投写
USBメモリーを使用して、パソコンレスで映像投写が可能です。
＊市販のUSB延長ケーブルをご用意頂く必要があります。
＊JPEG、BMP、PNG、GIF、MOVIE（.avi、.mov）に対応。詳細はマクセルのホームページ（http://biz.maxell.com/ja/display_equip-
ment/portable/）のMP-SW51MJ「取扱説明書-詳細版」をご参照ください。

この製品は設置工事が必要です。詳細は販売店までお問い合わせください。

壁掛け型イメージングライト 構成

壁掛けユニット「MB-01AJ」に
プロジェクター「MP-SW51MJ」を組み込んで、
イメージングライトを構成することができます。

壁掛けユニット MB-01AJ
白色～電球色まで調光可

グリーン
購入法
 適 合

プロジェクター MP-SW51MJ
WXGA相当の
約40型映像を投写

イメージングライト_中面 8.810.25イメージングライト_中面


