
 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

■お買い求めは信用とサービスの行き届いた当店で
エプソンスクエア（東京）で
ホームシアターを体感！

エプソンスクエア（東京）ではシアタールームを設け、ホームプロジェクター
〈ドリーミオ〉の映像をご覧いただけます。ぜひお越しください。
＊所在地は弊社ホームページでご確認ください。

■このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
   または、液晶プロジェクター インフォメーションセンターにお問い合わせください。

商品名・型番

方式

液晶パネルサイズ（対角）

液晶パネル画素数（横×縦×枚数）

有効光束（白の明るさ）

カラー光束（カラーの明るさ）

コントラスト比

色再現性

外形寸法（W×D×H）突起部含まず

質量

投写レンズ

レンズシフト

タテ台形歪み補正

投映サイズ（対角）

接続端子

対応信号

ＤＶＤプレーヤー部

スピーカー

騒音レベル

光源

動作温度

電源

消費電力（ランプパワーHigh/スタンバイ時）

付属品

EH-DM30S※1/EH-DM30

　

1280×800×3

2500lm（最大）

2500lm（最大）

　

約4.3kg

1.2倍マニュアルズームフォーカスレンズ　F：1.58-1.72　f：16.9-20.28mm

VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA※9/WXGA+

29dB（エコモード時）

EH-DM3S※1/EH-DM3

960×540×3

2000lm（最大）

2000lm（最大）

　

約4.2kg

マニュアルフォーカスレンズ　F：1.44　f：16.6mm

VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA※9

28dB（エコモード時）

EH-TW3500

1800lm（最大）

1800lm（最大）

36000：1※2

約7.3kg 

EH-TW4500

　

1600lm（最大）

1600lm（最大）

200000：1※2

約7.5kg 

PC信号※8

ビデオ信号

デジタル音声出力

サラウンドサウンド

再生対応ディスク※10

3LCD方式

33型～318型

200W（E-TORL）UHEランプ

5℃～35℃（非結露）

電源コード（3.0m）、蓄光式リモコン（電池付）、ボタン名日本語シール、取扱説明書、保証書、収納用ケース、天井投写キット

Virtual Surround、Dolby Digital※12、DTS Digital Surround※13

HDMI×2、S端子（Sビデオ）×1、1RCA（コンポジット）×1、3RCA（コンポーネント）×1、
ミニD-Sub15pin（PC）×1、RS-232C×1、トリガーアウト×1

525i（480i）、525p（480p）、750（720）/60p、750（720）/50p、1125（1080）/60i、1125（1080）/50i、1125（1080）/60p、1125（1080）/50p、1125（1080）/24p
NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM

525i（480i）、525p（480p）、750（720）/60p、750（720）/50p、1125（1080）/60i、1125（1080）/50i、1125（1080）/60p※7、1125（1080）/50p※7

NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM

DVD-Video、DVD-R/RW（ビデオモード /VRモード※11）、DVD+R/RW、オーディオCD、VCD、SVCD、
以下データを記録したCD/DVDディスク（JPEG、MP3、WMA、DivX、DivX  Ul t ra）

AC100V～240V ±10％  50/60Hz   

※1：スクリーンの仕様については、P6の「EH-DM3S/EH-DM30S セットスクリーン仕様」をご覧ください。EH-DM30Sはアスペクト比16：10を採用しておりますが、添付のスクリーンはアスペクト比16：9になります。あらかじめご了承ください。※2：ダイナミックモードでオートアイリスが標準もしくは高速
モード時。※3：オートアイリスオン時。※4： 画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。※5：JPEG/MP3/WMA/DivXに対応しています。※6：EH-DM30S/EH-DM30はUSBディスプレー用。EH-DM3S/EH-DM3はサービス専用。EH-DM30S/EH-DM30のUSBディスプレーの対応する
PCのOSや、詳しい動作可能環境につきましては、dreamio.jpをご覧ください。※7：HDMI入力時にのみ対応しています。※8：小さい文字等については、見えにくい場合もあります。※9：1280×768、1360×768に対応しています。※10：CD/DVDディスクの読み取りに関して全ての再生を保証するものでは
ありません。※11：VRモードで記録したCPRM対応ディスクは、DVD-RWのみ再生可能です。※12：Dolby Digitalは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。※13：DTS、DTS Digital Surroundは登録商標です。また、DTS、DTS Digital Surroundのロゴ及びシンボルはDTS社の商標です。※14：初期設定時。

0.74型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル（16：9）

1920×1080×3

450mm×360mm×136mm 

2.1倍マニュアルズームフォーカスレンズ　F：2.0-3.17　f：22.5-47.2mm

上下96％、左右47％※4

－

　

VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA※9

－

－

－

－

22dB（エコモード時）※14

電源コード（3.0m）、自照式リモコン（電池付）、取扱説明書、保証書、レンズカバー

●ショールーム（エプソンスクエア） 東京地区：新宿 月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）

●ご購入は、お近くの販売店または、エプソンダイレクトショップ（http://www.epson.jp/shop/ 0120-545-101）で
   お買い求めください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

ランプに関するお知らせ
プロジェクターには内部圧力の非常に高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは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、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差がありますのであらかじめご了承ください。ランプは消耗品です。定期的に交換が必要です。

