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FUJIFILM ブック型スライドプロジェクター

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

セット内容 この製品には、以下のものが入っています。箱を開けたときにご確認ください。

●本体（上カバー付き） ●映写ランプ（ランプハウス内）
●スライドキャリア（上カバー内） ●使用説明書・保証書

使用説明書
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x製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
xこの説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人
が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が
損傷を負う可能性が想定される内容、および物的
損害のみの発生が想定される内容を示しています。

Z 警　告

N 電源電圧は、交流100V以外の電圧で使用しないでください。感電や火災の恐れがあります。

N 電源コードに傷をつけたり、上に重いものを載せたり、強く引っ張ったりしないでください。
感電や火災の恐れがあります。

N 機器の内部に紙や布などの燃えやすいものや金属などを入れないでください。また、水などを
掛けないください。感電や火災の恐れがあります。すぐに使用を中止し、販売店または弊社宛
にご相談ください。

N 引火性のガス、薬品、有毒物などの置かれている場所で使用しないでください。火災や爆発の
恐れがあります。

N 本機はスライド鑑賞用専用機です。業務用・検査光源などとしては絶対に使用しないでくださ
い。火災や爆発の恐れがあります。

N ランプ点灯中は強い光が投射されていますので、映写レンズを正面から直視しないでください。
眼の痛みや視力障害発生の恐れがあります。

X 機器の分解、改造は絶対に行わないでください。感電や火災の恐れがあります。

使用中に本機から煙や異臭、異音が発生したら、すぐに使用を中止して、電源スイッチを切り、
電源プラグを電源コンセントから抜いてください。感電や火災の恐れがあります。販売店また
は弊社宛にご相談ください。

本機は業務用ではありませんので、使用する際は必ず使用者がそばについてください。万一、
事故が発生した場合は、処理が遅れ、機器の破損や火災の恐れがあります。

本機の吸・排気口の回りは20cm以上の空間を取り、吸・排気口をふさぐようなものを置かな
いでください。また、使用中は本機を横に倒したり、逆さにしないでください。冷却機能が悪
くなり、火災の恐れがあります。

映写ランプを点灯する際は、上カバーを外してください。また、映写レンズの前に紙や布など
燃えやすいものを置かないでください。集光された光熱により火災の恐れがあります。

Z 注　意Z 警　告

安全にご使用いただくために
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N 本機を不安定な場所に置かないでください。落下し、けがの原因となることがあります。

N 本機を振動の多い場所、35℃以上の高温になる場所で使用しないでください。故障や火災の原
因となることがあります。

N 電源プラグを電源コンセントに入れた状態で本機を移動しないでください。電源コードにつま
ずいてけがをしたり、電源コードが傷つき、感電や火災の原因となることがあります。

N ランプハウスカバーを外した状態で、絶対に映写ランプを点灯させないでください。やけどの
原因となることがあります。

N ランプハウスカバーを外した状態で本機を移動しないでください。内部の部品が落下し、破損
の原因となることがあります。

N ぬれた手で本機や電源コードに触れないでください。また、電源プラグも抜かないでください。
感電の原因となることがあります。

N 映写ランプを落下させたり、表面のガラスを傷つけないでください。封入ガス圧が高くガラス
を飛散させ、けがの原因となることがあります。

ランプ点灯中、ランプ消灯直後はランプヘッドカバーに触れないでください。やけどの原因と
なることがあります。

映写ランプの取り付け・取り外しは、電源スイッチを切り、電源コードを電源コンセントから
抜き、30分以上経ってランプハウスと映写ランプが冷えた状態で行ってください。また必ず専
用のハロゲンランプを使用してください。ランプハウスと映写ランプが熱かったり、指定外の
ランプを使用すると、ランプが破損し、けがややけどの原因となることがあります。

本機を両手でしっかり持って移動してください。部分的に片寄って持ったり、片手で持ったり
すると、本機の落下によるけがの原因となることがあります。

電源コードを電源コンセントから抜く際は、電源プラグを持って抜いてください。電源コード
を引っ張ったりすると、電源コードが傷つき、感電や火災の原因となることがあります。

長時間使用しないで保管する際は、電源コードを電源コンセントから抜いてください。故障や
火災の原因となることがあります。

Z 注　意
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各部の名称
スライドキャリア取り付け部（➜P.9） 
吸気口 

