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エリートスクリーン社は、カリフォルニア州に本社を置き、全世界へ
の販売ネットワークのためにヨーロッパおよびアジアにサテライト
オフィスを持つ、プロジェクタースクリーンのメーカーです。 
ISO9000-2001認証を持つ当社の工場では、オフィス用および家庭
用に、幅広い種類のプロジェクタースクリーンを生産しています。 エ
リートスクリーン社の製品は、全世界の認定ディストリビューター、リ
セラー、リテーラー、およびシステムインテグレーターを通じて販売
されています。
エリートスクリーン社のミッションは、最新かつ高品質のプロジェク
タースクリーンを、迅速かつ便利にお客様へご提供することです。 エ
リートスクリーン社は、数多くのアワードを受賞した製品と、卓越し
たブランドへのこだわりにより、米国市場においてはリーディングメ
ーカーのひとつとなり、アジアおよびヨーロッパにおいても実績を拡
大しています。
 
2013年～2014年の製品ラインナップには、ホワイトボード、リア投
影型、音響透過型、カーブドフレーム、可変シネマスコープマスキン
グ、そして卓上プレゼンテーションスクリーンが新しく加わります。ま
た、小売向けの商品と並んで、カスタムインストール専用の「エリー
トプライムビジョンシリーズ」ラインナップも加わります。

以下、新商品について、それぞれ簡単に説明します。

 • 「ケストレルステージ」シリーズは、ポータブルの自立型電動ス 
  クリーンです。持ち運びが必要な、レンタル、ステージ、またはそ 
  の他のオーディオビジュアルの用途に最適なプロジェクタース 
  クリーンです。 持ち運びやセットアップを簡単にするため、ス 
  クリーンはハンドルおよびホイール付きの頑丈なステージケ 
  ースに収納されています。 さらに、舞台での演出を完璧なもの 
  にするため、ケースに取り付けられるベルベットのスカートが付 
  属します。 ケストレルステージシリーズは、ケース収納型で、ス 
  カートにより演出された、プロフェッショナルグレードの持ち運 
  び可能 なスクリーンです。
 • 「EZフレーム シネグレイ5D」は、自然光の環境でも使用できる 
  フロントプロジェクタースクリーンです。 アクティブ3Dおよび4K 
  プロジェクターに適した、高解像度の映像を提供します。
 • エリートスクリーンの新しい「ヤードマスター」シリーズ、150イ 
  ンチ、180インチ、および200インチには、持ち運びと収納を簡単 
  にするためトラベルケースが付属します。 このシリーズには、リ 
  ア投影用のスクリーン素材を使用したモデルもあります。
 • エリートスクリーンの新しい子会社「エアーフレックス5D 
  （Airflex5D）」社では、複数の2D/3Dプロジェクターを垂直／水 
  平に並べて映像を正確に重ね合わせることで明るさを増幅させ 
  るシステムを提供しています。 デュアルチャネルジオメトリック 
  画像修正機能により最大1920×1200の解像度のプロジェクタ 
  ーに対応し、デインタレース、スケーリング、およびイメージエン 
  ハンス処理を実現。3Dプロジェクターにも対応しています。
 
数ある中からプロジェクタースクリーンのメーカーを選ぶ際には、
お客様のご要望に応える製品・サービスを「世界的に」供給している
かどうかを選択基準のひとつにすることが重要です。
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リュネットシリーズ
リュネットシリーズ固定フレームスクリ
ーンは、シネホワイト素材またはアコー
スティックプロ1080素材を使用した、
3.5インチ幅のブラックフレーム付きカ
ーブドスクリーンです。

セイブルフレームシリーズ
セイブルフレームはホームシネマ用
720Pおよび1080Pプロジェクターに対
応したエントリーレベルの固定フレー
ムスクリーンです。

e
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EZフレームシリーズ
EZフレームシリーズは、アコースティッ
クプロ1080（音響透過型）、シネホワイ
ト、シネグレイ、またはレイスベール（リ
アプロジェクション型）からスクリーン
素材を選べる固定フレームスクリーン
です。

