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1.概要 

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都港区、以下 BenQ）は、ビジネス向けプロジェクターの新製品として、日本初

上陸となる、Android 搭載のビジネス向けスマートプロジェクター「EH600」「EW600」「EW800ST」を 2019年11月22日より新

発売します。 

 

スマートで使い勝手の良い、BenQアプリケーションを備えたビジネス向けスマートプロジェクター「Eシリーズ」が日常の会

議を迅速かつスムーズに進めます。昨今、職場では業務に私的デバイスを活用する、BYOD 傾向のある環境ではよりス 

マートでモバイル向けのニーズが高まっています。デバイス・フレンドリーな「Eシリーズ」は職場のチームワークがさらに加速

するスマートソリューションとて会議全体の生産性を向上させます。日本初上陸となる Android 搭載のビジネス向けスマー

トプロジェクター「Eシリーズ」はワイヤレス投影のほか、ダイレクト USBリーダーを使用することで PCフリーを実現します。 

短焦点モデルの「EW800ST」はビジネスだけでなく、様々な管理アプリやデバイスでブレンド型学習を実現できる教育機関

向けのプロジェクターとしてもお勧めです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機種名 カラー 発売予定日 メーカー希望小売価格 

EH600 ホワイト 2019年11月22日 オープン価格 

EW600 ホワイト 2019年11月22日 オープン価格 

EW800ST ホワイト 2019年11月22日 オープン価格 

BenQ、ビジネス向け Android 搭載のスマートプロジェクター日本初上陸！ 

～ワイヤレスでのプレゼンテーションがより会議の効率をアップ～ 
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「EH600」「EW600」の特長 

ビジネスアプリでシームレスな会議を実現                                                                     

スマートで使い勝手の良いビルトインタイプの BenQシステム

を備えたスマートプロジェクターが有用なビジネスアプリを用いた

会議を促進します。TeamViewer を通してトラブルシューティング

をしたり、WPS Office を経由してチームメンバーと文章の作成

や共有をしたり FireFox のブラウザーで情報を検索できます。

また、ワンクリックで接続でき、いつでもビデオ会議を開始するこ

ともできます。 

 

 

BenQスマートコントロールでプロジェクターをナビゲート                                                                

BenQスマートコントロールでスマートフォンをリモートコントローラーに切り替え、スムーズに会議を進行します。スマート

フォンをリモコンやマウスパッド、キーボードに変えスマートプロジェクターのビジネスアプリをナビゲートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB一つでPCを使わず画像や文章の直接投射が可能                                                                     

JPEG、PDF、Microsoft Word、Excel、PowerPoint をは

じめとする幅広い種類のファイルフォーマットに対応し、

USBポート(Aタイプ) に直接接続した画像やドキュメント

をPC要らずで、スクリーンに投影できます。コンピュータ

を持ち歩く手間が省けます。ポケットサイズのUSBドライ

ブやポータブルハードドライブのみで、プレゼンを行うこ

とが可能です。 

 

 

高性能なインフォグラフィックモード                                                                 

高性能なインフォグラフィックモードは、現在の企業トレンドであるインフォグラフィックを多用したプレゼンに適しています。

インフォグラフィックモードは高輝度で優れたカラー表示を特長としておりテキストやグラフの詳細を掲示するのに適してい

ます。 

色褪せないDLP投影                                                                      

BenQのDLPプロジェクターは、色褪せのないクリアかつ華やかな画像をキープすることにより、数年もの間写真の絶対的

な品質を維持します。 

全ガラスレンズ配列                                                                        

BenQは低分散レンズ配列の高品質ガラスのみを使用することで色収差を最小限に抑え、光沢がありクリアな画像品質

を長期的に維持します。 

 



 
 

「EW800ST」の特長 

未来型教育のブレンド型学習 (Blended learning) *をご存じですか？そんなブレンド型学習 (Blended learning) に欠かせ

ない短焦点スマートプロジェクターをご紹介します。 

*ブレンド型学習 (Blended learning) とは、正規の教育プログラムの中で、オンライン配信によって提供された教材や指示を用いることで、生徒自身が自ら

考え行動できるようにサポートする学習形態です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短焦点ならではの近距離での大画面                                                                     

スローレシオが 0.49 と短いため、85cm 離れた距離から 80インチの

画像を投影することができます。また、聴く人のスペースを大きく確保でき

るため、授業の妨げになってしまう可能性を心配することもありません。 

数人の生徒が投影された画像の前でプレゼンすることも容易です。 

 

 

 

 

即時のメッセージ表示を可能にする X-sign broadcast                                                                       

X-Sign broadcast *は授業を妨げずに重要なメッセージをワイヤレスに流すことが

できるシステムです。ノートPC、スマートフォン、タブレットなどを使用してテキストや

画像、ビデオリンクをBenQ短焦点スマートプロジェクター「EW800ST」に送信できます。 

*X-Sign broadcast はBenQ専用ソフトウェアです。 

 

 

 

 

 

AMS容易なアカウント管理                                                            

QRコードをスキャンするか、手動でログインしてクラウドス 

トレージにアクセスし、BenQのアカウント管理システム(AMS)*と

同期させます。AMSで教師がオンラインと授業の現場の両方で

一つの場所から管理することでワークフローを簡素化して時間

を節約します。 

*AMS はBenQ専用ソフトウェアです。 

 

 

 



 
 

