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新製品『モバイルプロジェクターBOXi T-200（ボクシー ティー200）』
発売に関するお知らせ
（当社連結子会社：株式会社エルモ社）
当社の連結子会社である株式会社エルモ社は、平成25年11月21日（木）より
小型LEDプロジェクター BOXi T-200 を発売いたしますので、お知らせいたします。
モバイルプロジェクター BOXi T-200（ボクシー ティー200）の商品コンセプトと特長
● 高い製品評価をいただいているエルモ社 BOXi シリーズに、更に小型・軽量と
なったモバイルプロジェクター T-200 が加わりました。
エルモが誇る“映像力”が詰まったタッチパネル操作の流線形小型ボディは、
ビジネスシーンでもパーソナルシーンでも人目を引きます。
● わずか「１５３ｍｍ×９５ｍｍ×３６ｍｍ、重量３００グラム」という小型・軽量
さですから、気軽に持ち運びできます。７秒のクイック起動でこれまでになく
スマートにプレゼンテーションを始めることが出来、モバイルバッテリー（別売）
を併用すれば、部屋のコンセントとつなぐ必要も有りません。
● エルモ独自の光学エンジン・高性能レンズを搭載。１ｍという短い投映距離で５０
インチの大画面に鮮やかな映像を映し出します。
● 毎日８時間以上使用しても６年以上使える長寿命（約２万時間）LEDランプを採用。
本体価格も３９，８００円（エルモオンラインストア価格）と気軽にいつでも
使っていただける経済的なプロジェクターです。

詳細につきましては添付資料「株式会社エルモ社
ご参照ください。

プレスリリース：BOXi T-200」を
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新製品のご案内
いつでもどこでも気軽に使える小型でスマートなプロジェクター

MOBILE PROJECTOR

BOXi T-200

2013 年 11 月 21 日（木）発売

[ボクシー ティー200]

オープン価格

テクノホライゾングループ [JASDAQ 6629] の株式会社エルモ社（本社：名古屋市瑞穂区明前町
6-14 代表取締役社長：林 数馬）は、小型 LED プロジェクターBOXi T-200（ボクシー ティー200）
を平成 25 年 11 月 21 日(木)に発売いたします。
ELMO のモバイルプロジェクターBOXi シリーズの第３弾となる T-200 は、デザインを一新すると共に
さらに小型で軽量となりました。流線を基調としたボディシェイプにタッチパネルを採用し、フラッシュ
サーフェスなデザインを実現。ビジネスシーンでもパーソナルシーンでもおしゃれでスマートな雰囲気
を演出します。

【BOXi T-200 の特長】
■小さくてもこだわりの映像を
これまでの BOXi シリーズと同様、T-200 にも市場で高い評価をいただいている独自の光学エンジ
ン・高性能レンズを搭載。焦点距離 f=9.05、スローレシオ 0.93、明るさ F=2.04 の BOXi レンズは、1m
の距離で 50 インチの大画面を明るく美しく投影します。
■小型・軽量、だからスマートに、いつでもどこででも
ボディサイズは 153mm x 95mm x 36mm、重さは 300g。 ビジネスバッグに入れて気軽に持ち運び
でき、わずか 7 秒で起動、スマートなプレゼンテーションを演出します。また、モバイルバッテリー（別
売）を併用すれば、キャンプなどアウトドアでも使用でき、楽しみの幅が広がります。
■ハイコストパフォーマンス
LED ランプの寿命は約 2 万時間。毎日 8 時間以上お使いいただいても、ランプ交換不要で 6 年以
上使えるロングライフ。
■いろいろ使えてお手頃価格
ビジネスにもパーソナルにも使える BOXi T-200。
エルモオンラインストアでの販売価格は、39,800 円（税込）です。
http://www.elmoshopping.com

BOXi T-200 主な仕様
形名

T-200

方式

単板 DLP 方式

表示デバイス

投写レンズ

サイズ

0.45 型

解像度

1,280×800 （WXGA）

アスペクト比

16：10

フォーカス調整

手動

焦点距離

f = 9.05mm

F値

F 2.04

光源ランプ

3 LED （R,G,B）

画面サイズ (投写距離)

25 ～ 68 型 ( 0.48 ～ 1.33 m )

投写方式 （メニュー設定方式）

フロント／リア／デスクトップ／天吊り

明るさ

150lm

コントラスト比 （全白/全黒）

1,000：1 (JIS X 6911)
(10,000：1 当社測定基準)*

色再現性

フルカラー 1,677 万色

音声出力

1W モノラルスピーカー内蔵

音声出力端子

ステレオヘッドホン出力 (16Ω 以上)

入出力信号

HDMI

HDMI Type A×1 (HDCP 対応)

使用環境

動作温度
動作湿度
保存温度
保存湿度

5℃ ～ 35 ℃
85% (最大)
-20℃～＋60℃
90% (最大) 結露なきこと

入力電圧

DC12V～19V

電源 (付属)

AC アダプタ

36 W (エコモード OFF / 明るさモード / USB 給電 2A)

消費電力

25W (エコモード OFF / 明るさモード / USB 給電なし)

USB 給電(DC)
外形寸法
質量

入力：AC90～264V、50～60Hz
出力：DC12V

出力電圧 5V±5%
出力電流 2A(最大)
95 mm (幅) x 153 mm (奥行) x 36 mm (高さ ゴム足含む)
300g

＊プロジェクションシステムの最大白照度と最少黒照度の比
-ELMO BOXi, ELMO ロゴは(株)エルモ社の登録商標または商標です。
-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。
-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。

この件に関するお問合せ先
株式会社エルモ社 イーコマース推進室
電話：052-811-5241 FAX：052-824-4400 住所：名古屋市瑞穂区明前町 6-14
e-mail：online-info@elmo.co.jp BOXi Website::http://www.elmoboxi.com