P
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ホワイトボードスクリーン
ユニバーサル
あらゆるメディアルームに適した究極の
プレゼンテーションツール。ギラギラせ
ず、短焦点スクリーンやインタラクティブ
プロジェクターにも適したホワイトボー
ド型プロジェクタースクリーンです。

インスタDEスクリーン
スクリーンゲイン1.1のバーサホワイト
素材を使用し、短焦点スクリーンにも
適した、接着型・ドライイレース式のホ
ワイトボードプロジェクタースクリーン
です。教室において、プロジェクタース
クリーンとホワイトボードの両方の目
的に使用できます。

インスタDEMスクリーン
スクリーンゲイン1.1のバーサホワイト素材
を使用し、短焦点スクリーンにも適した、マ
グネット接着型・ドライイレース式のマグネ
ットホワイトボードプロジェクタースクリー
ンです。教室において、プロジェクタースク
リーンとホワイトボードの両方の目的に使
用できます。

インスタDE2スクリーン インスタDE2は、壁全体をプロフェッショ
ナルなドライイレース式ホワイトボード
・プロジェクタースクリーンに簡単に変更
できるフィルム素材です。一般のプロジ
ェクターに加え、短焦点プロジェクターに
も最適です。  アワードを受賞し、グリー
ンガード認証を取得した「バーサホワイ
ト素材」採用のホワイトボード型プロジ
ェクタースクリーンです。

インスタRP/RP2スクリーン
お店のショーウィンドウ、リゾート施設、
レストラン等で、リアプロジェクション
によりコマーシャルを放映する際に最
適なソリューションです。接着型のリア
プロジェクション用光学フィルムを使
用しています。

ホワイトボードスクリーン
当社独自の「スターブライト４」(スクリ
ーンゲイン4.0)スクリーン素材を使用
した投影面の優れた反射性により、輝
度とコントラストを強調しつつ、自然光
の影響を抑えたホワイトボード型プロ
ジェクタースクリーンです。

スクリーン素材

インスタント・ドライイレース・プロジェクタースクリーン

USC by Golden Star Tech インスタDEシリーズ：IWB4x10HW（×４枚）

エリートスクリーンの標準の保証期間は２年間ですが、ENR-Gプログラム
によって、教育機関・非営利団体・寺院・官公庁での使用については３年間
に延長されます。 エリートスクリーンでは、これらの社会的に貢献している
機関に対し、通常の1.5倍の期間、プロフェッショナルスタッフおよびリソー
スを無償で提供しています。
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手動スクリーン 電動スクリーン - 壁掛け／天吊り

マニュアルシリーズ
マニュアルシリーズは、極めてコストパ
フォーマンスが高く、壁にも天井にも取
り付けが可能なデザインのケースを採
用したフロントプロジェクタースクリー
ンです。

マニュアルSRMシリーズ
マニュアルSRMシリーズは、スクリーン
を安全かつ静かにケースへ自動収納す
る「スローリトラクトメカニズム」を内蔵
したフロントプロジェクタースクリーン
です。

マニュアルSRM Proシリーズ
マニュアルSRM Proシリーズは、エレガ
ントなエナメルコーティングのホワイト
スクエアケースと、ファイバーグラス素
材のスクリーン生地を使用し、「スロー
リトラクトメカニズム」によりスクリーン
をゆっくりとスクリーンケースへ自動収
納するフロントプロジェクタースクリー
ンです。

スペクトラムシリーズ
スペクトラムシリーズは、最も予算を抑
えたタイプの、電動モーター式フロント
プロジェクタースクリーンです。

エバネステンションシリーズ
エバネステンションシリーズは、最高画
質の要求に応える、理想的な天井収納
型プロジェクタースクリーンです

www.elitescreens.jp/floorrising www.elitescreens.jp/portable

電動スクリーン - フロアアップ型 ポータブルスクリーン
ケストレルシリーズ
ケストレル電動フロアアップシリーズは、
スタイリッシュなピアノ光沢仕上げのボ
ディを持ち、ホームシアターや応接会議
室において、壁掛けや天吊りのスクリー
ンを設置できない場合にも魅力的な存
在となります。