ご 購 入 前 に

●本製品には消耗部品が含まれております。表示システムなどで長時間連続使用される場合には、光源ランプ及び、その他の定期交換部品の交換サイクルが早くなり、修理料金が高額になる
場合がございます。詳しくは、エプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。●液晶パネルは非常に高い精度で作られておりますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が
存在することがあります。これは液晶パネル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。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール等を依頼する
場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。

保証期間に関するお知らせ 本体の保証期間はお買い上げ日から1年間となります。本体ご購入時に装着しているランプの保証期間については、「本体購入後6ヶ月」または「ランプ交換時期までの半分」のどちらか早い方となります。

【使用限定について】本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性及び安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全
設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

【受付時間】月～金曜日 9：00～17：30（祝日・弊社指定休日を除く）

札幌修理センター

松本修理センター

東京修理センター

福岡修理センター

沖縄修理センター

所 在 地 TEL FAX

札幌市中央区北4条東1丁目2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス（株）

松本市神林1563 エプソンサービス（株）

東京都日野市日野347 エプソンサービス（株）

福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス（株）

那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス（株）

エプソンのホームページ http:/ /www.epson.jp
http:/ /www.epson.jp/support/
お買い求めの販売店、またはエプソンの修理センターで、お客様のご都合にあわせてお申し込みいただけます。

h t t p : / / d r e amio . jpドリーミオ専用ホームページ

011-219-2886

050-3155-7110

050-3155-7120

050-3155-7130

098-852-1420

011-219-2882

0263-86-7698

042-581-6120

092-622-8934

098-852-1422
製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話または
NTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直しください。

＊上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しています。
上記050で始まる電話番号をご利用いただけない場合は、右記までおかけ直しください。
＊エプソンサービス（株）は、エプソンの集中修理センターです。
＊予告なく住所・連絡先が変更される場合がございます。ご了承ください。

液晶プロジェクター インフォメーションセンター
【受付時間】 月～金曜日 9：00～20：00 
土曜日 10：00～17：00（祝日・弊社指定休日を除く）050-3155-7010

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット

FAQ http:/ /www.epson.jp/ faq/

松本修理センター 0263-86-7660
東京修理センター 042-584-8070
福岡修理センター 092-622-8922

設置工事、保守契約のお申し込み先
＊左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。左記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話
またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-511-2949までおかけ直しください。エプソンサービスコールセンター
【受付時間】 月～金曜日 9：00～17：30（祝日・弊社指定休日を除く）050-3155-8600

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い
合わせの多い内容を FAQ としてホームページ
に掲載しております。ぜひご活用ください。

エプソン修理センター エプソンサービス（株）

お買い求めの販売店で、エプソンの修理センターで。ご都合にあわせてお選びいただける各種修理サービスをご用意しています。

10bitカラープロセッシング（約10億7000万色）

30型～300型 30型～300型

282W/0.2W297W/0.2W

＊EH-TW4500/EH-TW3500は
   Pixelworks社の
   DNX ICを搭載しています。

Dolby Digital※12、DTS※13、MP3、MPEG-2、LPCM

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。安全に関するご注意

エプソン・ホームシアタープロジェクター

ドリーミオ

DVD一体型モデル 本格シアターモデル

＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

手軽さも、映像美も、次世代へ。手軽さも、映像美も、次世代へ。

新ラインアップ、始まる。新ラインアップ、始まる。

0.54型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル（16：9）0.59型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル（16：10）

8bitカラープロセッシング（約1677万色）

335mm×239mm×127mm

－

±30°

310W/0.3W

本カタログ掲載商品には、消費税、配送費、設置費、工事費、使用済み商品の引取り費は含まれておりません。

オープンプライス

オープンプライスEH-TW3500

EH-TW4500オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

EH-DM3S

EH-DM3

EH-DM30S

EH-DM30

DM30EH
DVD一体型モデル

本格シアターモデル

45EH

DVD一体型モデル

DM3EH

本格シアターモデル

35EH

エプソンの環境活動の詳細はこちら：http: / /www.epson.jp /ecology/

3000：1※3

10W×2

dreamio. jpカタログコード：CLELDRSG9 E（2010年7月12日現在）

HDMI ×1、1RCA（コンポジット）×1、2RCA（音声L/R）×1、3RCA（コンポーネント）×1、ミニD-Sub15pin（PC）×1、USB（タイプA）※5×1、
Hi-Speed USB（タイプB）※6×1、同軸デジタル音声出力×1、モノラルミニジャック（マイク）×1、ステレオミニジャック（ヘッドホン）×1

●製品仕様内容につきましては、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 6911：2003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2に基づいています。●製品の色や図は印刷物のため実際の色と若干異なる場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格及び仕様、デザインは、2010年7月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●目を痛める原因となりますので、製品投写中は絶対にレンズをのぞかないでください。特に小さなお子様のいる
ご家庭ではご注意ください。●プロジェクターを設置する際には転倒、落下のないようご注意ください。製品が破損し、けがの原因となることがあります。●ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。また、室内の空気の汚れが製品に悪影響を与えることがあります。たばこの煙などもプロジェクターに
入らないようご注意ください。●高温になる場所、低温になる場所には置かないでください。●ドリーミオシリーズの保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。●製造番号は、品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示
されているか、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。また保証書は必ず記入事項を確認の上、大切に保管してください。●画面はハメコミ合成です。●会社名、商品名は、各社の登録商標です。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導等を依頼する場合には、商品価格以外に
別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格です。希望小売価格には消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●本製品に
関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。



