
次世代4K実物投影機、2K(フルHD)実物投影機 ニューモデル

「コンパクト」

「エレガント」

「シンプル」

PX-30E / PX-10E

・シンプル

※画像はPX-30E

5インチのLCDタッチパネル
LCDタッチパネル、ジョグダイヤル
で直観的に操作を行っていただけま

カメラヘッド部
ズームダイヤル
&AFボタン搭載

HDMIケーブル
抜け防止付属品

・エレガント

・さらにコンパクト

12MのCMOSセンサー
最大4Kの高精細映像を実現。
細部まで高精細に表現でき、
質感やディテールまでリア
ルに再現します。

12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム
24倍の劣化の少ないズームができます。
トータルズーム:288倍(デジタルズーム:12
倍) LEDランプとカメラヘッドが一体化

収納時のサイズがよりコンパクトになり、大学講義
室や企業会議室のAV卓へ収納しやすくなりました。
※幅297mm×奥行482mm×高さ95mm（収納時）

4K/30fps,2K/60fpsの高フレームレート出力

※4KとフルHD比較

で直観的に操作を行っていただけま
す。
ホワイトボードシート
書き込み、投影すると瞬時に
手書き情報を大型モニターへ
表示し共有することができます。

外部入力機能
システムの中心として複数機器の映像をコントロール
することもできます。

※画像はPX-30E



項目 PX-30E PX-10E

有効画素数 3,840x2,160（16:9比） 8.3M、 3,520x2,640（4:3比） 9.3M

画質 4K 2K

フォーカスモード ズームシンクAF / ワンプッシュAF / マニュアル

フォーカス範囲 WIDE端：5cm～∞ / TELE端：20cm～∞

最大撮影領域（横ｘ縦）
430mm×319mm（4:3比）、 470mm×259mm（16:9比）

※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能

照明 1 (LED)

ズーム トータルズーム288倍 (光学：12倍、センサー：2倍、電子：12倍)

LCDタッチパネル 5インチ

HDMI出力

HDMI 1.4対応

・3,840×2,160 / 30fps (4K高画質)

・1,920×1,080 / 60fps

・1,280×720 / 60fps

※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り

HDMI 1.4対応

・1,920×1,080 / 60fps

・1,280×720 / 60fps

※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り

RGB出力

・ UXGA(1,600×1,200 / 30fps)  4:3

・ XGA(1,024×768 / 30fps)  4:3

・ 1,920×1,080 / 60fps 16:9

・ 1,280×720 / 60fps 16:9

USB 3.0対応

UVC(映像)対応 ※音声：UAC無し

USB3.0対応
UVC（映像）対応 ※音声：UAC無し
（M-JPEG/YUY2）

【PX-30E / PX-10E 主な仕様】
PX-30E : CODE 1375 JAN 4560353282424
PX-10E : CODE 1376 JAN 4560353282431

USB出力

(M-JPEG/YUY2)
・ UHD (3,840×2,160 / 30fps)  16:9
・ FHD (1,920×1,080 / 60fps)  16:9
・ HD (1,280×720 / 60fps)  16:9 
・ QUXGA (3,200×2,400 / 30fps)   4:3
・ UXGA (1,600×1,200 / 30fps)    4:3
・ XGA (1,024×768 / 30fps)    4:3
・ VGA (640×480 / 30fps)    4:3

（M-JPEG/YUY2）
・ FHD (1,920×1,080 / 60fps)  16:9
・ HD (1,280×720 / 60fps)  16:9
・ QUXGA (3,200×2,400 / 30fps)   4:3
・ UXGA (1,600×1,200 / 30fps)    4:3
・ XGA (1,024×768 / 30fps)    4:3
・ VGA (640×480 / 30fps)    4:3

USB端子

・USB タイプB (USB3.0)：映像出力

・USB タイプA (USB2.0)：USBメモリ&電源供給

・USB タイプA (電源)：電源供給(WHDIなど)

HD_BaseT出力

・3,840×2,160 / 30fps

・1,920×1,080 / 60fps

・1,280×720 / 60fps

※ LANケーブルで100m延長可能

－

入力切替
HDMI：タイプA×2入力 VGA：D-Sub×1入力
HDMI入力は録画が可能 & RGBへの変換可能
※RGBはスルー切替のみ

記録/再生

記録メディア ：SD card, USB メモリ
記録方式 ：動画 MP4 （映像:H.264 / 音声:AAC）

：静止画 JPEG 
画像サイズ ：4K/30fps, 2K/60fps, 2K/30fps, 1K/30fps 
動画方式 ：通常録画/タイムラプス録画、

日付タイムスタンプ
※USB メモリは静止画のみ

記録メディア ：SD card, USBメモリ
記録方式 ：動画 MP4（映像:H.264 / 音声:AAC）

：静止画 JPEG
動画サイズ ：2K/60fps, 2K/30fps, 1K/30fps
動画方式 ：通常録画/タイムラプス録画、

日付タイムスタンプ
※USBメモリは静止画のみ

音声
入力：外部マイク / HDMI音声 ※内蔵マイク無し

出力：ライン出力

プレゼンテーション 画像回転（90°回転含む）/ フリーズ / マスク / 白黒 / 操作ロック

●当社の取り扱い製品は、すべてベルマークでお求めいただけます。

プレゼンテーション 画像回転（90°回転含む）/ フリーズ / マスク / 白黒 / 操作ロック

外部制御 RS-232C, USB, リモコン, ネットワーク (WOL) RS-232C, USB, リモコン

外形寸法 ｍｍ
幅297×奥行482×高さ478mm（セットアップ時）

幅297×奥行482×高さ95mm（収納時）

質量 5kg

画質機能
ホワイトバランス/フリッカー補正/明るさ調整/コントラスト調整/

ノイズリダクション/輪郭補正/シェーディング補正/画素欠陥補正/ディストーション補正機能/高画質リサイズ機能/色収差補正

付属品
ACアダプタ/AC電源コード/USB3.0ケーブル(1.5m)/リモコン/リモコン用コイン電池(CR2025)/ホワイトボードシート/

メラミンスポンジ（ホワイトボードシート用）/注意シール/クイックスタートガイド/保証書
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※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※仕様は予告なく変更することがあります。株式会社 エルモ社

〒457-0078 名古屋市南区塩屋町１丁目３番地４

https://www.elmo.co.jp/

□北海道営業所 〒001-0021 札幌市北区北21条西8丁目3番8号 バックスビル TEL.011-738-5811 FAX.011-738-5822

□東北営業所 〒980-0802 仙台市青葉区二日町13-18ステーションプラザビル6階 TEL.022-266-3255 FAX.022-266-3253

□首都圏営業所 〒108-0073 東京都港区三田3丁目12番16号 山光ビル4階 TEL.03-3453-6471 FAX.03-3453-6479

□中日本営業所

□名古屋オフィス 〒457-0078 名古屋市南区塩屋町1丁目3番4号 TEL.052-811-5261 FAX.052-811-5142

□京都オフィス 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ﾋﾞﾙ10F TEL.075-744-1360 FAX.06-6541-0125

□大阪オフィス 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目12番23号三木産業ビル9階 TEL.06-6541-0123 FAX.06-6541-0125

□西日本営業所

□福岡オフィス 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号朝日プラザ祇園2階 TEL.092-281-4131 FAX.092-281-4133

□熊本オフィス 〒861-2104 熊本市東区秋津3丁目11-7 TEL.096-282-8338 FAX.096-282-8337

□広島オフィス 〒730-0012 広島市中区上八丁掘4-1アーバンビューグランドタワー1104 TEL.082-221-2801 FAX.082-221-2802