ケストレルホームシリーズ
壁掛け／天吊りのスクリーンの設置が困
難な場合でも、ホームシアターや応接会
議室において魅力的な存在となります。

ケストレルステージシリーズ
ポータブルで自立型の電動スクリーンで
す。 持ち運びが必要な、レンタル、ステー
ジ、またはその他のオーディオビジュアル
の用途に最適なプロジェクタースクリー
ンです。 スクリーンは、持ち運びやセット
アップを簡単にするため、ハンドルおよ
びホイール付きの頑丈なステージケース
に収納されています。Mに収
P

M
P
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マニュアルＢシリーズ
エリートスクリーンのマニュアルＢシリ
ーズは、様々な用途に利用できるようデ
ザインされたエントリーレベルの手動
プルダウンスクリーンです。

VMAX2 Series
ヴィマックス２シリーズは、赤外線／ラジオ
周波リモコンを標準装備した電動モーター
式フロントプロジェクタースクリーンです。ホ
ワイトまたはブラックのケースが選べます。

ヴィマックスプラス４シリーズ
ヴィマックスプラス４シリーズは広い部屋
でプロジェクターを使用する場合に最適
なソリューションです。

ホーム２シリーズ
ホーム２シリーズは、プレミアムグレー
ドの電動モーター式フロントプロジェク
タースクリーンです。 エレガントなエナ
メルコーティングのアルミケースを採
用しています。

エバネスシリーズ
エバネスは、メディアルームに適さない
部屋のために天井へ収納できるデザイ
ンにした、フロントプロジェクタースク
リーンです。 スクリーン素材はマックス
ホワイトFGを使用しています。

ピコスクリーンシリーズ
ピコスクリーンシリーズは、ポータブル
プレゼンテーションのために設計され
た、机の上に置いて使用する、超軽量・
小型のスクリーンです

トリポッドシリーズ
エリートトリポッドシリーズスクリーンは、
インドアおよびアウトドアのプレゼンテー
ションに最適なスクリーンです。実績と信頼
のある、この三脚式のポータブルプロジェ
クタースクリーンは、従来の美しいデザイン
を保ちながら、精密な構造を備えています。

トリポッドProシリーズ
エリートトリポッドProシリーズスクリー
ンは、スクリーンケースの全体にベルベ
ットベロアコーティングを施したモデル
です。 レンタルやステージ用途に利用
できます。

EZシネマプラスシリーズ
EZシネマプラスシリーズはEZシネマフ
ロアアップスクリーンのデラックスバー
ジョンで、「シザークロススプリングメカ
ニズム」を使用し、スクリーンを必要な
高さまでワンタッチで広げることがで
きます。 

クイックスタンド・
クイックスタンドドレープシリーズ
クイックスタンドシリーズは、小さなサイ
ズから大きなサイズまで、どんなサイズ
の映写にも対応できます。 取り外し可能
なドレープ（カーテン）キット付きモデル
もあります。 ドレープキットはフォーマル
なプレゼンテーションに必須のアイテム
です。

スペクトラム２シリーズ
スペクトラム２シリーズは、光沢のある
デザインでシンプルな機能性を備えた
電動スクリーンです。設置が簡単で、３
ウェイコントロールスイッチが付属して
います。テンションまたはテンションな
しのスクリーン素材を選べます。

EZシネマシリーズ
EZシネマシリーズは、テレスコープ型
の取り外し可能な支柱を使用して、スク
リーンを簡単にセットアップできる、ポ
ータブルタイプのスクリーンです。 ご家
庭用にもプレゼンテーション用にも適
しています。

ピコスポーツシリーズ
ピコスポーツシリーズは、マットホワイ
ト（バーサホワイト）とハイゲイン（スタ
ーブライト４）のスクリーン素材を表裏
に持つ、ポータブルな卓上プロジェクタ
ースクリーンです。

