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液晶プロジェクターレンズ
品番 LNS-S11

レンズ交換のしかた
レンズ交換は 1 〜 2 の手順で行います。

レンズ交換作業手順書

はじめにレンズシフトでレンズをセンター付近にセットします。

1
交換作業上の注意

レンズを外す。
1. プロジェクター天面のレンズ取りはずしボタンを押し
ながら、レンズを反時計方向に止まるまで回し、レン
ズをゆっくり引き抜きます。

¡ レンズ交換はこの作業手順書に従い、正しく行ってください。
¡ レンズの取り外しおよび取り付けの際は、プロジェクターの電源を

レンズを落下させないようご注意ください。

切り、冷却ファン停止後に電源コードを抜いてから行ってください。
¡ レンズ交換のまえに、液晶プロジェクターの品番と交換レンズの品
レンズ取りはずしボタン

番をよく確認のうえ、正しい品番のレンズをご使用ください。
¡ レンズにはレンズ保護のためのキャップが付いています。レンズを
取り付けるまえに、かならずキャップを外してください。
¡ ほこりの多い場所でのレンズ交換は避けてください。プロジェクタ
ー本体にゴミやほこりが入ると、画質を損なう原因となります。
¡ レンズの取り付け、取り外しのとき、レンズ表面を手でさわったり
傷を付けたりしないようご注意ください。
¡ 適合レンズの詳細は取扱販売店にご相談ください。
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部品明細
梱包にはつぎの部品が入っています。
・レンズ本体

2
１本

安全のために注意していただくこと

レンズを取り付ける。
1. 交換レンズに付いているレンズ保護キャップ（前後2
箇所）を外します
2. レンズとプロジェクター内の取り付けベースのマーカ
ー（赤い点）が一致する位置でレンズを挿入します。
3. レンズを軽くプロジェクター本体に押し付けながら、
カチッと音がするまで時計方向にゆっくり回します。

マーカー（赤い点）

安全のため、必ずつぎの点検と確認を行ってください。
レンズ交換のあと、つぎの点検を行ってください。
1. レンズが確実に取り付けられているか。
2. 配線がレンズモーターのギヤーおよびその他のメカ部品にからまっていないか。
3. 外れている部品はないか。
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LCD Projector
Lens Replacement Procedure
Model Number

Lens Replacement Procedure
Perform the steps 1-2 for lens replacement.

First set the lens at the center position with lens shift adjustment.

1

LNS-S11

Remove the Lens
While pressing the Lens release button on
the top of the cabinet, turn the lens counterclockwise until it stops and pull it out slowly
from the projector.
Be careful not to drop the lens.

Notes on Lens Replacement
¡ It should be followed by this procedure precisely.
¡ Before the lens replacement, turn off the projector and unplug
the AC power cord.

LENS RELEASE BUTTON

¡ Before an attempt to replace the lens, confirm the model number (both the LCD projector and the lens) and prepare the proper lens.
¡ The lens caps are on the lens for protection. Be sure to remove
the lens cap before installation.
¡ Please avoid the lens replace in the place where a lot of dust
exists. It causes the image quality to be ruined when garbage
and dust enter the projector.

Fig-1-1

¡ When installing or removing the lens, be careful not to stain,
scratch or damage the lens.
¡ Ask the sales dealer for detailed information of the lens specification.

Parts List
Following part is contained in the packing.
● LENS

1 piece

2

Fig-1-2

Mount the Lens
1. Remove the lens caps (front and back) on the lens.
2. Fit the lens to the projector by aligning the red dot
on the lens with the red dot of the projector.
3. Slowly turn the lens clockwise until it clicks. Make
sure that the lens is fully inserted to the projector.

Red mark

Notes on Lens Replacement
After the lens replacement, check the following things.
1. Check the lens is properly installed.
2. Check no wiring is tangled on the gear of the lens motor or other mechanical
parts.
3. Check no parts is missing, or no mounting part is lost.
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