HDF-W30 FLEX

30,000 ルーメン、WUXGA 解像度、標準 FLEX 輝度を装備する 3 チップ DLP
プロジェクター

b 究極の⾊精度のためのシン
グル・キセノン・ランプ
b 標準の FLEX 輝度

b パワフルなスケーリングの
ためのオンボード
ImagePRO テクノロジー
b ワイヤレス・コントロール
& プレビュー･モード

⾼い光出⼒を備える HDF-W30 FLEX
は、周辺光の多い⼤会場でさえも、卓越した性能を提供します。移動に
適した設計であり、頑強なモジュラー・プロジェクターは、設置とサー
ビスが簡単です。レンタル・フレームを装備する場合、スタックやリグ
が容易にできます。RLM HDX HDF や FLM
プロジェクター・ファミリーと同様、HDF-W30 FLEX は、TLD
レンズ・スイートを使⽤します。
⼤型スクリーンの驚きの画像

3 チップ DLP
テクノロジー・シングル・キセノン・ランプ照明と⾼コントラスト光学エンジンを
備える HDF-W30 FLEX
は、輝度、カラー精度、安定性において⼀切の妥協がありません。そのキセノン・
ランプのカラー精度は、格式の⾼い⼤型スクリーン・プロジェクションに必要とされ
る最⾼性能を提供します。また、このプロジェクターは、卓越したスケーリング・パ
ワーのための Barco 最先端 ImagePRO テクノロジーも装備します。

⾃在な明るさ選択

HDF-W30 FLEX の最も優れた利点は、標準として FLEX
輝度を提供することです。これにより、レンタル会社は、プロジェクターの輝度を
18,000 から 30,000 ルーメンまで 2,000
ルーメン刻みで特定ショーに調整する柔軟性が得られます。

低総所有コスト

このプロジェクターは、単⼀のキセノン・ランプで 30,000
ルーメンの明るさを⽣み出します。複数のランプを備えるプロジェクターと⽐較し
て、HDF-W30 FLEX
の管理は、とても簡単です。さらには、セットアップ中の画像のアライメントも容
易になり、プロジェクターのサービスやランプを交換する時間も短縮して、結果的に
、総所有コストを低減します。

HDF-W30 FLEX

Barco

超⾼輝度、⾼品質画像

b ⾼コントラスト・スリーチップ DLP™ エンジン
b WUXGA 解像度 (1920 x 1200)
b 30,000 センタールーメン

b 1900:1 のコントラスト⽐
b キセノンランプ光源

b FLEX機能を標準搭載

b ImagePRO同様のAthena スケーラー搭載
b デュアルコア・ワープ・エンジン

レンタル & ステージング専⽤設計
b シールドエンジン

b 拡張されたワイヤレス・コントロール・オプション
b 3D 対応

b LCD ディスプレイでのプレビュー・モード

b 容易に交換可能なランプ・ハウス、電源やエレクトロニクスのモジュール化
b ⾼度なワーピングとブレンディング
b DMX-512 コントロール

b ネイティブ 3G HDSDI/SDI ⼊⼒

b 1本のBNCケーブルでプログレッシブ WUXGA 50/59.94/60 Hz
信号を配信するための BarcoLink
b 低遅延ビデオ (ライブ・イベント放送)
b HDFシリーズ共⽤ランプ・ハウス
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技術仕様

HDF-W30 FLEX

使⽤技術

0.96" DMD™ x3 シールド DLP コア

プロジェクタータイプ

解像度
輝度

コントラスト⽐
輝度均⼀性
ScenergiX
レンズ

光学レンズシフト
⾊補正
ランプ

ランプの寿命

ランプを装着した搬送

素早く取り替えられるランプ・ハウス
お客様によるバルブ交換

WUXGA 3 チップ DLP デジタル・プロジェクター

1,920 x 1,200 -16:10

30,000 中央ルーメン / 28,000 ANSI ルーメン*

1,900:1 (標準) / 2,200:1 (ハイコントラスト・モード)
90%

⽔平・垂直エッジブレンディング

TLD+ 0.73:1 ; 1.2:1 ; 0.8-1.16 ; 1.16-1.5:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1
V: -30% 〜 +120% / H: -40% 〜 +40% (ズームレンズ) (メモリー機能付き)
P7

4.0 kW キセノン
600 時間
あり
あり
あり

ランプ保証 (現場での取り替え/⼯場での取り替 90 ⽇、500 時間/上限 500 時間
え)
光学ダウザー

標準

⽅向

テーブル -天吊 -サイド (ポートレート)* -垂直 / * ランプ・ドア下/底

ピクチャー・イン・ピクチャー

DMX 512
WARP

画像処理

キーストーン補正

統合ウェブ・サーバー

CLO (コンスタント照明出⼒)
3D

⼊⼒

同時 2ソース表⽰

標準

OSD + ツールセット

埋め込みワープ & ブレンドエンジン
あり
あり
標準

トリプル・フラッシュ最⼤ 200 Hz/オプション： 時分割⽅式、Infitec偏光⽅式、パッシブ
円偏光⽅式
DVI-I (アナログ RGB YUV を含む HDCP)、SDI/HDSDI/デュアル HDSDI/3G/BarcoLink
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技術仕様

HDF-W30 FLEX

⼊⼒解像度

NTSC から QXGA まで (2,048x1,536)

オプション⼊⼒

最⼤ピクセル・クロック
ソフトウェア・ツール
制御

ネットワーク接続
電源要件

最⼤消費電⼒

ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)
動作周囲温度
動作湿度

BTU消失
⼨法

幅×⻑さ×⾼さ

梱包サイズ
重量

標準アクセサリ
証明書
保証
*

5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、コンポジットビデオ、S-ビデオ); DVI-I (アナログ
RGB YUV を含む HDCP) + BarcoLink/SDI/HDSDI/Dual HDSDI/3G; 3D アクティブ⼊⼒
(HDMI/DisplayPort) 機能 SENSIO 3D

200 Mhz

プロジェクター・ツールセット + Android アプリ + iOS アプリ
XLR 有線 + IR、RS232、Wifi、GSM (オプション)
10/100 Base-T、RJ-45 接続、Wifi (オプション)
200-240V / 50-60Hz

4,800W / 待機電⼒ < 10W
60dB(A)

0〜40°C / 32°〜104°F

0-80% (結露なきこと)
最⼤16,378 BTU/h

707 x 1,025 x 548mm / 27.83 x 40.35 x 21.57 インチ

(LxWxH) 1,200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92 インチ
99kg (218.25lbs)/⼯場発送重量：151kg (333 ポンド)

電源コード、無線/XLR 有線強化型リモート・コントロール、ボトム・リギング・キット/
クランプ

UL60950-1 および EN60950-1、FCC パート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、RoHS
3 年間が標準、5 年まで延⻑可能
+/-10%

⽣成⽇:14 Sep 2018

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。
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