リフレクションシリーズ
リフレクションシリーズは、トリポッドス
クリーンのポータビリティと、EZシネマ
シリーズの組み立ての容易性を兼ね備
えたスクリーンです。

DIYウォールシリーズ
DIYウォールシリーズは、壁、ガレージドア、
テラスなどに簡単に取り付けられるポー
タブルなロールタイプのスクリーンです。

DIYスクリーンシリーズ
野外の環境に、ロープで簡単にセットアッ
プできるデザイン。 一般的な布へプロジェ
クターの画像を投影しようとした場合に発
生する様々な問題を回避し、プロフェッショ
ナルな設計でありながら、コストパフォーマ
ンスの高いソリューションを実現。 フロント
投影用またはリア投影用、いずれかのスク
リーン素材を選べます。
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ヤードマスターシリーズ
ヤードマスターシリーズは、野外ステー
ジ、ピクニック、バーベキューなど、考え
られるあらゆるアウトドア・イベントに
おいてプロジェクターでのプレゼンテ
ーションを可能にする、理想的なスクリ
ーンです。プロフェッショナル級の映像
を、手ごろな価格で実現し、設置も極め
て簡単です。

シネテンション２シリーズ
シネテンション２は、プレミアムグレー
ドの、電動モーター式、タブテンション
付きプロジェクタースクリーンです。

エバネスプラスシリーズ
エバネスプラスは、広い部屋に適した、
大型の天井収納型プロジェクタースクリ
ーンです。米国グリーンガード認証を取
得したマックスホワイトFGフロントプロ
ジェクション素材を使用しています。

エバネスＢシリーズ
エバネスＢシリーズは、エレガントな仕
上がりの天井収納型プロジェクタース
クリーンです。 スリムなケースのため、
天井に埋め込むことも、天井の下に取
り付けることも可能です。

エバネステンションＢシリーズ
エバネステンションＢは、天井埋め込
み型の設置のためにデザインされてい
ます。 スクリーン素材はエリートスクリ
ーンの「シネホワイト」フロントプロジェ
クション素材を使用しています。タブテ
ンションシステムにより、優れた平面性
を実現しています。映し出されるイメー
ジは忠実な色を再現します。
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手動スクリーン 電動スクリーン - 壁掛け／天吊り

マニュアルシリーズ
マニュアルシリーズは、極めてコストパ
フォーマンスが高く、壁にも天井にも取
り付けが可能なデザインのケースを採
用したフロントプロジェクタースクリー
ンです。

マニュアルSRMシリーズ
マニュアルSRMシリーズは、スクリーン
を安全かつ静かにケースへ自動収納す
る「スローリトラクトメカニズム」を内蔵
したフロントプロジェクタースクリーン
です。

マニュアルSRM Proシリーズ
マニュアルSRM Proシリーズは、エレガ
ントなエナメルコーティングのホワイト
スクエアケースと、ファイバーグラス素
材のスクリーン生地を使用し、「スロー
リトラクトメカニズム」によりスクリーン
をゆっくりとスクリーンケースへ自動収
納するフロントプロジェクタースクリー
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スペクトラムシリーズ
スペクトラムシリーズは、最も予算を抑
えたタイプの、電動モーター式フロント
プロジェクタースクリーンです。

エバネステンションシリーズ
エバネステンションシリーズは、最高画
質の要求に応える、理想的な天井収納
型プロジェクタースクリーンです
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電動スクリーン - フロアアップ型 ポータブルスクリーン
ケストレルシリーズ
ケストレル電動フロアアップシリーズは、
スタイリッシュなピアノ光沢仕上げのボ
ディを持ち、ホームシアターや応接会議
室において、壁掛けや天吊りのスクリー
ンを設置できない場合にも魅力的な存
在となります。

ケストレルホームシリーズ
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アップを簡単にするため、ハンドルおよ
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に収納されています。Mに収
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マニュアルＢシリーズ
エリートスクリーンのマニュアルＢシリ
ーズは、様々な用途に利用できるようデ
ザインされたエントリーレベルの手動
プルダウンスクリーンです。

VMAX2 Series
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ピコスクリーンシリーズは、ポータブル
プレゼンテーションのために設計され
た、机の上に置いて使用する、超軽量・
小型のスクリーンです

