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■安全上のご注意■安全上のご注意■安全上のご注意■安全上のご注意

注意事項注意事項注意事項注意事項

� 分解、修理をしないでください。

� 直射日光の当たる場所や、火や熱器具などの近くに置かないでください。

� 本製品を使用したまま、車の運転や機械の操作をしないでください。

� レンズを拭く時は、付属のメガネ拭きで優しく拭いてください。

� 乱暴に扱ったり、レンズに傷を付けないでください。

お客様が本製品を使用する前に次の警告をお読みください。お客様が本製品を使用する前に次の警告をお読みください。お客様が本製品を使用する前に次の警告をお読みください。お客様が本製品を使用する前に次の警告をお読みください。

� 幼児及び10代の方は3D鑑賞によって健康問題に、影響を受けやすくなって

います。3D映像を視聴する際は十分にご注意ください。

感光性発作の警告及びその他の健康リスク感光性発作の警告及びその他の健康リスク感光性発作の警告及びその他の健康リスク感光性発作の警告及びその他の健康リスク

特定のプロジェクターの画像や、ビデオゲームに含まれる点滅画面や光にさら

されると、一部の視聴者は感光性発作を起こす恐れがあります。

そのような症状が発生した場合、または感光性発作の家族歴がある場合は3D

映像を視聴される前に医師にご相談ください。

� 感光性発作の個人歴、または家族歴のない方でも、感光性発作を引き起こ

す可能性があります。

� 妊娠中の女性、高齢者、重傷患者、睡眠不足、泥酔状態の方は3D映像の視

聴を避けてください。

� 以下の症状を発症した場合は、ただちに3D映像の視聴を中止し、医師にお

問い合わせください。

(1)視覚の変化 (2)軽い頭痛 (3)眩暈

(4)眼や筋肉の引き攣りといった不随意運動 (5)混乱状態 (6)吐き気

(7)意識の喪失 (8)けいれん (9)急激な腹痛 (10)見当識障害

� 幼児及び10代の方は大人よりこれらの症状が出やすいとされています。

保護者の方はお子様にこれらの症状が出ていないかご注意ください。

� 3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイするときは定期的に休憩を

とることをおすすめします。体調に変化を感じたときは、3D映像の視聴を

中止し、しばらくしても異常が治らないときは医師に相談してください。

� 画面に近すぎる位置での長時間の視聴は視力の低下をもたらす恐れがあ

ります。投影画面の高さの3倍程度離れて視聴してください。

� 3D映像を視聴するときは、画面の正面から左右の目の高さが同じになるよ

うな姿勢で視聴してください。

� 3D映像の視聴以外の目的で使用しないでください。
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■セット内容■セット内容■セット内容■セット内容

■■■■各部の名称各部の名称各部の名称各部の名称

3D アクティブグラス3D アクティブグラス3D アクティブグラス3D アクティブグラス ZF2300ZF2300ZF2300ZF2300 エミッターエミッターエミッターエミッター BC300BC300BC300BC300

エミッターエミッターエミッターエミッター BC300BC300BC300BC300

電源スイッチ

LEDインジケーター

充電用 USB ポート

USB ポート※

3D 同期＆電源ポート

液晶レンズ
アーム

LEDインジケーター

※USB ポートは使用しません
ノーズパッド

3D アクティブグラス3D アクティブグラス3D アクティブグラス3D アクティブグラス ZF2300ZF2300ZF2300ZF2300
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■設置方法■設置方法■設置方法■設置方法

1. エミッターとプロジェクターの接続1. エミッターとプロジェクターの接続1. エミッターとプロジェクターの接続1. エミッターとプロジェクターの接続

付属のプロジェクター接続用VESAケーブルを使用してプロジェクターの

｢3D SYNC OUT｣ポートにエミッターを接続します。

（2.5mmジャック/ VESA 3-PIN miniDIN）

プロジェクターが互換性のある3Dソースに接続されていることと、

｢3D SYNC OUT｣ポートが有効になっていることを確認してください。

（HDMI1.4経由で接続されているときは、通常自動的に有効化されます）

接続図接続図接続図接続図

2. エミッターとプロジェクターの接続確認2. エミッターとプロジェクターの接続確認2. エミッターとプロジェクターの接続確認2. エミッターとプロジェクターの接続確認

プロジェクターOSDメニューで｢VESA 3D｣モードを選択します。

プロジェクターからの3D信号の検索中に、エミッターのLEDが青く点滅します。

3D信号が検出され、正常に接続できるとエミッターのLEDが青い点灯に変わり

ます。

■3D アクティブグラスの使用準備■3D アクティブグラスの使用準備■3D アクティブグラスの使用準備■3D アクティブグラスの使用準備

1.バッテリーの充電1.バッテリーの充電1.バッテリーの充電1.バッテリーの充電

初めて使用される前に 3時間以上充電してください。

ご使用の前に付属の充電用USBケーブルを使用してバッテリーの充電を行って

ください。USB充電器、コンピューターのUSBポート等、ほとんどのUSBインタ

フェースで3Dアクティブグラスを充電することができます。

（本製品は充電しながら使用することができます。）

充電中は赤いLEDが点灯し、充電が完了すると自動的に消灯します。

バッテリー残量が少なくなると、液晶レンズが 5秒ごとに 2回点滅し、赤い

LED が 1 秒間に 3回点滅しますので、再度充電してください。

そのまま使用し続けると、2分後に液晶レンズが3回点滅し3Dアクティブグラス

がオフになります。

プロジェクター：3D SYNC OUT ポート

BC300：3D 同期＆電源ポート
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2.ノーズパッドの交換2.ノーズパッドの交換2.ノーズパッドの交換2.ノーズパッドの交換