「Eシリーズ」製品仕様表 

製品名 EH600 EW600 EW800ST 

JAN コード 4544438056094 4544438056087 4544438056018 

筐体色 ホワイト ホワイト ホワイト 

投写方式 DLP シングル 0.65 "1080P DLP シングル 0.65 "WXGA DLP シングル 0.65 "WXGA 

画素数 1920 x 1080  1280 x 800 1280 x 800 

輝度 3,500 ルーメン 3,600 ルーメン 3,300 ルーメン 

外形寸法（WxHxD） 296 x 120 x 232 mm 296 x 120 x 232 mm 296 x 120 x 250 mm 

質量 （g） 約 2.5 Kg 約 2.5 Kg 約 2.6 Kg 

ズーム 1.1 倍 1.1 倍 固定 

光源 200W 200W 200W 

静音性 33/29 dBA 33/29 dBA 33/29 dBA 

入力端子 HDMI 端子 x1/ミニ D-Sub 端子 x1 HDMI 端子 x1/ミニ D-Sub 端子 x1 HDMI 端子 x1/ミニ D-Sub 端子 x1 

出力端子 ミニ D-sub 端子 x1 ミニ D-sub 端子 x1 -ミニ D-sub 端子 x1 

その他端子 USB(typeA)x3/RS232x1 USB(typeA)x3/RS232x1 USB(typeA)x3/RS232/RJ45 端子 x1- 

コントラスト比 10,000:1 20,000:1 20,000:1 

画面サイズ 60 型〜180 型 60 型〜180 型 70 型〜120 型 

投写距離  約 2m で 60 インチ 約 2m で 60 インチ 約 85cm で 80 インチ 

色再現性 10 億 7000 万色 10 億 7000 万色 10 億 7000 万色 

アスペクト比 16：9 16:10 16:10 

入力対応解像度 
VGA（640 x 480）~ WUXGA_RB

（1920 x 1200） 

VGA（640 x 480）~ WUXGA_RB

（1920 x 1200） 

VGA（640 x 480）~ WUXGA_RB 

（1920 x 1200） 

OS システム方式 Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0 

スピーカー 2Wx1 2Wx1 2Wx1 

無線仕様 IEEE 801.11 ac/b/g/n (2.4G/5G) IEEE 801.11 ac/b/g/n (2.4G/5G) IEEE 801.11 ac/b/g/n (2.4G/5G) 

電源電圧 AC100V 50/60HZ AC100V 50/60HZ AC100V 50/60HZ 

消費電力 
最大 320W 通常 280 W.  

エコ 235 W. 

最大 320W 通常 280 W.  

エコ 235 W. 

最大 320W 通常 280 W.  

エコ 235 W. 

走査周波数（水平） / 垂直） 15~102KHz/ 23~120Hz 15~102KHz/ 23~120Hz 15-102kHz / 23-120Hz 

付属品 

ワイヤレスハードウェアキー、電源

コード、バッテリー付きリモコン 

VGA ケーブル 

保証書、クイックスタートガイド 

ワイヤレスハードウェアキー、電源

コード、バッテリー付きリモコン 

VGA ケーブル 

保証書、クイックスタートガイド 

ワイヤレスハードウェアキー、電源コ

ード、バッテリー付きリモコン 

VGA ケーブル 

保証書、クイックスタートガイド 

オプション製品 
スペアランプキット、3D メガネ、 

天井マウント/キャリングケース 

スペアランプキット、3D メガネ、 

天井マウント/キャリングケース 

スペアランプキット、3D メガネ、 

天井マウント/キャリングケース 

 

 

 

 



 
 

■BenQ について 

 

BenQ Corporation は、コンピューティング（パソコン関連事業）、コミュニケーションズ（通信事業）、コンシューマーエレクトロ

ニクス（家電事業）、という世界マーケットをターゲットとする3C事業のほかに、BenQ の強みであるクリスタルTFT技術とクー

ルブランドを合わせた5C戦略を推進しています。 

 

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都港区）は、BenQ Corporation の日本現地法人です。

日本においては、アイケアテクノロジーを搭載した豊富なラインナップの液晶ディスプレイと、DLP 

プロジェクター販売台数世界No.1のプロジェクターを中心に、お客様のハイクオリティライフ 

スタイルを実現できるような商品を常に提案しております。 

 

 

本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。 

 

■ お客様お問合せ先 

ベンキュー ジャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533 

月曜から金曜 9：30～18：00 土日祝日・弊社指定日を除く 

e-mail お問合せ：support@benq.jp 

  

 

 

■ 報道関係者お問合せ先 

ベンキュー ジャパン株式会社 マーケティング部 田村（たむら） 

TEL：03-3455-8821 FAX：03-3455-8819 

E-mail： Fujimi.Tamura@BenQ.com 

 

<製品情報 URL>   

EH600:  https://business-display.benq.com/ja-jp/findproduct/projector/meeting-room-projector-series/eh600.html 

EW600:  https://business-display.benq.com/ja-jp/findproduct/projector/meeting-room-projector-series/ew6001.html 

EW800ST:  

https://business-display.benq.com/ja-jp/findproduct/projector/interactive-classroom-projectors-series/ew800st.html 

 

 

ベンキュー ジャパン ウェブサイト：https://www.benq.com/ja-jp/index.html 

                             https://business-display.benq.com/ja-jp/index.html 

ベンキュー グループ ウェブサイト：https://www.benq.com/en/index.html 

 

※2018 年度 DLP プロジェクター 

グローバル販売台数/メーカーシェア No.1 

Futuresource 調べ 
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