スライドキャリア 
操作つまみ（➜P.9） 

吸気口 

スライドキャリア 
シール（➜P.9、11） 

本体 

スライドキャリアスロット（➜P.9） 

スライドキャリア（➜P.9） 

ランプヘッドカバー 

ティルトダイヤル（➜P.10） 

映写レンズ（➜P.10） 

スライドキャリア 
取り付け部（➜P.9） 

 電源スイッチ 
（➜P.10） 

吸気口 

  上カバー 
（➜P.8、12） 

  スライドキャリア 
（➜P.9） 

  スライドキャリア 
  固定用テープ 
（➜P.9、11） 

スライドキャリア 
収納部（➜P.9、11） 

電源コード室ぶたロック（➜P.8、13） 

電源コード室ぶた（➜P.8、13） 

電源コード室（➜P.8、13） 

電源コード通し部（➜P.8） 

電源コード（➜P.8、13） 

電源プラグ（➜P.10、11） 

ランプハウスカバー固定ねじ（➜P.7） 

ランプハウスカバー（排気口）（➜P.7） 

上カバーロック解除キー（➜P.8、12） 

上カバー（➜P.8、12） 

映写ランプ（➜P.7） 

映写ランプ 
ソケット（➜P.7） 

映写ランプ 
取り付け部（➜P.7） 
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映写ランプを取り付ける

Z 警　告
映写ランプの取り付け・取り外しは、電源スイッチを切り、電源コードを電源コンセントから
抜き、30分以上経ってランプハウスと映写ランプが冷えた状態で行ってください。また必ず専
用のハロゲンランプを使用してください。ランプハウスと映写ランプが熱かったり、指定外の
ランプを使用すると、ランプが破損し、けがややけどの原因となることがあります。

1ランプハウスカバー固定ねじをゆるめます。

2ランプハウスカバーを外します。

5映写ランプを本体内に入れます。このとき、上
部を滑らせるように止まるまで入れてください。

6ランプハウスカバーを取り付けます。

7ランプハウスカバー固定ねじを締めます。

＊ランプハウスカバーを取り付ける前に、ランプハウス
内にビニール袋などの不要物がないことを確認してく
ださい。不要物が残っていると、破損や火災などの原
因となることがあります。

4映写ランプの脚を映写ランプソケットに差し込
みます。

＊映写ランプを持つときには
映写ランプの外側を持ち、
映写ランプ内部に触らない
でください。映写ランプに
指の脂が付着し、高熱で焼
き付き、悪影響をおよぼし
ます。

3付属の映写ランプを取り出します。

01

05

04

02

03

/ご購入いただいたときには、本体に映写ランプは取り付けられておりません。このままでは使用でき
ませんので、下記に従って映写ランプを取り付けてください。
＊出荷時、映写ランプはビニール袋に入ってランプハウス内に収納されています。
＊新しい映写ランプに交換するときは、別売アクセサリー「ACADEMICA専用交換ランプ」をご購入ください。

/映写ランプの取り付けは、ティルトダイヤルを時計回りに止まるまで回し、仰角をいちばん下まで下
げてから行ってください。
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1電源コード室ぶたを開けます。

2電源コードを取り出します。

3電源コードを電源コード室ぶたの通し部から外
に出し、電源コード室ぶたを「カチッ」と音がし
てロックされるまで閉めます。

上カバーを取り外す

電源コードを引き出す

01

03

02

上カバーロック解除キーを押しながら、上カバー
を取り外します。
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スライドキャリアを取り付ける／フィルムマウントを入れる

1上カバー内部からスライドキャリアを取り出し
ます。

スライドキャリア 
取り付け溝 

スライドキャリアシール 
2図のようにスライドキャリアをスライドキャリ
ア取り付け溝に落とし込みます。

＊スライドキャリア下部がスライドキャリア取り付け溝
の底に突き当たるまで落とし込んでください。

フィルム
マウント

表裏と天地を
逆にする

表

裏

天

天

地

地

3フィルムマウントをスライドキャリアスロット
に落とし込みます。

＊フィルムマウントは、図のように映写レンズ側から見
たとき画像の表裏と天地が逆になるように入れます。

■使用できるフィルムマウント
ワンカットフィルムをプラスチックマウントなどに入れたもの（35mm・APS・ハーフ）

＊フィルムマウントは付属しておりません。
＊スライドキャリアにはフィルムマウントを2枚入れられます。

●フィルムチェンジの仕方●

01

03

02

フィルムチェンジは、スライドキャリア操作つ
まみを左右に動かして行います。

＊スライドキャリア操作つまみを動かすときは、本体を
軽く押さえてください。
＊フィルムマウントの厚さによっては、スライドキャリ
アの動きがやや硬いことがあります。
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本機 

