ワイヤレス プレゼンテーション機器

RICOH
Wireless
Projection

ワイヤレス投影でスマートな
プレゼンテーションを実現。

ワイヤレスでプロジェクターやディスプレイへ投影が可能。
パソコン画面を手軽に共有できます。

※写真はRICOH Wireless Projection Type1です。

インストール不 要で
すぐに使える

ケーブル接続の
イライラを解 消

映 像の
転 送 速 度が速い

パソコン・タブレットへのインストールやセッ
トアップ作業は不要。OS を問わず、送信機を
接続してボタンを押すだけで簡単にワイヤレ
ス投影が行えます。

ボタンを押すだけで、次々に出力を切り替える
ことができるため、
プレゼンテーション時の座
席移動や、ケーブルの受け渡しなどのわずらわ
しさを解消します。送信機は最大 64 台まで増
設可能。

映 像が 切り替わって出力されるまでの時 間
は、わずか 1 秒以下。高画質・高音声のデー
タも遅延なく転送可能です。
シームレスな切り
替えで待ち時間もなく、会議のスムーズな進
行にお役立ちします。

機器構成図
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■ RICOH Wireless Projection Type2
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受信機 ×１台・送信機 ×２台のセットで、送信機が HDMI® ＋USB 接続のタイプです。

品種コード 514299

コンセント

受信機

【待機中】

AC＊2
アダプタ

投影機器
（プロジェクター、ディスプレイ、
RICOH Interactive
Whiteboard など）

HDMI®

USB A

＊1 投影機器側に電力供給用 USB ポート
（1.0A 以上）
が必要です。
＊2 投影機器側に電力供給用 USBポートがない場合。ACアダプタは別売です。

1：micro USB（給電用）2：HDMI®（映像用）3：USB Type-C
（映像・給電用）4：ペアリングボタン 5：切替/ペアリングボタン

主な仕様
RICOH Wireless Projection Type1

型番
製品構成

品種コード

514299

JANコード

ビデオ/オーディオ出力

RICOH Wireless Projection Type2

受信機×１、
送信機×2

4961311943706

514328

HDCP

対応
1

増設台数

＊1＊2＊3
送信機/最大64台まで
（受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能）

ワイヤレス信号規格

5GHz

ワイヤレスセキュリティ
受信機

送信機

受信機

HDMI®×1
（映像用） micro USB×1
（給電用）

HDMI®×1（映像用）micro USB×1（給電用）

送信機

付属品
※ACアダプタは同梱されていません

対応機器

投影機器

USB Type-C
（映像・給電用）

ー

直径90×H25mm

直径90×H25mm

約100ｇ

約100ｇ

5V 0.9A

5V 0.9A

ー

ー

5V 1.0A

＊4＊5＊6

送信機

ー

HDMI®×1（映像用）micro USB×1（給電用）

USB Type-C
（映像・給電用）

約100ｇ

受信機

保証期間

WPA2認証プロトコル対応 WPA2−PSK

直径90×H25mm
（突起・アンテナ含まず）

送信機

環境条件

IEEE 802.11ac

AES 128bit暗号化

受信機

動作電力

HDMI®

514301

4961311943720

＊1
最大15m（障害物なし）

同時表示画面数

重量

4961311943713

up to 30fps

伝送距離

サイズ

RICOH Wireless Projection Option Button2

増設用送信機×1

XGA、WXGA、FHD（Max）

フレームレート

インター
フェース

514300

4961311946554

対応解像度

認証プロトコル

RICOH Wireless Projection Option Button1

使用時：0～40℃ 湿度10%～80%以下（結露なきこと） 保管時：-10～60℃ 湿度5%～90%以下（結露なきこと）
購入日から1年間＊7

受信機用アンテナ、HDMI ® ケーブル（受信機用）、USB
受信機用アンテナ、HDMI ® ケーブル（受信機用）、
ケーブル（受信機用）、
ブラケット、
ネジ、
ストラップ、貼付用
USBケーブル（受信機用）、
ブラケット、
ネジ、
ストラッ
ストラップ、HDMI®ケーブル（送信機用）×２、USBケーブ
プ、貼付用ストラップ、USB Type-Cケーブル
（送信機
ル（送信機用）×2、USBケーブル（予備用）、使用説明書、 用）×２、使用説明書、保証書、はじめにお読みくださ
保証書、はじめにお読みください、
お客様登録のお願い
い、
お客様登録のお願い
HDMI®出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど＊8