○Disney.c

想像以上の高画質、高音質。

わが家はいつでも、映画館。

1 2

黒が深い。3,000：1※の高コントラスト比。

黒はより深く、白はより明るく。まるで、映画館で観るようなコントラストの高い

ダイナミックな映像が楽しめます。

パワフルな明るさで、日中のリビングでも快適鑑賞。

専用のシアタールームがなくても、真っ暗にしなくても、ナチュラルで色鮮やかな大画面映像を楽しめる。エプソンが独自に開発した高性能ランプ〈E-TORL〉、

開口率の高い新世代パネル採用で、EH-DM3S/EH-DM3は2 , 0 00 lm、ハイビジョン対応のEH-DM30S/EH-DM30は2 ,5 00 lmの明るさを実現しました。

もう真っ暗にしなくてもいい。パワフルな明るさの高画質画面。

真っ暗なお部屋で
映画鑑賞。明るい部屋でも

楽しさ倍増。

真っ暗にしなくてもいいから
食事中も。

いつでもどこでも、ハイパフォーマンス。それが DVD・スピーカー一体型のドリーミオ。

まだまだうれしい機能満載。EH-DM3S/EH-DM30Sの情報は、こちらへ。　dreamio. jp

○Disney.c

2500lm2500lm 2500lm2500lm2500lm 2500lm

画質も価格もハイパフォーマンス。
DVD一体型スクリーンセットモデル。

迫力のハイビジョン対応。
DVD一体型スクリーンセットモデル。

80型
モバイルスクリーン

（16：9）

540p540p540p
2000lm2000lm 2000lm2000lm2000lm 2000lm

80型
モバイルスクリーン

（16：9）

オープンプライス

※：オートアイリスオン時。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にてお問い合わせください。

組み立てやすく、片づけやすい80型スクリーンをセット。

好きな場所で簡単に大画面を楽しめます。
（EH -DM3S /EH -DM30 S のみ。）

モバイルスクリーンで、さっとシアター。

DVD

リモコン コード

ソフトケース付

＊画面はハメコミ合成です。

プロジェクターが最適画質を賢く選択。おまかせカラーモード

明るさセンサーがお部屋の明るさを認識して、最適なカラーモードを自動的に選択します。

明るい部屋

日中のリビングでも、鮮やか画質でＤＶＤを。
ダイナミックモード

真っ暗にしなくてもいいから、映像も見れる。笑顔も見れる。 リビングが、迫力のシアタールームへ。

暗い部屋

リビングモード シアターモード

高音質スピーカーも一体型。臨場感が手軽に味わえます。

10W×2の大迫力サラウンド。 バーチャルサラ

ウンド機能を搭載し、まるで映画館にいるよう

な臨場感を体感できます。従来機（EH-DM2）と

比較し、スピーカーのサイズを2倍にしたことに

よって、音量・音質ともに向上しました。　

画質も価格もハイパフォーマンス。
DVD 体型スクリ ンセ トモデル

80型
モバイルスクリーン

迫力のハイビジョン対応。
DVD 体型スクリ ンセ トモデル

80
モバイル

「プリンセスと魔法のキス」
ブルーレイ（本編DVD付） 7月14日新発売！ ○Disney.c

DVDプレーヤー一体型。いつでも、どこでも、大画面。

ハンドル（取っ手）付きだから、部屋から部屋への移動はもちろん、友人宅や

イベント会場への持ち運びも簡単です。場所を取らないコンパクトボディーで

本棚などのわずかなスペースに収納可能。

狭い部屋でも楽しめる。天井にだって映せる。

レンズからスクリーンまでの距離が約2.4ｍあれば、80型の大画面を映し出す

ことが可能。〈天井投写キット〉でベッドに寝そべっても鑑賞できます。

＊天井投写時の画質は多少劣化する場合があります。
＊写真はイメージです。

EH-DM3S EH-DM30S
スクリーンなしの単体モデル EH-DM3 スクリーンなしの単体モデル

オープンプライス
EH-DM30

新 3LCDパネル〈D7〉搭載で解像度UP。

EH-DM3S/EH-DM3は540P。ハイビジョン対応のEH-DM30S/EH-DM30は

WXGAの高解像度を実現。解像感の高い映像が楽しめます。

〈天井投写キット〉標準装備

オープンプライス オープンプライス ＊EH-DM30Sはアスペクト比16：10を採用しておりますが、添付のスクリーンはアスペクト比16：9になります。あらかじめご了承ください。

