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観る人を魅了する映像美

AE3000

リビングの明るさでも美しい映像

AX200

波形モニターを体験しよう

設置ショールームのご紹介

よくあるご質問

取扱説明書

お問い合せ

消耗品・別売品 購入

ご愛用者登録

WEBカタログ

テレビCM

壁紙/スクリーンセー
バー

メールマガジン

携帯からも液
晶プロジェク
ターの商品情
報をチェック！

品番 TH-AE2000 TH-AE1000＜生産完了＞

投写方式 透過型液晶パネル3枚、1レンズ、3原色方式

表示デバイス 0.74型（アスペクト比16:9）約207万画素

投写レンズ 電動光学2倍ズーム（1～2.0倍）、フォーカスレンズF＝1.9～3.2、f＝22.4mm～44.8mm

ランプ 165W　UHM（高圧水銀）ランプ

スクリーンサイズ 40～200型（アスペクト比16:9）

ビデオ信号 7方式（NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM）
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入力対応信号

水平走査周波数:30～70kHz、垂直走査周波数:50～87Hz、

Y・PB・PR:525i(480i)、625i(576i)、525p(480p)、625p(576p)、

750(720)/60p、750(720)/50p、1125(1080)/60i、1125(1080)/50i、

1125(1080)/24p、1125(1080)/60p、1125(1080)/50p

明るさ 1,500ルーメン（ダイナミックアイリスON時） 1,100ルーメン（ダイナミックアイリスON時）

コントラスト 16,000:1（ダイナミックアイリスON時） 11,000:1（ダイナミックアイリスON時）

本体寸法

幅×高さ×奥行

(cm)

46.0×13.0×30.0（突起部除く）

質量(約) 7.2kg

消費電力 240W（スタンバイ時約0.08W）

電源電圧 AC100V、50/60Hz

ファン音 22dB（エコモード時）

映像端子

HDMI入力端子：3系統

パソコン（RGB）入力端子※1：1系統（高密度D-SUB

15P）

コンポーネント（Y・PB・PR）入力端子：2系統 RCAピ

ン×3

映像入力端子：1系統 RCA ピン

S映像入力端子：1系統 Mini DIN 4P

シリアル端子（RS232C準拠）：1系統 D-SUB 9ピン

HDMI入力端子：2系統

パソコン（RGB）入力端子※1：1系統（高密度D-SUB

15P）

D5映像入力端子：1系統 D端子

コンポーネント（Y・PB・PR）入力端子：1系統 RCAピ

ン×3

映像入力端子：1系統 RCA ピン

S映像入力端子：1系統 Mini DIN 4P

シリアル端子（RS232C準拠）：1系統 D-SUB 9ピン

90型ワイドスクリーン

（16:9）

TY-SRW90CC
希望小売価格

52,500円（税込）

天つり金具（高天井用）

TY-PKE2000
希望小売価格

47,250円（税込）

天つり金具（低天井用）

TY-PKE1000S
希望小売価格

47,250円（税込）

交換用ランプユニット

ET-LAE1000
希望小売価格

26,250円（税込）
※補修部品扱いです。

販売店にご相談くださ

い。

AE2000専用

ケーブルカバー

TY-PCE2000
希望小売価格

5,230円（税込）

映像ケーブル

（コンポーネント⇔コンポー

ネント／10m）

TY-SC10CP
希望小売価格

5,040円（税込）

映像ケーブル

（コンポーネント⇔D端子

／10m）

TY-SC10DT
希望小売価格

5,040円（税込）
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HDMIケーブル

RP-CDHG05-W (0.5m) オープン価格※
RP-CDHG10-W(T) (1.0m) オープン価格※
RP-CDHG15(W/T) (1.5m)オープン価格※
RP-CDHG20-W(T) (2.0m) オープン価格※
RP-CDHG30(W/T) (3.0m) オープン価格※
RP-CDHG50-W(T) (5.0m) オープン価格※
RP-CDHG70-W (7.0m)※5 オープン価格※
RP-CDHG80-W (8.0m)※6 
プラグモールド内にジッター除去回路内蔵＊

