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FORESIGHT VIEWは、
「❶電源ケーブルを接続」
「❷HDMIケーブルを

専用バッテリー（別売）

接続」
の最短わずか2ステップで自動電源ON。
約5秒で投映ができ、
出席

を使えば、コンセントが

者を待たせません。
貴重な対面機会を最大限に活用することができます。

ない 場 所 でも 、気 軽 に
ミーティングを始められ
ます。外出先でもAC電
源の環 境を気にする必
要なく、安心してプレゼ
ンができます。

❷HDMIを接続

❶電源を接続

❸

無段階角度調整

縦横台形補正

❶最初に営業が無線接続
❷次にSEが無線接続
❸SEのPC画面へケーブル差替え
なくスムーズに切替

約＋29
補正前

補正後

YA-B10 オープン価格

JANコード：4549526802140

容量

6600ｍAh(95Wh)

電源

ACアダプター(100V、50／60Hz)※1

外形寸法 ※2

212 23 106mm

質量

約640g

充電時間

約4時間※3

本体、ACアダプター、専用バッテ
リー、ケーブル、リモコンをすっきり
収納できる専用ケース。

JANコード：4549526802157

※1 プロジェクター本体用を兼用。 ※2 突起部含まず。
※3 使い切った状態から満充電にした場合のおおよその時間。
使用状況によって変わります。

HDMI端子

右側面
USB端子（Micro-B）
セキュリティスロット
（Kensington®対応）

背面

音声出力端子※1

型番

JANコード
メーカー希望小売価格
明るさ ※1 ※2
投映方式
表示素子
コントラスト比
台形補正
焦点調整
投映レンズ／明るさF、
焦点距離：f
投映画面サイズ
投映距離／設置目安
光源
（寿命時間 ※3）
色再現性
走査周波数
コンピュータ入力
出力端子
スピーカー
USBホスト
USBファンクション

音声
他端子

※1 対応機種：CX-F1
※2 無線LANアダプター
YW-41専用

電源端子(DC IN)端子は左側面
にあります。

無線対応 ※7
電源
消費電力
外形寸法
（幅×高さ×奥行）※8
質量 ※9
セキュリティ対応
主な付属品 ※10
オプション

エコマーク認定機種

〈CX-F1〉20145023
〈CX-E1〉20145022

4549526802171

4549526802126
4549526802164
4549526802119
オープン価格
2000ルーメン
1 chip DLP®方式
WXGA 0.65型 DLP®チップ 1,024,000画素
（1280×800）
20000:1 ※1
縦：上30°
（自動）
上下30°
（手動） 横：左右30°
（手動）
手動フォーカス
光学1.2倍ズーム
（手動） F＝2.34〜2.55／f＝16.8〜20.4
30〜300型
60型：1.52〜1.88m、
100型：2.56〜3.14m、
最短投映距離：0.75m
レーザー&LED光源
（約20,000時間）
フルカラー
（最大10億7千万色）
水平周波数：28.1〜74.0kHz、
垂直周波数：50〜60Hz

入力端子：HDMI Type-A×1
（デジタル）
, HDCP対応
リアル表示：WXGA
（1280×800）
、
圧縮表示：最大WUXGA（1920×1200）
ステレオミニジャック×1
（音声可変出力）
−
1W×1 モノラル
USB Type-A×1 ※4

USB Micro-B ※5 ※6
IEEE 802.11 b／g／n(2.4GHz)
ACアダプター(100V、
50／60Hz)

−
−
−

動作電力
（初期設定）
（
「ライト出力7」
時）
：100W、
動作電力
（最小）
（
「ライト出力1」
時）
：45W、
動作電力 ※1：120W、
待機電力：0.15W
215×43×152mm
約1.1kg
Kensington®対応、
パワーオンパスワード
ACアダプター、
電源コード(ACコード) 、
保証書、
無線LANアダプター(CX-F1のみ)
専用バッテリー(YA-B10)、
ソフトインナーケース(YB-3)、
ワイヤレスリモコン(YT-161)

※1 AC電源接続時、ブライトモード「オン」のとき。 ※2 JIS X 6911:2015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Bに基づいています。 ※3 保証時間ではありません。 ※4 無線LANアダプター専用 ※5 ユーザーアップデート用 ※6 ロゴデータ登録用 ※7 同梱の無線LANアダ
プターを本体側面のUSB端子に装着 ※8 突起部含まず。 ※9 ACアダプター除く。 ※10 取扱説明書は同梱されません。
当社Webサイトからダウンロードしてください。

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の

安全上のご注意 前に必ず取扱説明書をお読みください。
専用バッテリーご利用時のご注意

※対応機種：CX-F1

カラー

YT-161 オープン価格

※1 ※2
USB端子（Type-A）

❷ SE

web.casio.jp/pr ojector /sp/for esightview/use/

YB-3 オープン価格

JANコード：4549526802133

（幅 高さ 奥行）

❶ 営業

補正前

警告

発熱・発火・破裂を防ぐために、
次の事は必ずお守りください。

●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。
●指定以外のACアダプターで充電しないでください。 ●落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
●直射日光の当たる所、炎天下の車内、火やストーブのそばなどの高温になる場所で使わない、放置しないでください。

●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。●スクリーン画面はハメコミ合成も含みます。●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。●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 6911:2015 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Bに基づいています。●この装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しています。●本製品は、
レーザークラス１製品です。●使用環境、周辺環境により輝度劣化レベルは変化します。
●オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。■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。■HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Deﬁnition Multimedia InterfaceはHDMI LicensingAdministrator, Inc.の商
標または登録商標です。■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。

■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。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

0570-088988

全国一律料金でご利用いただけます。

IP電話・公衆電話からは03-5334-4785

casio.jp/support/contact/before/

受付時間は
こちら

casio.jp/support/projector/phone/

H6140040

このカタログの内容は2021年8月現在のものです。 BW2109-030002B