＊画面はハメコミ合成です。＊EH-DM3Sの設置イメージです。

従来機（EH-DM2）
搭載スピーカー

EH-DM3/EH-DM30
搭載スピーカー（80型ワイドスクリーンの場合）

80型
ワイド

（幅：約1.8m）

約2.4m

＊イラストはイメージです。

WXGAWXGA

いろんな機器に接続可能

ゲーム デジカメ ビデオカメラパソコン USBメモリー地デジチューナー マイクレコーダー BDプレーヤーDVD一体型 5.1ch

AG-10-065 AG-10-066



息をのむ映像美の極みへ。

映像技術が結晶したフラッグシップモデル。

ポインターで選択 ポインターで選択した画面の場所と同じ
明るさの領域が点滅→ 領域を確認しながら調整

調整完了

＊写真はイメージです。

静音・防塵性能
EH-TW4500

こだわりのカラーマネジメント技術、Color Real i tyⅢ
カスタムガンマ調整

投映している映像やガンマ調整グラフを見ながら、暗部の階調や白飛びを

抑える調整など、きめ細かい調整が可能です。

R（赤）、G（緑）、B（青）、C（シアン）、M（マゼンタ）、Y（黄）の色相・彩度・明度

をお好みに合わせて高度に調整できます。

6 軸カラー調整

従来機 DEEPBLACK

オートアイリスの形状・制御方法を一新。従来比（EH-TW4000）2 倍以上の

圧倒的なコントラスト比を実現し、よりダイナミックで奥行きのある映像を

存分にお楽しみいただけます。

新オートアイリスが実現する、200 ,000：1※1の高コントラスト。

ランプの光から高純度の三原色を抽出し、高品位な色再現を可能に。光学

フィルターの特性を生かし、NTSC比115％という広い色再現領域を実現。

その差は、色再現領域の広さ。Newエプソンシネマフィルタ。

新D7/
C2FINETM
パネル

3 4

映像本来の美しさを引き出すテクノロジー、光学エンジンOp t i  F o c u s。

映像ライフを豊かに楽しむ、高いユーザビリティー。

オープンプライス 

新D7/C2FINETMパネル

コントラスト比200,000：1※1

全白1600lm明るさ カラー1600lm

エプソン・フルハイビジョンテクノロジーの結晶。

超解像技術と新・フレーム補間技術で、プロジェクター映像は新しい次元へ。

◎肌の色調整・アドバンストシャープネス

肌の色をお好みに調整。髪の毛を

はっきりさせたりなどの調整を。

◎調整値のメモリー登録

調整した投写映像の調整値を登録可能。

お好みの画質をすぐに楽しめます。

◎高い静音・防塵性能

本来の音質を楽しめる静音設計。エアー

フィルタの変更で防塵性能もアップ。

◎7種類のカラーモード

視聴環境に合わせて色調と明るさを

最適化したカラーモードを7種類プリセット。

フレーム補間技術がさらに進化。新フレーム

補間 IC の搭載により、映像処理の精度と

スピードがアップしました。これにより、残像

感を抑えたシャープで美しい動画映像を

楽しめます。例えば、オリジナル60フレームの

映像であれば、その間に中間画像を生成・

挿入して、120フレーム/秒で表示することで、

動画解像度を大幅に向上しています。

大きく進化した新・フレーム補間技術。さらに美しく滑らかな倍速駆動へ。

■ オリジナル映像

＊写真はイメージです。

■ EH-TW4500

まだまだ高機能満載。EH-TW4500の情報は、こちらへ。　dreamio . jp
※1：ダイナミックモードでオートアイリスが標準もしくは高速モード時。※2：2009年 9月現在。透過型液晶プロジェクターにおいて。（当社調べ）＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にてお問い合わせください。