トリポッドシリーズ
エリートトリポッドシリーズスクリーンは、
インドアおよびアウトドアのプレゼンテー
ションに最適なスクリーンです。実績と信頼
のある、この三脚式のポータブルプロジェ
クタースクリーンは、従来の美しいデザイン
を保ちながら、精密な構造を備えています。

トリポッドProシリーズ
エリートトリポッドProシリーズスクリー
ンは、スクリーンケースの全体にベルベ
ットベロアコーティングを施したモデル
です。 レンタルやステージ用途に利用
できます。

EZシネマプラスシリーズ
EZシネマプラスシリーズはEZシネマフ
ロアアップスクリーンのデラックスバー
ジョンで、「シザークロススプリングメカ
ニズム」を使用し、スクリーンを必要な
高さまでワンタッチで広げることがで
きます。 

クイックスタンド・
クイックスタンドドレープシリーズ
クイックスタンドシリーズは、小さなサイ
ズから大きなサイズまで、どんなサイズ
の映写にも対応できます。 取り外し可能
なドレープ（カーテン）キット付きモデル
もあります。 ドレープキットはフォーマル
なプレゼンテーションに必須のアイテム
です。

スペクトラム２シリーズ
スペクトラム２シリーズは、光沢のある
デザインでシンプルな機能性を備えた
電動スクリーンです。設置が簡単で、３
ウェイコントロールスイッチが付属して
います。テンションまたはテンションな
しのスクリーン素材を選べます。

EZシネマシリーズ
EZシネマシリーズは、テレスコープ型
の取り外し可能な支柱を使用して、スク
リーンを簡単にセットアップできる、ポ
ータブルタイプのスクリーンです。 ご家
庭用にもプレゼンテーション用にも適
しています。

ピコスポーツシリーズ
ピコスポーツシリーズは、マットホワイ
ト（バーサホワイト）とハイゲイン（スタ
ーブライト４）のスクリーン素材を表裏
に持つ、ポータブルな卓上プロジェクタ
ースクリーンです。

リフレクションシリーズ
リフレクションシリーズは、トリポッドス
クリーンのポータビリティと、EZシネマ
シリーズの組み立ての容易性を兼ね備
えたスクリーンです。

DIYウォールシリーズ
DIYウォールシリーズは、壁、ガレージドア、
テラスなどに簡単に取り付けられるポー
タブルなロールタイプのスクリーンです。

DIYスクリーンシリーズ
野外の環境に、ロープで簡単にセットアッ
プできるデザイン。 一般的な布へプロジェ
クターの画像を投影しようとした場合に発
生する様々な問題を回避し、プロフェッショ
ナルな設計でありながら、コストパフォーマ
ンスの高いソリューションを実現。 フロント
投影用またはリア投影用、いずれかのスク
リーン素材を選べます。
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ヤードマスターシリーズ
ヤードマスターシリーズは、野外ステー
ジ、ピクニック、バーベキューなど、考え
られるあらゆるアウトドア・イベントに
おいてプロジェクターでのプレゼンテ
ーションを可能にする、理想的なスクリ
ーンです。プロフェッショナル級の映像
を、手ごろな価格で実現し、設置も極め
て簡単です。

シネテンション２シリーズ
シネテンション２は、プレミアムグレー
ドの、電動モーター式、タブテンション
付きプロジェクタースクリーンです。

エバネスプラスシリーズ
エバネスプラスは、広い部屋に適した、
大型の天井収納型プロジェクタースクリ
ーンです。米国グリーンガード認証を取
得したマックスホワイトFGフロントプロ
ジェクション素材を使用しています。

エバネスＢシリーズ
エバネスＢシリーズは、エレガントな仕
上がりの天井収納型プロジェクタース
クリーンです。 スリムなケースのため、
天井に埋め込むことも、天井の下に取
り付けることも可能です。

エバネステンションＢシリーズ
エバネステンションＢは、天井埋め込
み型の設置のためにデザインされてい
ます。 スクリーン素材はエリートスクリ
ーンの「シネホワイト」フロントプロジェ
クション素材を使用しています。タブテ
ンションシステムにより、優れた平面性
を実現しています。映し出されるイメー
ジは忠実な色を再現します。
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