スクリーン 

距離で調節 

Z 警　告

N ランプ点灯中は強い光が投射されていますので、レンズを正面から直視しないでください。眼
の痛みや視力障害発生の恐れがあります。

1電源を入れます。
電源プラグを電源コンセントに差し込み、本
体の電源スイッチをONにします。

4高さを調節します。
映写スクリーンを高くして映写したいときは、
ティルトダイヤルを反時計回りに回します（最
大9°（仰角））。
時計回りに回すと、仰角が下がります。

3ピントを合わせます。
映写レンズを回し、ピントが合ったところで
止めます。

＊映写レンズを繰り出し過ぎると、映写レンズが本体か
ら外れますが、故障ではありません。映写レンズが本
体から外れたときは、本体正面から映写レンズをレン
ズ枠のねじに合わせて時計回りにねじ込みます。

＊上カバーの上に本体を載せて映写しないでください。

2画面サイズを決めます。
画面サイズは、本体とスクリーンの距離で調
節します。
正確な画像を結ぶために、本体とスクリーン
は平行に置きます。

01

04

03

02

映　写

9° 

N ランプ点灯中、ランプ消灯直後はランプヘッドカバーに触れないでください。やけどの原因と
なることがあります。

Z 注　意
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電源を切る

2スライドキャリアを本体から取り外します。

1フィルムマウントをスライドキャリアから取り
出します。

3スライドキャリアシールを下にして、上カバー
内部にスライドキャリアを取り付けます。

本体の電源スイッチをOFFにします。
電源プラグを電源コンセントから抜きます。

スライドキャリアを外す

01

03

02
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1映写レンズを矢印の方向に止まるまで回し、レ
ンズ部を収納します。

2ティルトダイヤルを時計回りに止まるまで回し、
仰角をいちばん下まで下げます。

3図のように上カバーと本体の矢印を合わせます。

4上カバーを「カチッ」と音がしてロックされるま
で押し込みます。

上カバーを取り付ける

01

04

03

02
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1電源コード室ぶたを開けます。

2図のように巻いた電源コードを電源コード室に
収納します。

3電源コード室ぶたを閉めます。

＊電源コード室ぶたが「カチッ」と音がしてロックされた
ことを確認してください。

電源コードをしまう

03

02

01

●専用アクセサリー ブック型B5サイズコンパクトスクリーン ACADEMICA（別売）●

スライド上映がグンと身近に！
本体と同じB5サイズで、ブック型の箱を開くとワンタッチでスクリーンが
セッティングできるブック型スクリーンも発売しております。同じ平面に本
体とスクリーンを置くだけですぐテーブル上映可能です。また、上映後には
本体と並べて本棚に収納でき、使い勝手抜群です。
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xまず、電源プラグが正しく接続され、電源スイッチが 側になっているかを確認してください。

このようなときは

光が出ない。

ここをチェック

!電源プラグが正しく接続され、電
源スイッチが入っていますか。

@映写ランプが切れていませんか。

#本体温度が上昇し、安全装置が働
いている可能性があります。

こうしてください

!電源プラグを正しく接続し、電源
スイッチを 側にしてください。

@新しい映写ランプ（別売アクセサ
リー「ACADEMICA専用交換ラン
プ」）に交換してください。

#温度が下がると自動的に再点灯し
ます。
＊35℃以下の室温でご使用ください。

ピントが合わない。 !フィルムマウントがはがれたり、
変形して曲がっていませんか。

@本体とスクリーンの距離が近すぎ
ませんか。

!はがれたり変形していないフィル
ムマウントに交換してください。

@本体とスクリーンの距離を離して
ください。

フィルムチェンジできない。 yフィルムマウントがはがれたり、
変形して曲がっていませんか。

yはがれたり変形していないフィル
ムマウントに交換してください。

映像の天地が切れる。 !スライドキャリア下部がスライド
キャリア取り付け溝の底に突き当
たるように取り付けられていますか。

@フィルムマウントが正しく最後ま
で差し込まれていますか。

#フィルムマウントがはがれ、フィ
ルムがずれていませんか。

!スライドキャリア下部がスライド
キャリア取り付け溝の底に突き当
たるまで落とし込んでください。

@フィルムマウントをスライドキャ
リアの底に突き当たるまで落とし
込んでください。

#フィルムをフィルムマウントに正
しく入れ直してください。

映像が暗い。影が映る。 !長時間の使用で映写ランプが劣化
していませんか。

@映写レンズにほこりが付着してい
ませんか。

!新しい映写ランプ（別売アクセサ
リー「ACADEMICA専用交換ラン
プ」）に交換してください。

@映写レンズをきれいにしてくださ
い。

1. 本体の汚れは、柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせ、固く絞り、軽くふき取ってください。
アルコール、シンナー、ベンジンなどの溶剤類は使用しないでください。変色、変形の原因となること
があります。