よりクリアに。倍速駆動、
〈新 D7 /C 2F I NE TMパネル〉搭載。

液晶“D6”パネルと比べて開口率が約20%高く、さらに倍速駆動対応。液晶パネル

メーカーでもあるエプソンが開発した最高峰の技術を惜しみなく搭載しています。

かつてない漆黒表現を可能にする。 DEEPBLACK。

映像の白浮きの原因となる偏光を緻密に制御し、かつてない漆黒表現を

可能にした「DEEPBLACK」。暗部の階調性を豊かに保ちながら、伸びやかな

白のピークを同時に表現。圧倒的な映像美を実現しました。

EH-TW4500

画像拡大処理によってぼやけた画像の

解像感を向上させる1枚超解像技術を採用。

これにより、DVD映像がフルハイビジョンの

ような高い解像感で楽しめます。また、フルハイ

ビジョン映像の低解像部分（ボケた部分）に

対しても、滑らかで鮮明な映像にすることが

できます。1 フレームの入力画像から演算

処理することにより、動画のリアルタイム処理

が可能になり、スピーディーなシーンにも

しっかり追従することができます。

＊写真はイメージです。

プロジェクター史上初。※2いよいよ超解像技術の時代へ。

超解像技術ON超解像技術OFF

HDMI  2系統

色相調整

彩度調整

明度調整

明

暗

Y

RC
G

B M

整整整整整

＊写真はイメージです。

m

第2位

フロントプロジェクター部門Ⅱ
（30万円以上）フロントプロジェクター

部門賞第1位

フロントプロジェクター部門Ⅱ
（30万円以上）

AG-10-064



外形寸法図

投写距離

外形寸法図

オプション / 消耗品
■オプション

￥31,000

￥19,000

￥45,000

￥10,000

￥5,000

￥5,000

希望小売価格（税別）

ELPSC15※3

ELPSCST01

ELPMB20

ELPFP07

ELPCC01W

ELPCC02B

80型スプリングローラー式スクリーン（16：9）

スクリーンスタンド※1

天吊金具※2

天吊用追加パイプ※2

ケーブルカバー

商 品 名 型 番 仕 様

外形寸法：1830（W）×1102（H）×54（D）mm　重さ：約2.6kg　スクリーン生地色：ホワイト　材質：マット

ELPSC15用スタンド　外形寸法：486（W）×最大1884（H）×486（D）mm　重さ：約6.1kg

天吊用金具（ホワイト）

高天井及び化粧板天井用パイプ（600mm）（ホワイト）

ケーブルカバー（白）

ケーブルカバー（マットブラック）

■天吊金具
　［ELPMB20］

■天吊用追加パイプ
　［ELPFP07］

EH-TW4500

A

レンズ中心

およその投写距離（L）

EH-TW4500、EH-TW3500 設置時

＊天吊設置時もオフセット値・投写距離は同様です。

EH-DM30、EH-DM30S、
EH-DM3、EH-DM3S 設置時

＊天吊設置はできません。

レンズ中心

およその投写距離（L）

商 品 名

およその大きさ
（幅×高さ）

最短
（Wide）

投写距離（L）

最長
（Tele）

最短
（Wide）

投写距離（L）

最長
（Tele）

オフセット値※2
最短

（Wide）

投写距離（L）

最長
（Tele）

オフセット値※2

60型

80型

100型

120型

150型

200型

300型

133 x 75

177 x 100

221 x 125

266 x 149

332 x 187

443 x 249

664 x 374

177

238

298

359

450

601

903

380

508

636

764

956

1276

1915

35

46

58

69

86

115

173

172

231

289

348

435

582

874

208

278

348

418

523

699

1049

8

10

13

15

19

26

39

1

1

2

2

2

3

5

A=B

オフセット値※1

180

241

302

363

454

606

911

244

326

408

491

614

820

1231

スクリーン
サイズ
（16：9）

※1：レンズの先端からスクリーン下端及び上端までのおよその高さ。※2：レンズの先端からスクリーン下端までのおよその高さ。＊当社計測値

単位：cm

EH-TW4500/EH-TW3500

A

明るさが、その差になる。

リビングが迫力の

フルハイビジョンシアターになる。

D7
パネル

5 6

○Buena Vista Home Entertainment, Inc.
c

フルハイビジョン対応の液晶D7パネル＆〈E-TORL〉ランプ。

明るさ18 0 0  lm。フルハイビジョンの醍醐味をあなたに。

新オートアイリスが実現する、3 6 , 0 0 0：1※1の高コントラスト。

映像の奥行き感、立体感がさらに向上。フルハイビジョン映像の醍醐味を存分に楽しめます。

＊写真はイメージです。

D7パネル

コントラスト比36,000：1※1 HDMI  2系統

全白1800lm明るさ カラー1800lm

快適に、ダイナミックに、フルハイビジョンモデル。

オープンプライス 

まだまだ楽しめる、機能満載。EH-TW3500の情報は、こちらへ。　dreamio . jp

長距離投写が可能な2.1倍ズームレンズ搭載。

〈100型ワイドスクリーン使用時の設置例〉

上下96％、左右47％まで、画面だけをシフトできるので、プロジェクター

の設置場所を自由自在に選べます。しかも光学シフトなので画質の

劣化もほとんどありません。 

設置の自由度を上げる、上下左右レンズシフト。

＊画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。

＊イラストはイメージです。

■消耗品

200W UHE

200W UHE

200W UHE

170W UHE

140W UHE

120/140W UHE※4

170W UHE

135W UHE

200W UHE

130W UHE

132W UHE

エアーフィルタ（1枚入り）

エアーフィルタ（1枚入り）

エアーフィルタ（1枚入り）

エアーフィルタ（1枚入り）

エアーフィルタ（1枚入り）

エアーフィルタ（1枚入り）

エアーフィルタ（1枚入り）

希望小売価格
（税別）

商 品 名 型 番 仕 様 EMP-TW2000 EMP-TW1000 EMP-TW700 EMP-TW600 EMP-TW10H EMP-TW10
EMP-TW500
EMP-TW200H
EMP-TW200

EMP-TWD3SP
EMP-TWD3

EMP-TW20 EMP-TWD1SP
EMP-TWD1

交換用ランプ

エアーフィルタ

●

　

●

EH-TW4500
EH-TW4000
EH-TW3500
EH-TW3000

●

　

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

　

●

●

※1：高さは10cmごとに4段階で調整できます。また、キャスターのほかゴム足も同梱しています。※2：高天井などで天井からプロジェクターまで距離をとりたい時、天吊用追加パイプをご使用ください。取付には特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取付は行わないでください。
設置工事費は別途必要です。詳しくは取扱販売店までご相談ください。※3：壁掛け金具付属。※4：EMP-DM1S /EMP-DM1で使用時は120W UHEの使用となります。

●

　

●

●

　