RP-CDHG100-W (10.0m)※6
プラグモールド内にジッター除去回路内蔵＊

＊ジッター除去回路は、タイコエレクトロニクスアンプ（株）と

の技術協力により実現。ジッター（送受信データの遅延によ

るゆらぎや乱れ）を除去して高信頼性のデジタル通信が可能

です。特許出願中。

※2：グレーのラインナップは1.5m、3.0mになります。

※3：ブラウンのラインナップは1.0m、1.5m、2.0m、3.0m、5.0m

になります。

※4：ホワイトのラインナップは

0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、3.0m、5.0m、7.0m、8.0m、10.0mにな

ります。

※5： RP-CDHG70-W（7.0m）のみ1080i対応で、1080pに対応

していません。1080p対応機器の場合は、1080iフォーマットで

ご使用ください。 

※6： RP-CDHG80-W（8.0m）／RP-CDHG100-W（10.0m）は、

映像・音声信号安定用のジッター除去回路内蔵のため、通常

よりプラグ部が長くなっています。

ホームエレクター

●ウッドシェルフ(D450×W1200mm) 

H1848WH1・1枚 ￥16,065(税込)

●ウッドシェルフ(D450×W900mm) 

H1836WH1・1枚 ￥13,755(税込)

●ウッドシェルフ(D450×W450mm) 

H1818WH1・5枚 ￥7,770(税込)×5

●ワイヤーシェルフ(D450×W1200mm) 

H1848C1・1枚 ￥5,880(税込)

●ワイヤーシェルフ(D450×W450mm) 

H1818C1・4枚 ￥2,415(税込)×4

●ポスト(H1900mm) 

H74PS2・4本 ￥5,040(税込)×4

●三方クロスバー(W450mm用) 

H1818TWC・1本 ￥2,625(税込)

●フローティングジョイント(L150mm) 

H60FAL・2個 ￥5,250(税込)×2

●フロア プロテクト アジャスター 

HFA50・2個 ￥525(税込)×2

［ユニットの合計　￥118,545（税込）］

◆ホームエレクターの商品についてのお問い合わせは

カスタマーサービスまで

TEL：0120-707-532

（受付時間／9:00～17:30 土・日・祝日を除く）

ホームページ：http://www.erecta.co.jp/

● 設置工事および取付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。

   (家屋の構造によっては取付けられない場合があります。)

● 液晶プロジェクターの設置は、専用（別売）のオプションを必ずご使用ください。

※1： 接続されるパソコンによっては画面が正しく表示されないことがあります。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

フルハイビジョン ハリウッド画質   ｜ 本格的な画質調整  ｜ 優れた設置性＆快適操作  ｜ 主な仕様

液晶プロジェクター TOPへ戻る液晶プロジェクター TOPへ戻る

デジタル・AVCデジタル・AVC テレビ BD/DVDレコーダー  デジタルカメラ  ビデオカメラ  オーディオ 電話機 ファクス センサーカメラ  AV用PLCアダプター  SDメモリーカード BD/DVDメディア

パソコン・周辺機器パソコン・周辺機器 パソコン個人向け パソコン周辺機器 携帯電話携帯電話 ドコモ携帯電話 ソフトバンク携帯電話  au携帯電話

カーナビ／カーAVカーナビ／カーAV カーナビ  カーオーディオ  カーカメラ  ETC車載器 カーテレビ/地デジチューナー  カーバッテリー

生活家電生活家電 冷蔵庫 レンジ ジャー炊飯器 エアコン 空気清浄機 除湿機/除湿乾燥機 加湿機 換気/換気設備 温水洗浄便座 洗濯機/衣類乾燥機 掃除機 生ごみ処理機 乾電池

美容・健康美容・健康 ヘアケア  フェイスケア  ボディ・フットケア  オーラルケア メンズシェーバー  フィットネス機器  マッサージチェア  アルカリイオン整水器/浄水器  補聴器

住宅設備・建材住宅設備・建材 システムキッチン  バスルーム 洗面化粧台 トイレ設備  給湯設備 空調換気 内装・収納 エクステリア  照明器具 配線・情報 ホームエレベーター オール電化

その他その他 釣用品 園芸用品 ペット用品 自転車 文具用品 時計/タイマー  プロ向け電動工具 業務用機器 メガホン  リモコン  クリーナー 海外仕様品
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サイトのご利用にあたって 個人情報保護方針 免責事項

松下グループは、パナソニックグループに変わりました。

2008年10月1日、“松下電器産業株式会社”は、“パナソニック株式会社”に社名を変更いたしました。

© Panasonic Corporation 2009

http://panasonic.co.jp/new-company-name/

