




超短焦点＆Interactive Education
体感しながら楽しく身につく体感しながら楽しく身につく
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3.ライオン
4.とら
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1.いぬ

2.ねこ
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1.ワン！！
2.ニャン！！
3.はみがき
4.はんしん

生徒に一斉に問題を解いてもらうなど、双方向型の
飽きさせない授業で集中力を高めるとともに、競い
合う楽しみを植え付けます。

最大4人一緒に利用できる
「複数同時書き込み機能」

授業の一部始終を録画できる「動画録画機能」
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生徒に一斉に問題を解いてもらうなど、双方向型の
飽きさせない授業で集中力を高めるとともに、競い
合 楽 を植 付

飽きさせない学習スタイルで
               生徒の好奇心をくすぐる

休んだ生徒に授業の動画を配布して
　　　　　 　　　　   後から補習できる

電子黒板の映像やその際の音声を録画。休んだ
生徒に配布すれば、自宅にいながらにして補習が
でき、授業の遅れもカバーできます。

大画面で試合や練習の映像を振り返りながら、
監督・コーチが直接指示を書き込めるから、より
実践的な戦術ミーティングができます。

大画面で試合や練習の映像を振り返りながら、
監督・コーチが直接指示を書き込めるから、より
実践的な戦術 グが き

試合映像を簡単にキャプチャーして
     より実践的な戦術の確認が可能

Step1 Step2 Step3

1 2 3

動画再生 画面キャプチャー 書き込み

動画上に直接書き込める
「画面キャプチャー機能」　

スクリーン録画 サウンド録音

相手の話を一方的に聞くだけだった従来型の学習スタイルから、自ら体感しながら
楽しく学べる参加型の学習スタイルへ。これからの時代の新しい学びを、プロジェク
ターが可能にします。学校教育やスポーツの現場で、幅広くご活用ください。

相手の話を一方的に聞くだけだった従来型の学習スタイルから、自ら体感しながら
楽しく学べる参加型の学習スタイルへ。これからの時代の新しい学びを、プロジェク
ターが可能にします。学校教育やスポーツの現場で、幅広くご活用ください。

相手の話を一方的に聞くだけだった従来型の学習スタイルから、自ら体感しながら
楽しく学べる参加型の学習スタイルへ。これからの時代の新しい学びを、プロジェク
ターが可能にします。学校教育やスポーツの現場で、幅広くご活用ください。

シーン録画

※静止画像として取り込み。

※再生には本体付属の専用アプリケーションのインストールが必要です。
※本機能はWindows版のみ。

※本機能はWindows版のみ。
※複数同時書き込み自体は可能ですが、色を使い分けるなどの画面分割機能は使えません。

※本機能はWindows版のみ。



●お求めは信用のある当社で
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安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ランプに関する
お知らせ

プロジェクターには内部気圧の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上
衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。な
お、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

※海外からご利用の方、または0 5 0からはじまるI P電話番号をご利用いただけない方は
043-211-9348をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

キヤノン プロジェクター ホームページ

canon.jp/projector
製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノンお客様相談センター

050-555-90071液晶プロジェクター

受付時間〈平日〉9：00～17：00（土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）

LV-WX300USTiに付属のインタラクティブペンで、投写画面に文字や図形の書き込みができ、マウスの代わりに接続PCの操作も行えます。

2クリックで準備OK 自動キャリブレーション
セッティングは、PCを接続して
キャリブレーションを行うだけ。
わずか2クリックで位置合わせ
などを自動処理し、すぐに使用で
きます。
※自動キャリブレーションが有効に働かない場合は、
　手動でキャリブレーション設定を行ってください。

動画やPDFで保存可能 インタラクティブ録画

セッティングが簡単！

書き込み内容の保存も！

①専用ソフトを起動し

ペンで書いた文字を自動認識
投写中でもデータ編集が可能

シェア5％
UP

線の太さは10種類から
選択可能

ペンツールで
自由にドローイング

カラーは16色から
選択可能 図形を制作

消しゴムツールで
書き込みを削除

クティブ録画

スクリーンの位置情報を自動認識

②自動キャリブレーションを選ぶだけ

※動画の保存はWindows版のみの機能です。
　動画は専用フォーマットで保存されます。 ※書いた内容を時系列に記録可能です。

投写距離60.2cmで80インチワイド投写

反射ミラー＆超短焦点レンズ

高品質な映像＆音声を投写

HDMI×2装備

マイクを使ったプレゼンも

10W×2ステレオスピーカー内蔵

画面サイズ 投写距離
（図A）

設置距離
（図B）

80型ワイド 60.2cm 28.2cm
85型ワイド 64.3cm 32.3cm
90型ワイド 68.4cm 36.4cm
95型ワイド 72.5cm 40.5cm
100型ワイド

映像の高さ
（図H）

16：10スクリーン時
108cm
114cm
121cm
128cm

本体底面から
映像までの高さ
（図Hs）
27cm
28.5cm
30.3cm
32cm

図A
図B

図Hs

図H

まぶしくない
＆

影が映りにくい

台置きや
床置きも

壁掛け設置も

44.6cm76.6cm 135cm 33.8cm

至近距離から大画面投写ができる、2つの超短焦点プロジェクター。

投写画面に自由に書き込みできるインタラクティブ機能搭載モデル

本体標準価格：オープンプライス　商品コード：0647C001

3,000
lm

軽量
コンパクトDLP ダイレクト

パワーオフ
超短焦点

6色
カラーホイール

インタラクティブ
対応

スピーカー
10W × 2
10W グリーン

購入法適合

Photo:LV-WX300USTi 本体標準価格：オープンプライス　商品コード：0646C001

スクリーンの間近から80～100インチワイド投写を実現
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購入法適合

製品に関する情報はこちらでご確認い

DMI×2装備

投写

本体標

Photo:LV-WX300USTi 本体標
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使いやすい描画ソフト

PCへインストールすれば、付属のペンで電子ホワイトボードとして使うことが
できます。また、クリップアートやドキュメントを画像として取り込んで、直接書き
込みも可能です。さらに、Windowsモードに切り替えれば、Exce lや
PowerPointなどのデータに直接書き込み・保存も可能です。

操作性がスマート！

投写画面への書き込みを可能にする
インタラクティブ機能を搭載。

投写映像に書き込みした内容はPDF/JPEG/TIFF/PNG形式で保存でき、議事録
の作成に便利です。また、ホワイトボードに書き込んだ内容を合わせて記録する
スクリーン動画や、PCに接続した外部カメラ
でプレゼンターを一緒に録画できるシーン
録画機能を搭載。保存した動画は付属の
インタラクティブプレーヤーアプリで再生
でき、講義やミーティング内容をより高い
精度で共有できます。

「Interactive Pen Tool」標準同梱

プロジェクターの取り付けが簡単！

インタラクティブホワイトボード

■画面サイズと投写距離 (16:10アスペクトの場合)

標準価格 ： オープンプライス
型番 ： IWS-82V　
商品コード：2251V523

寸法 ： W1820×D815×H1825～2460mm
　　　※昇降ストローク：725mm
質量 ： 約57kg

LV-WX300USTiと組み合わせて、82型ワイド対応の電子ボード
として使用できます。思いのままに高さ調整ができるフリーストップ
機構を採用。キャスター付きで、プロジェクター取付金具も90度首
振り可能なため、使用場所への移動がスムーズに行えます。

超短焦点
プロジェクター用
ホワイトボードスクリーン









 