●

￥30,000

￥25,000

￥25,000

￥30,000

￥25,000

￥19,000

￥30,000

￥25,000

￥40,000

￥25,000

￥25,000

￥3,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,500

EH-DM2S
EH-DM2
EMP-DM1S
EMP-DM1

EMP-TWD10S
EMP-TWD10

EH-DM3S
EH-DM3

EH-DM30S
EH-DM30

ELPLP49

ELPLP56

ELPLP55

ELPLP39

ELPLP43

ELPLP44

ELPLP35

ELPLP33

ELPLP28

ELPLP29H

ELPLP25H

ELPAF21

ELPAF26

ELPAF18

ELPAF09

ELPAF14

ELPAF20

ELPAF04

EH-TW3500 EH-DM30S/EH-DM30
EH-DM3S/EH-DM3

＊詳しくは、P.4をご覧ください。◎カスタムガンマ調整　◎6 軸カラー調整　◎肌の色調整　◎アドバンストシャープネス　◎色温度調整

Color RealityⅢは再現できる色領域を広げるエプソン独自のカラーマネジメント技術。基本となる色補正に加え、映像の種類に合わせた高精細の色調整が可能です。

色領域を広げる、色精度を高める。Co l o r  R e a l i t yⅢ

カラーモード

ダイナミック

リビング

ナチュラル

シアター

シアター・ブラック1

シアター・ブラック2

x.v.Color※2

お好みに合わせて

明るい部屋での使用に適しています。

明るい部屋で、スポーツ観戦やテレビ番組などを楽しむ時に。

暗い部屋での使用に適しています。

暗い部屋で、映画やコンサート映像を楽しむ時に。

プロフェッショナルモニターのようなクリアな色調。

映画館で映画を見るような、暖かく深みのある色調。

自然界の色をより忠実に再現して楽しみたい時に適しています。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■EH-TW4500 / EH-TW3500

450mm

360mm

136mm

480mm29.7mm

＊突起部含まず。

＊突起部含まず。
＊突起部含まず。

＊突起部含まず。
＊ケーブルカバー設置時

■EH-DM3S/EH-DM30Sセットスクリーン

H

W

A

BD

＊セットスクリーン単体での販売はしておりません。
＊EH-DM30Sはアスペクト比16：10を採用しておりますが、添付のスクリーンは
  アスペクト比16：9になります。あらかじめご了承ください。

名称

EH-DM3S/EH-DM30Sセットスクリーン仕様

モバイルスクリーン（16：9）

外形寸法 1,831（W）×1,066（H）mm、380（D）mm、（B）450mm　

設置時高さ 最大（A）：1,840mm 床面より白面下端（C）：可変300～800mm

スクリーン生地色 ホワイト

重さ 約3.3kg

全長 約1,125mm

重さ 約3.8kg
ケース収納時

設置時

C

■EH-DM3/EH-DM30

335mm

239mm

127mm

＊突起部含まず。

●

●

明るい（1800lm）

暗い

フルハイビジョンのプロジェクターでありながら、

幅広い明るさのレンジを実現。明るいリビングから

遮光された環境まで、それぞれに最適な映像美を

自在に楽しめます。

〈天吊イメージ〉

天吊金具
天吊用
追加パイプ

オフ
セット値
（A）

オフ
セット値
（A）

オフ
セット値
（B）

EH-DM30S/EH-DM30 EH-DM3S/EH-DM3

EH-TW3500

■交換用ランプ
　［ELPLP56］

接続端子

■EH-TW4500 / EH-TW3500

＊写真はEH-TW4500です。

〈製品背面〉

＊写真はEH-DM3です。

1RCA（コンポジット）

ミニD-Sub15pin（PC）

RS-232C

トリガーアウト

S端子（Sビデオ）3RCA（コンポーネント）

HDMI

■EH-DM3/EH-DM30

3RCA（コンポーネント）

2RCA（音声L/R）

USB TypeB（2.0）
EH-DM3：サービス専用
EH-DM30：USBディスプレー用

HDMI

1RCA（コンポジット）

同軸デジタル音声出力

USB TypeA（1.1）

ミニD-Sub15pin（PC）

モノラルミニジャック（マイク） ステレオミニジャック
（ヘッドホン）

約3.0m

スクリーン
（高さ：約1.2m）

快適な鑑賞ポジションをあなたに。自由度の高い設置性。

■エアーフィルタ
　［ELPAF21］

■ケーブルカバー
　［ELPCC01W］

スクリーン（幅：約2.2m）

＊画面はハメコミ合成です。＊EH-TW3500の設置イメージです。

〈製品背面〉 〈製品前面〉

※1：ダイナミックモードでオートアイリスが標準もしくは高速モード時。※2：“x.v.Color”はソニー株式会社の商標です。＊画面はハメコミ合成です。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にてお問い合わせください。

設置可能範囲約2.0m

約2.4m

約3.3m

100 型（16：9）で最長約6.3ｍの長距離投写が可能。最短では約3.0ｍの

短焦点設計で、100型の大画面も簡単に実現できます。

「アドベンチャーランドへ

ようこそ」
DVD好評発売中！
○Buena Vista Home
Entertainment, Inc.
c

AG-10-063第2位

フロントプロジェクター部門Ⅰ
（30万円未満）



 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

■お買い求めは信用とサービスの行き届いた当店で
エプソンスクエア（東京）で
ホームシアターを体感！

エプソンスクエア（東京）ではシアタールームを設け、ホームプロジェクター
〈ドリーミオ〉の映像をご覧いただけます。ぜひお越しください。
＊所在地は弊社ホームページでご確認ください。

■このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
   または、液晶プロジェクター インフォメーションセンターにお問い合わせください。

商品名・型番

方式

液晶パネルサイズ（対角）

液晶パネル画素数（横×縦×枚数）

有効光束（白の明るさ）

カラー光束（カラーの明るさ）

コントラスト比

色再現性

外形寸法（W×D×H）突起部含まず

質量

投写レンズ

レンズシフト

タテ台形歪み補正

投映サイズ（対角）

接続端子

対応信号

ＤＶＤプレーヤー部

スピーカー

騒音レベル

光源

動作温度

電源

消費電力（ランプパワーHigh/スタンバイ時）

付属品

EH-DM30S※1/EH-DM30

　

1280×800×3

2500lm（最大）

2500lm（最大）

　

約4.3kg

1.2倍マニュアルズームフォーカスレンズ　F：1.58-1.72　f：16.9-20.28mm

VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA※9/WXGA+

29dB（エコモード時）

EH-DM3S※1/EH-DM3

960×540×3

2000lm（最大）

2000lm（最大）

　

約4.2kg

マニュアルフォーカスレンズ　F：1.44　f：16.6mm

VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA※9

28dB（エコモード時）

EH-TW3500

1800lm（最大）

1800lm（最大）

36000：1※2

約7.3kg 

EH-TW4500

　

1600lm（最大）

1600lm（最大）

200000：1※2

約7.5kg 

PC信号※8

ビデオ信号

デジタル音声出力

サラウンドサウンド

再生対応ディスク※10

3LCD方式

33型～318型

200W（E-TORL）UHEランプ

5℃～35℃（非結露）

電源コード（3.0m）、蓄光式リモコン（電池付）、ボタン名日本語シール、取扱説明書、保証書、収納用ケース、天井投写キット

Virtual Surround、Dolby Digital※12、DTS Digital Surround※13

HDMI×2、S端子（Sビデオ）×1、1RCA（コンポジット）×1、3RCA（コンポーネント）×1、
ミニD-Sub15pin（PC）×1、RS-232C×1、トリガーアウト×1

525i（480i）、525p（480p）、750（720）/60p、750（720）/50p、1125（1080）/60i、1125（1080）/50i、1125（1080）/60p、1125（1080）/50p、1125（1080）/24p
NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM

525i（480i）、525p（480p）、750（720）/60p、750（720）/50p、1125（1080）/60i、1125（1080）/50i、1125（1080）/60p※7、1125（1080）/50p※7

NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM

DVD-Video、DVD-R/RW（ビデオモード /VRモード※11）、DVD+R/RW、オーディオCD、VCD、SVCD、
以下データを記録したCD/DVDディスク（JPEG、MP3、WMA、DivX、DivX  Ul t ra）

AC100V～240V ±10％  50/60Hz   

※1：スクリーンの仕様については、P6の「EH-DM3S/EH-DM30S セットスクリーン仕様」をご覧ください。EH-DM30Sはアスペクト比16：10を採用しておりますが、添付のスクリーンはアスペクト比16：9になります。あらかじめご了承ください。※2：ダイナミックモードでオートアイリスが標準もしくは高速
モード時。※3：オートアイリスオン時。※4： 画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。※5：JPEG/MP3/WMA/DivXに対応しています。※6：EH-DM30S/EH-DM30はUSBディスプレー用。EH-DM3S/EH-DM3はサービス専用。EH-DM30S/EH-DM30のUSBディスプレーの対応する
PCのOSや、詳しい動作可能環境につきましては、dreamio.jpをご覧ください。※7：HDMI入力時にのみ対応しています。※8：小さい文字等については、見えにくい場合もあります。※9：1280×768、1360×768に対応しています。※10：CD/DVDディスクの読み取りに関して全ての再生を保証するものでは
ありません。※11：VRモードで記録したCPRM対応ディスクは、DVD-RWのみ再生可能です。※12：Dolby Digitalは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。※13：DTS、DTS Digital Surroundは登録商標です。また、DTS、DTS Digital Surroundのロゴ及びシンボルはDTS社の商標です。※14：初期設定時。

0.74型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル（16：9）

1920×1080×3

450mm×360mm×136mm 

2.1倍マニュアルズームフォーカスレンズ　F：2.0-3.17　f：22.5-47.2mm

上下96％、左右47％※4

－

　

VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA※9

－

－

－

－

22dB（エコモード時）※14

電源コード（3.0m）、自照式リモコン（電池付）、取扱説明書、保証書、レンズカバー

●ショールーム（エプソンスクエア） 東京地区：新宿 月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）

●ご購入は、お近くの販売店または、エプソンダイレクトショップ（http://www.epson.jp/shop/ 0120-545-101）で
   お買い求めください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

ランプに関するお知らせ
プロジェクターには内部圧力の非常に高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは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、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差がありますのであらかじめご了承ください。ランプは消耗品です。定期的に交換が必要です。

ご 購 入 前 に

●本製品には消耗部品が含まれております。表示システムなどで長時間連続使用される場合には、光源ランプ及び、その他の定期交換部品の交換サイクルが早くなり、修理料金が高額になる
場合がございます。詳しくは、エプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。●液晶パネルは非常に高い精度で作られておりますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が
存在することがあります。これは液晶パネル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。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール等を依頼する
場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。

