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<報道関係各位> 
ベンキュージャパン株式会社 

2022年 11月 17日 

 
ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下 BenQ）は、BenQ 独自の 135度の角度調整機能を

備えたGVシリーズからエントリーモデルとして「GV11」を 2022年 11月 21日（月）に Amazon、楽天、自社 HP 上で
発売いたします。 

 
2021年 10月に発売した GV30 の最大の特徴である天井投影機能をそのままに、ポータビリティ性を向上させた

コンパクトな設計が特長となっています。また、Android TV 10 のドングルが付属し、自動縦台形補正機能（40度）も
備えているため、ストレスフリーでさまざまなエンターテインメントを楽しむことができます。 

 
サウンド面においては、BenQ 独自の treVolo 技術を採用した 5W スピーカーを内蔵しています。スピーカーからは 

270 度に音が広がるため、プロジェクターが天井を向いていても、迫力のあるサウンド出力が可能です。家族や
友人、恋人とリビングのみならず寝室で寝ころびながら特別な時間を過ごすことができます。 

 
さらに、0.5m 落下衝撃耐性を備え、専用キャリーケースも付属し、持ち運びも容易な製品となっているため、

友人宅や旅行先でも場所を問わずリラックスできる空間を構築できます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

機種名 カラー 発売予定日 想定売価 

GV11 パールホワイト 2022年11月21日 オープン価格 

天井投影に対応 135度の角度調整機能を備えた 
モバイル LED プロジェクター「GV11」を 11 月 21日に発売 

～ あなただけの理想の天井シアターを実現 ～ 
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「GV11」の主な特長 
どこでも手軽に設置・投影可能なモバイル LED プロジェクター                                        
135度の角度調整機能を搭載し、いつでもどこでもリラックスした態勢から
大画面の映像を楽しむことができます。壁や天井はもちろん、斜め上や、

傾斜にも自由自在に投影でき、設置場所を選びません。また、自動縦補正

機能（40度）を備え、映像をひずみなく投写できます。 
 
 
 
 
Android TV 10 のドングルが内蔵！5,000 以上のアプリを気軽に利用可能                              
付属の Android TV 10 のドングルで、さまざまなストリーミングコンテンツを
手軽に楽しむことが可能です。好みのストリーミングコンテンツを Google 
アシスタントのサポートで簡単に検索できるため、映画やテレビ番組、

生中継のスポーツイベント、ニュースやゲーム、音楽や教材など、楽しみ方は

無限大です。 
 

 
treVolo スピーカーによる本格サウンドシステム                                                
BenQ 独自の treVolo 技術を採用した 5W スピーカーを内蔵しています。
スピーカーからは 270 度に音が広がるため、プロジェクターが天井を
向いていても、迫力のあるサウンドを楽しむことができます。また、Bluetooth 
スピーカーモードも備えており、気軽に音楽も再生可能です。 
 
 
 
 
操作の快適性を向上させるワイヤレス接続に対応                                               
スマートフォン向けアプリ「BenQ Smart Control」をインストールすることで、
お使いのスマートフォンをリモコンとして使用することが可能です。みんなで

ゲームを楽しんだり、一家団らんで写真を共有したりすることもできます。 
 
 
 

 
持ち運ぶ際も安心の落下衝撃耐性                                                                    
0.5m 落下衝撃耐性を備えているため、誤って落下させてしまっても壊れにくいように設計されており、安心して角度
調整や持ち運びができます。 
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製品名 GV11 

JAN コード 4544438056704 

投写方式 DLP方式 

光源 LED 

輝度 （ANSI ルーメン） 200 ANSI ルーメン 

コントラスト比 100,000:1 

色再現性 約 1677万色 

色域 Rec. 709カバー率 92% 

水平周波数 (KHz) 15-69KHz 

垂直周波数 (Hz) 23-60Hz 

光学ズーム 固定 

投写距離 2.3m で約 80インチ 

画面サイズ 30～100インチ 

最大解像度 480p (854 × 480) 

入力対応解像度 VGA (640 × 480) ～ 1080p (1920 x 1080) 

アスペクト比 16:9 

台形補正機能 縦 40度（自動） 

入力端子 HDMI (1.4b) x 2 (うち一つは Android TV 用内部ポート) 

出力端子 オーディオミニジャック (3.5mm) x 1 

制御入出力 USB Type-A x 1 (マルチメディア再生及び 5V/1A給電用) 

スピーカー treVolo スピーカー (5W x1) 

光源寿命  最大 20,000時間 

最大消費電力 28W 

電源電圧 AC100V～240V (50/60Hz) 

運転音（標準 / Eco / 省電力）
（dBA） 

約 25 / 25 / 23 

筐体色 パールホワイト 

外形寸法 （W x H x D） 113.5 x 153.3 x 140mm 

本体重量 （kg） 約 0.97 

付属品 
ACアダプタ、台座、キャリーバッグ、リモコン、 

クイックスタートガイド、保証書、Android TV取り付けガイド 

「GV11」 製品仕様表 
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■ BenQ について 
 
BenQ Corporation は、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」を 
コーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーと

ライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。 
現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という 4つの事業領域にフォーカスし、
お客さまの生活にとって大切なコト（さまざまな出来事や場面）をさらに輝かせる価値の 
あるモノ（製品やサービス）のご提供を続けています。 
 
 

■ 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 ビジネス＆マーケティング本部 佐伯 
TEL：03-5280-9883  FAX：03-5280-9881 
E-mail： Minami.Saeki@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＞ 
GV11 : https://www.benq.com/ja-jp/projector/portable/gv11.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 

※2021年度 4Kプロジェクター 
アジア太平洋地域 
マーケットシェア No.1 
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