3Dアクティブグラスを快適に使用して頂くために、交換可能なノーズパッドが

3種類付属しています。最も合ったノーズパッドをご使用ください。

3. ペアリング3. ペアリング3. ペアリング3. ペアリング

3D アクティブグラスとエミッターをペアリングするとき、3D アクティブグラ

スはエミッターから半径 10m の範囲内になければなりません。

ペアリングに成功すると、3D 映像の視聴が可能になります。

3D アクティブグラスがエミッターを検出しない場合は、青と赤の LED が交互

に点滅します。30 秒以内にエミッターとのペアリングに成功しない場合は、

赤い LED が 3 回点滅してから、3D アクティブグラスがオフになります。

■3D アクティブグラスの使用方法■3D アクティブグラスの使用方法■3D アクティブグラスの使用方法■3D アクティブグラスの使用方法

1. 3D アクティブグラスの電源を入れる1. 3D アクティブグラスの電源を入れる1. 3D アクティブグラスの電源を入れる1. 3D アクティブグラスの電源を入れる

電源スイッチを ON にして 3D アクティブグラスの電源を入れます。

3D アクティブグラスの青の LED が 2 回点滅してから、液晶レンズが二回点滅

します。

視聴時はプロジェクターの設定を 3D モードにしてください。

3D アクティブグラスがプロジェクターからの 3D 信号を受信しない場合は、青

の LED が 3 秒ごとに点滅し、液晶レンズがオフになります。

3D 信号を受信しないまま 5分経つと、自動的に電源が切れます。

3D 映像の視聴を終了したら、メガネの電源スイッチを OFF にしてください。

赤の LED が 3 回点滅し電源が切れます。
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■■■■仕様表仕様表仕様表仕様表

注）仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

商品名称 オプトマ　3Dアクティブグラスオプトマ　3Dアクティブグラスオプトマ　3Dアクティブグラスオプトマ　3Dアクティブグラス

型式 ZF2300

JANコード 4942465017628

使用距離 15m  (ペアリング 10m)

連続使用時間 約60時間

充電時間 3時間（充電用USBケーブル使用）

3D同期方式 VESA 3D (RF)

3D対応周波数 96／100／120／144 Hz

対応エミッター BC300

対応プロジェクター
HD25LV／EH503(S1)／GT1080／HD26／HD91／HD92

（販売終了品：HD33S1／HD83S1／HD90）

外形寸法 160（W）×49（D）×45（H）mm

製品質量 46g

付属品
充電用USBケーブル(1.5m)、メガネ拭き、

収納袋、ノーズパッド x 3

梱包寸法 205（W）×88（D）×48（H）mm

梱包質量 150g

商品名称 オプトマ　エミッターオプトマ　エミッターオプトマ　エミッターオプトマ　エミッター

型式 BC300

JANコード 4942465017635

使用距離 15m  (ペアリング 10m)

3D同期方式 VESA 3D (RF)

3D対応周波数 96／100／120／144 Hz

対応プロジェクター
HD25LV／EH503(S1)／GT1080／HD26／HD91／HD92

（販売終了品：HD33S1／HD83S1／HD90）

対応3Dアクティブグラス ZF2300

外形寸法 54（W）×48（D）×13（H）mm

製品質量 14g

付属品 プロジェクター接続用VESAケーブル(1.2m)

梱包寸法 90（W）×50（D）×130（H）mm

梱包質量 100g
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■■■■トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング

症状 処置方法

3D アクティブグラスの

電源が入らない
3D アクティブグラスが完全に充電されていることを確認してください。

映像が 3D にならない a.映像再生機器が 3D 機能を備えていること。

b.映像ソースが 3D であること。

c.プロジェクターの 3D モードが｢VESA 3D｣になっており、

エミッターがプロジェクターに接続されていること。

d.3D アクティブグラスの電源がオンになっていること。

3D の同期が切れる a.3D アクティブグラスとエミッターの距離を近づけてください。

b.3D アクティブグラスが完全に充電されていることを確認してください。

c.近接して複数のエミッターを使用しないでください。
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保証書保証書保証書保証書

品名 3D アクティブグラス ZF2300 / エミッター BC3003D アクティブグラス ZF2300 / エミッター BC3003D アクティブグラス ZF2300 / エミッター BC3003D アクティブグラス ZF2300 / エミッター BC300
お 客 様 名 ： お 取 扱 店：

ご購入年月日： 住所／TEL：

1.保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。 (6)消耗品および付属品の交換の場合。

(1)この保証書のご提示がない場合。 (7)ご使用により発生した本製品表面の汚れ・損傷に関する修理。

(2)保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入が 2.その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。

ない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。 ■ 本書にご購入年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が

(3)ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。 記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は

(4)お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。 直ちにお買い上げ取扱店にお申し出ください。

(5)火災や天災等による故障および損傷。 ※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などに

ついてご不明の場合は、 取扱店または下記コンタクトセンターにお問い合わせください。

保証期間
ご購入の日より

本体 1ヵ年

お客様ご相談窓口

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL：0120-212-750 FAX：0120-380-496

(受付時間：平日 9：00～18：00 ※土日祝日を除く)

E-mail : e.info@os-worldwide.com

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。

TEL：03-3629-5211 FAX:03-3629-5214

コンタクトセンター

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL：0120-380-495 FAX：0120-380-496

(受付時間：平日 9：00～18：00 ※土日祝日を除く)

E-mail : info@os-worldwide.com