保証期間に関するお知らせ 本体の保証期間はお買い上げ日から1年間となります。本体ご購入時に装着しているランプの保証期間については、「本体購入後6ヶ月」または「ランプ交換時期までの半分」のどちらか早い方となります。

【使用限定について】本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性及び安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全
設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

【受付時間】月～金曜日 9：00～17：30（祝日・弊社指定休日を除く）

札幌修理センター

松本修理センター

東京修理センター

福岡修理センター

沖縄修理センター

所 在 地 TEL FAX

札幌市中央区北4条東1丁目2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス（株）

松本市神林1563 エプソンサービス（株）

東京都日野市日野347 エプソンサービス（株）

福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス（株）

那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス（株）

エプソンのホームページ http:/ /www.epson.jp
http:/ /www.epson.jp/support/
お買い求めの販売店、またはエプソンの修理センターで、お客様のご都合にあわせてお申し込みいただけます。

h t t p : / / d r e amio . jpドリーミオ専用ホームページ

011-219-2886

050-3155-7110

050-3155-7120

050-3155-7130

098-852-1420

011-219-2882

0263-86-7698

042-581-6120

092-622-8934

098-852-1422
製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話または
NTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直しください。

＊上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しています。
上記050で始まる電話番号をご利用いただけない場合は、右記までおかけ直しください。
＊エプソンサービス（株）は、エプソンの集中修理センターです。
＊予告なく住所・連絡先が変更される場合がございます。ご了承ください。

液晶プロジェクター インフォメーションセンター
【受付時間】 月～金曜日 9：00～20：00 
土曜日 10：00～17：00（祝日・弊社指定休日を除く）050-3155-7010

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット

FAQ http:/ /www.epson.jp/ faq/

松本修理センター 0263-86-7660
東京修理センター 042-584-8070
福岡修理センター 092-622-8922

設置工事、保守契約のお申し込み先
＊左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。左記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話
またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-511-2949までおかけ直しください。エプソンサービスコールセンター
【受付時間】 月～金曜日 9：00～17：30（祝日・弊社指定休日を除く）050-3155-8600

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い
合わせの多い内容を FAQ としてホームページ
に掲載しております。ぜひご活用ください。

エプソン修理センター エプソンサービス（株）

お買い求めの販売店で、エプソンの修理センターで。ご都合にあわせてお選びいただける各種修理サービスをご用意しています。

10bitカラープロセッシング（約10億7000万色）

30型～300型 30型～300型

282W/0.2W297W/0.2W

＊EH-TW4500/EH-TW3500は
   Pixelworks社の
   DNX ICを搭載しています。

Dolby Digital※12、DTS※13、MP3、MPEG-2、LPCM

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。安全に関するご注意

エプソン・ホームシアタープロジェクター

ドリーミオ

DVD一体型モデル 本格シアターモデル

＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

手軽さも、映像美も、次世代へ。手軽さも、映像美も、次世代へ。

新ラインアップ、始まる。新ラインアップ、始まる。

0.54型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル（16：9）0.59型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル（16：10）

8bitカラープロセッシング（約1677万色）

335mm×239mm×127mm

－

±30°

310W/0.3W

本カタログ掲載商品には、消費税、配送費、設置費、工事費、使用済み商品の引取り費は含まれておりません。

オープンプライス

オープンプライスEH-TW3500

EH-TW4500オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

EH-DM3S

EH-DM3

EH-DM30S

EH-DM30

DM30EH
DVD一体型モデル

本格シアターモデル

45EH

DVD一体型モデル

DM3EH

本格シアターモデル

35EH

エプソンの環境活動の詳細はこちら：http: / /www.epson.jp /ecology/

3000：1※3

10W×2

dreamio. jpカタログコード：CLELDRSG9 E（2010年7月12日現在）

HDMI ×1、1RCA（コンポジット）×1、2RCA（音声L/R）×1、3RCA（コンポーネント）×1、ミニD-Sub15pin（PC）×1、USB（タイプA）※5×1、
Hi-Speed USB（タイプB）※6×1、同軸デジタル音声出力×1、モノラルミニジャック（マイク）×1、ステレオミニジャック（ヘッドホン）×1

●製品仕様内容につきましては、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 6911：2003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2に基づいています。●製品の色や図は印刷物のため実際の色と若干異なる場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格及び仕様、デザインは、2010年7月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●目を痛める原因となりますので、製品投写中は絶対にレンズをのぞかないでください。特に小さなお子様のいる
ご家庭ではご注意ください。●プロジェクターを設置する際には転倒、落下のないようご注意ください。製品が破損し、けがの原因となることがあります。●ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。また、室内の空気の汚れが製品に悪影響を与えることがあります。たばこの煙などもプロジェクターに
入らないようご注意ください。●高温になる場所、低温になる場所には置かないでください。●ドリーミオシリーズの保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。●製造番号は、品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示
されているか、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。また保証書は必ず記入事項を確認の上、大切に保管してください。●画面はハメコミ合成です。●会社名、商品名は、各社の登録商標です。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導等を依頼する場合には、商品価格以外に
別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格です。希望小売価格には消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●本製品に
関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。