2. 本機は、通気性がよく、湿気の少ない場所でほこりがかぶらないように保管してください。映写レンズ
にかびが生えたりして故障の原因となることがあります。

3. 映写レンズの清掃は、ブロアーブラシなどでほこりを払うか、アルコールを含ませた布で軽く払ってく
ださい。レンズが傷つき、故障の原因となることがあります。

4. 本機の使用温度範囲は＋5℃～＋35℃です。

このようなときは…

取扱上のご注意

スライドキャリアにフィル
ムマウントが入らない。

yスライドキャリアが正しい方向で
取り付けられていますか。

y9ページ2のように、スライドキャ
リアを正しい方向で取り付けてく
ださい。

映像の左右が逆に写る。 yフィルムマウントが正しい方向で
入っていますか。

y9ページ3のように、フィルムマウ
ントを正しい方向でスライドキャ
リアに入れてください。
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マウントサイズ 5×5版スライドマウント
（35mm・APS・ハーフ）

映 写 レ ン ズ F2.8 60mm
映 写 ラ ン プ 100V 115W ハロゲンランプ

（反射鏡付き）
フォーカス調節 手動ヘリコイド式
映　写　範　囲 0.5m～
仰　角　調　整 0°～9°
フィルム送り 手動スライドキャリア方式

アフターサービスについて
お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理さ
せていただきます。ご購入店または富士フイルムサービ
スステーションに直接お申し出ください。それ以外の責
は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご
不明な点につきましても、表面記載のお近くの弊社営業
所やサービスステーションをご利用ください。

x無料修理
故障した製品についてはご購入年月日、販売店名の記
入された、ご購入日より1年以内の保証書が添付され
ている場合には、保証書に記載されている内容の範囲
内で、無料修理させていただきます。
＊詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定を
ご覧ください。

x有料修理
保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。
保証期間内であっても、下記のような場合はすべて有
料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負
担願います。
１. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のない
もの。

２. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されてい
ない場合、または記載事項を訂正された場合。

３. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、
修理されたもの。

４. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
５. お取扱上の不注意（使用説明書以外の誤操作、落
下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、本体内部へ
の水・砂・泥の入り込みなど）、保管上の不備（高
温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所で
の保管）、お手入れの不備（かび発生など）により
生じた故障。

６. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因に
より生じた故障。

７. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼
されたもの。

x修理不能
浸（冠）水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故

障前の性能に復元できないと思われるもの、および部
品の手当が困難なものなどは修理できない場合もあり
ますので、お近くの富士フイルムサービスステーショ
ンにお問い合わせください。

x修理部品の保有期間
この製品の補修用部品は、製造打ち切り後7年を目安
に保有しておりますので、この期間中は原則として修
理をお引き受けいたします。
なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もあり
ますので、詳しくはご購入店かお近くの富士フイルム
サービスステーションにお問い合わせください。

x修理ご依頼に際してのご注意
１. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、
必ず保証書を添えてください。

２. ご購入店や富士フイルムサービスステーション
で、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明
ください。故障の状態によっては、事故となった
フィルムなどを添えてくださると修理作業の参考
になります。

３. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点
検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての
箇所を修理しますので、料金が高くなることがあ
ります。

４. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○
○円以上は連絡してほしい」と金額をご指定くだ
さい。ご指定のないときは9,000円以内の料金で
修理完了する場合は修理をすすめさせていただき
ます。

５. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を
避けるため、修理品から取り外してお手もとに保
管してください。

６. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時
の外箱などに入れてしっかり包装し、必ず書留小
包でお送りください。

７. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重
な調整検査を行いますので、普通修理品の場合は
富士フイルムサービスステーションで、お預かり
してから通常7～10日位をご予定ください。

冷　却　方　式 ファンによる強制空冷方式
安　全　装　置 サーモスタットによる温度過昇

防止機能付き
消　費　電　力 130W
使　用　電　源 100V  50－60Hz
ランプヒューズ 2A
大 き さ 256×80×194mm

（上カバー取り付け時）
重　　　　　さ 1510g

※本機は日本国内専用です。海外では電源電圧が異なりますので、使用できません。
※This product designed for Japan only and can not be used in any other country.

＊仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

主な仕様



製品名 FUJIFILM ブック型スライドプロジェクター ACADEMICA

ご購入年月日 年 月 日 SERIAL No.