HDMI®ケーブル
（送信機用）×1、USBケーブル
（送信
機用）×1、使用説明書、保証書、
はじめにお読みくださ
い、
お客様登録のお願い

USB Type-Cケーブル
（送信機用）×1、使用説明書、
保証書、
はじめにお読みください、
お客様登録のお願
い

HDMI®入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど＊8

＊1 ご使用環境により異なります。
また、
隣接する部屋同士で本製品を使用する場合、
電波が干渉する距離範囲では正常に動作しないことがあります。
その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。＊2 受信機は共通の内容となり、
セットの送信機、
追加の送信機はどちらのタイプが混在しても使用可能です。
また、
本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされるため、
ペアリング外の機器とは混信することはありません。 ＊3 同一空間内での使用台数は、
受信機×1台、
送信機×N台を１セットとした時に、200㎡内に最大４セットまでとします。
また、
動作を保証するものではありません。 ＊4 投影機器側が
5V/1.0A以上の電力を供給できるUSBポートを有している必要があります。
対応製品は、
プロジェクター：RICOH PJ WX2440/X2440/WX5770/X5770/WUL5860/WXL5860/UHL5970/WUL5970/WU6480/X6480/WUL6590/WUL6480/WX4153N/WXL4760/WXL4960NI/
WXL4960となります（
。2022年7月現在）＊5 投影機器から受信機へ電力供給できない場合は、
別売のACアダプタを ご購入ください
（品種コード：CSA323JANコード：4969887504611品名：USB充電器
（1A・高耐久タイプ・ブラック）
）
。 RICOH Interactive Whiteboardと接続する際にも必要です。
なお対応機種はRICOH Interactive Whiteboard：Controller Type2搭載機種
（D3210/D5520/D6510/D8600）
ControllerType3搭載機種
（D3210/D5530/D6520/D7510/D8600）
およびA6500 Eduとなります。
（2022年7月現在）＊6 RICOH PJ WX4153NのUSB端子から給電を行う場合
は、
省エネ設定メニューにて、
待機時電源を
『エコ』
、
待機時NW設定を
『使用しない』
に設定してください。 ＊7 本製品の保証期間中の対応は、
製品交換によるセンドバック方式です。
交換式センドバック保守のため、
故障機と代替機は機番が変わります。
保証期間中の製品交換は、
本体および同梱品を含む
一式の新品交換です。
修理品の送付に関わる送料は、
双方元払いとなります。
保証期間中の修理のお申し込みは、
リコーテクニカルコールセンターへご連絡ください。
保証期間終了後の修理対応はございません。
その際は新たに製品をご購入下さい。＊8 すべての機器・製品での動作を保証はしていません。

使用上の留意点

●本製品は電気で動作しておりますので、
発火する危険があります。
万一煙が出たり異臭がした場合は、
本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、
お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。 ●雷が鳴っているときに、
本製品やケーブルに触れないでください。
落雷により感電する恐れがあります。 ●本製品のカバーを開けたり、
分解しないでください。
故障や感電の原因となることがあります。 ●濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
本製品がパソコンに接続されているときには、
感電する恐れがあります。 ●本製品内部に液体、
金属などの異物が
入らないようにしてください。
感電や火災、
故障の原因となることがあります。 ●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
故障・破損などの原因となることがあります。 ●本製品を水分や湿気の多い場所、
直射日光の当たる場所、
ホコリや油煙などの多い場所、
車中や暖房器具のそばなどの高温とな
る場所に設置したり、
保管しないでください。
故障・感電などの原因となることがあります。 ●本製品を重ねて設置したり、
本製品の上に重いものを置かないでください。
火災や故障の原因となることがあります。 ●本製品は不安定な場所に設置したり、
保管しないでください。
落下により故障・破損の原因と
なることがあります。 ●本製品のケーブルを抜き差しするときは、
必ずコネクタ部分を持ち、
無理な力を加えないでください。
故障・破損などの原因となることがあります。 ●本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、
家具で踏んだり、
扉で挟まないでください。
またこれらのケーブルを引っ張ったり折り
曲げないでください。
火災や故障の原因となることがあります。 ●本製品のお手入れをする場合には、
ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
塗装を痛めたり、
故障の原因になることがあります。
乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。 ●本製品の故障、
ま
たはその使用によって生じた直接、
間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 ●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、
または破損についての保証はいたしかねます。 ●本製品は医療機器、
原子力設備や機器、
航空宇宙機器、
輸送設備や機器などの人命に関わる設備
や機器、
及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。
これらの用途に本製品を使用され、
人身事故、
社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 ●本製品は日本国内用に作られております。
日本国外では使用できません。
●このカタログの商品の色については、印刷の具合で若干異なる場合があります。 ●製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ●HDMIは、HDMI Licensing, LLC. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※その他本カタログ記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号・商標または登録商標です。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

https://www.ricoh.co.jp/service/wireless-projection
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター

イチ イチ イチ

0120-892-111

●受付時間：平日
（月〜金）
９時〜17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

http://www.ricoh.co.jp/contact/
当社ホームページでご確認いただけます。
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2022年12月現在のものです。
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