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お子様の目に優しいアイケア機能搭載、Bluetooth 内蔵、ワイヤレスで簡単に接続可能！
輝度 500 ルーメン LED モバイルプロジェクター「GS2」 7 月 22 日より発売
～ いつでもどこでも、安心して家族でエンターテインメント体験 ～
ベンキュージャパン株式会社（ 本社：東京都港区、以下 BenQ ）は、ホームシアタープロジェクターの新製品とし
て高輝度 500 ルーメン、約 1.5kg のコンパクトな軽量設計、Bluetooth 内蔵の LED モバイルプロジェクター「GS2」を
2020 年 7 月 22 日より発売いたします。
「GS2」は、複数の OS やデバイスに対応したワイヤレス投影が可能な、持ち運びがしやすいモバイルタイプの
DLP ホームシアタープロジェクターです。安全を最大限に考慮し、表面が柔らかいゴム製、落下・衝撃に強い（50cm
落下試験を実施）設計となっているほか、耐水性能に優れており、アウトドアでの使用にも最適です。最大 100 イン
チの投影が可能で、720p のネイティブ解像度、約 10 億 7000 万色に対応する色再現性も備えています。埋め込み型
の 2W×2 スピーカーを内蔵し、スピーカーとしても活用いただけるほか、ワイヤレス対応で簡単にストリーミングサー
ビスを利用いただくことも可能です。さらに、スマートコントロールアプリを使用することにより、その場で携帯電話から
の操作も可能です。映画や音楽鑑賞をはじめ、モバイルゲームやコンソールゲームにも適しており、あらゆるエンター
テインメントを 1 台のプロジェクターでお楽しみいただけます。
また、お子様の目にも優しい多彩なアイケア機能を搭載し、環境光により輝度を自動調整する、BenQ 独自の
LumiExpert™ 技術も採用しているため、安心して、ご家族全員でエンターテインメントをお楽しみいただけます。
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「GS2」の主な特長
アウトドアにも最適な落下防止に特化した表面設計、耐水性能
持ち運びのしやすいコンパクトなデザインに加え、どんな環境でも高画質・高音質を
提供し、アウトドアをより楽しむことができます。50cm からの落下時に故障を防げ
る表面設計を採用。また、軽い霧雨や、こぼれた水などから保護する IPX2 認定の
防滴機能を搭載し、屋外でも安心してご使用いただけます。
楽しみ方を広げる Bluetooth 対応、ワイヤレスキャスティング
埋め込み型の 2W×2 スピーカーを内蔵し、スピーカーとしてもお楽しみいただける
ほか、ワイヤレスキャスティングにより、モバイルコンテンツをワイヤレスで簡単に接続し
大画面で再生できます。Aptoide TV を使用すれば、Wi-Fi 経由でストリーミング
サービスをご利用頂くことも可能になります。
また、ワイヤレス接続に加え HDMI、USB Type-C、USB メモリー接続など、様々な環境
にも対応可能です。
映像・音楽鑑賞からゲームまで、いつでも、どこでも大画面で究極のエンターテインメント体験を
フレームレスの大画面で迫力ある映像により、映画や音楽鑑賞、モバイルゲーム、コンソー
ルゲームまで、「GS2」があれば、あらゆるエンターテインメントを 1 台のプロジェクターでお
楽しみいただけます。

お子様の目にも優しい、多彩な機能を搭載
 反射光投影
壁またはプロジェクタースクリーン画面に投写される間接光は、モニターからの直接的
な青色光よりも安全です。
 アイプロテクションセンサー
人とプロジェクターの距離が 30〜50 cm になると、アイプロテクトセンサーが自動的
に検知し、LED ライトを一時的にオフにします。
*お子様が 30〜50 cm 前方に近づいていることを GS2 が検知すると、自動 的に LED ライトをオフにします。

 ペアレンタルタイマー
使用時間の制限を設定できる機能を搭載し、長時間の視聴による目へのダメージを和らげます。
 ランプフリー
鮮やかさを最大 30,000 時間維持する LED ライトを採用しています。
BenQ LumiExpert™ テクノロジー
LumiExpert™ テクノロジーは、ユーザーの視聴環境における照明の状態を自動認識し、長時間の視聴でも、バランス
のとれた最適な照明環境を提供します。
安心、安全に使用可能なデザイン設計
安全を考慮し、細部までBenQの技術を詰め込んだデザイン設計のGS2では、柔らかいゴム製表面、約1.5kgと、どこに
でも持ち運びやすい重量で、耐久性にも優れております。また、高さ調整に便利なチルドヒンジ機能で、目の高さに合
わせて簡単に調整が可能です。
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「GS2」製品仕様表
製品名

GS2

JAN コード

4544438055950

筐体色

グレー

投写方式

DLP® technology by Texas Instruments®

画素数

HD(1,280 x 720)

輝度（lm）

500

外形寸法 （WxHxD）

139 x 144 x 139 mm

質量（kg）

約 1.5

ズーム

固定

光源

LED 光源

運転音（通常 / エコ）

31/ 29 dBA

入力端子

USB Type-C 端子 x 1、 USB2.0 Type-A 端子 x1、 HDMI 端子 x1 (HDMI1.4)

出力端子

オーディオミニジャック x1

制御入出力

‐

コントラスト比

100,000：1

画面サイズ

30 型～100 型

投写距離

35 インチワイド：約 1m

色再現性

約 10 億 7000 万色

アスペクト比

16：9

入力対応解像度

VGA(640 x 480) to FHD(1920 x 1080)

投写位置

正面、天井正面、背面、天井背面

スピーカー

2W x 2

カラー方式

NTSC、PAL、SECAM

電源電圧

AC100V～240V（50/60Hz）

消費電力

最大 65W （待機時 0.2W)

走査周波数 （水平）/（垂直）

15K-102KHz / 23-85Hz

主な機能

500 ルーメン、Android 6.0 OS 内蔵、ワイヤレス投映、無線 LAN・Bluetooth 内蔵、
色再現性 約 10 億 7000 万色、スピーカー内蔵、自動焦点補正、自動縦台形補正、
投影角調整機能（15°）、LED 光源（最長約 30000 時間）、生活防水対応
0.5 メートル耐落下、LumiExpert 技術

付属品

キャリーバック、リモコン、AC アダプタ x1、クイックスタートガイド、電源ケーブル、
バッテリー、保証書、 ワイヤレスドングル
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■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。国内においては、アイケアテクノロジーを搭載した豊富なラインナップ

※2018 年度 DLP プロジェクター

※2019
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
グローバル販売台数/メーカーシ
Futuresource 調べ
ェア No.1

No.1

の液晶モニターと、デジタルサイネージディスプレイ、インタラクティブフラットパネル
ディスプレイ、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。

■ 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 9：30～17：00 土日祝日・弊社指定日を除く
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、時間短縮とさせていただいております。
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 プロダクト＆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

■ ダウンロード
以下サイトよりダウンロードしていただけます。ご使用の際は、必ず使用前に、御社名、担当者名、使用媒体名、
発売日を上記メールアドレスまでご案内くださいますようお願い申しあげます｡掲載後、掲載紙や、URL をご連絡
いただけますよう、お願いいたします。又、レビューなどの貸し出し機器の受付も賜っております。上記メールアド
レスまでご連絡下さい。
＜製品情報 URL＞
GS2 : https://www.benq.com/ja-jp/projector/portable/gs2.html

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