お名前 様 TEL

ご住所

店名印

保証書

FGS-204101- -02NK

製品保証規定
１.保証の内容
ご購入後1年以内に万一この製品が故障したときは、こ
の保証書を添えてご購入店または弊社サービスステー
ションにお届けください。無料で修理いたします。
なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客
様にてご負担願います。また、お買い上げ店と弊社間
の運賃諸掛かりにつきましては、通常の輸送方法と異
なる方法をとった場合（定期便以外を使用した場合）は
一部ご負担いただく場合があります。

２.次の場合は保証期間内でも上記１. の保証規定は適用
されません（修理可能の場合は有料で修理をお引き受
けします）。
イ.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
ロ.保証書にご購入年月日、販売店名が記入されてい
ない場合、または記載事項を訂正された場合。

ハ.富士フイルムサービスステーション以外で分解、
修理されたもの。

ニ.火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
ホ.お取扱上の不注意（使用説明書以外の誤操作、落下、

衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、本体内部への水・
砂・泥の入り込みなど）、保管上の不備（高温多湿や
ナフタリン、しょうのうの入った場所での保管）、お
手入れの不備（かび発生など）により生じた故障。

ヘ.本体に付帯している付属品類および消耗品。
ト.前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因に
より生じた故障。

チ.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼
されたもの。

３.本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製
品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、
撮影によって得るであろう利益の損失、精神的な損害
など）の補償には応じかねます。

４.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■ご注意
１.本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束す
るもので、これによりお客様の法律上の権利を制限す
るものではありません。

２.本保証書の表示についてご不明の点は、使用説明書、
カタログなどに記載されている弊社営業所やサービス
ステーションにお問い合わせください。

富士フイルムプロフェッショナル写真部　　　 
富士フイルムプロフェッショナル写真部 
富士フイルム大阪支社　　　　　　   　　　　　　　　　　　   
富士フイルム札幌営業所 
富士フイルム仙台営業所　　　　　　　　  
富士フイルム名古屋営業所　　　　　　　　　　　　　　　　　   
富士フイルム広島営業所 
富士フイルム福岡営業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 
 
 
 

〒106-8620　東京都港区西麻布2-26-30 
　　　　　　 東京販売グループ 
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-5-11 
〒060-0002　札幌市中央区北2条西4-2  札幌三井ビル別館 
〒980-0811　仙台市青葉区一番町4-6-1  仙台第一生命タワービル 
〒460-0008　名古屋市中区栄2-10-19  名古屋商工会議所ビル 
〒732-0816　広島市南区比治山本町16-35  広島産業文化センター 
〒812-0018　福岡市博多区住吉3-1-1 
 

 TEL（03）3406-2051 
TEL（03）3406-2094 
TEL（06）  6205-6471 
TEL（011）241-7164 
TEL（022）265-2121 
TEL（052）203-5263 
TEL（082）256-3311 
TEL（092）281-0231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●本製品についてのお問い合わせは… 

 ●修理の受付は…  東　京：富士フイルムサービスステーション 
富士フォトサロン・東京                                              
大　阪：富士フイルムサービスステーション                                   
富士フォトサロン・大阪                                                    
札　幌：富士フイルムサービスステーション                               
仙　台：富士フイルムサービスステーション          　     
名古屋：富士フイルムサービスステーション                                                          
広　島：富士フイルムサービスステーション               
福　岡：富士フイルムサービスステーション                                                                   　　　　　　　　　　　  

※土曜、日曜、祝日、年末年始、夏期休暇は休業させていただきます。 
 ●東京：富士フイルムサービスステーションは、通常の土曜日（祝日、年末年始、夏期休暇以外）は営業しております。 
 　ただし、受け渡し業務のみとなります。 
 ●富士フォトサロン・東京、大阪は受け渡し業務のみです。 
 

〒105-0022　東京都港区海岸1-9-15  竹芝ビル 
〒104-0061　東京都中央区銀座5-1  銀座ファイブ 
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-2-8  大阪長谷ビル 
〒530-0001　大阪市北区梅田1-9-20  大阪マルビル 
〒060-0002　札幌市中央区北2条西4-2  札幌三井ビル別館 
〒980-0811　仙台市青葉区一番町4-6-1  仙台第一生命タワービル 
〒460-0008　名古屋市中区栄1-12-19 
〒732-0816　広島市南区比治山本町16-35  広島産業文化センター 
〒812-0018　福岡市博多区住吉3-1-1 

TEL（03）3436-1315 
TEL（03）3571-9411 
TEL（06） 6 260-0915 
TEL（06） 6346-0222 
TEL（011）222-3973 
TEL（022）265-2149 
TEL（052）202-1851 
TEL（082）256-3511 
TEL（092）281-4863 
 

●富士フイルム製品のお問い合わせは… 
お客様コミュニケーションセンター（月曜日～金曜日　午前9：30～午後5：00）TEL（03）3406-2981


