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照明と映像の融合で、空間の可能性が拡がる。

ス ペ ー ス プ レ ー ヤ ー

納入事例納入事例

パナソニック 汐留ミュージアム特別展
「片岡鶴太郎 四季彩花」 / 東京都
パナソニック 汐留ミュージアム特別展
「片岡鶴太郎 四季彩花」 / 東京都

ミュージアムミュージアム ミュージアムミュージアム

軍艦島デジタルミュージアム / 長崎県軍艦島デジタルミュージアム / 長崎県養行寺 第二無量寿堂 / 福岡県養行寺 第二無量寿堂 / 福岡県

寺院寺院

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●これらの商品には、専用電気工事が必要なものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご相談ください。
　工事に不備があると事故の原因になることがあります。
●これらの商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上ご確認ください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●これらの商品には、専用電気工事が必要なものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご相談ください。
　工事に不備があると事故の原因になることがあります。
●これらの商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上ご確認ください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

安全に関する
ご注意

安全に関する
ご注意

店舗や施設など様々な空間を演出するSpace P layer。店舗や施設など様々な空間を演出するSpace P layer。

動画でもご覧いただけます（一部を除く）動画でもご覧いただけます（一部を除く） www2.panasonic.biz/es/lighting/shop/spaceplayer/case.htmlwww2.panasonic.biz/es/lighting/shop/spaceplayer/case.html

学校法人ヴィアトール学園
洛星中学校 洛星高等学校 / 京都府
学校法人ヴィアトール学園
洛星中学校 洛星高等学校 / 京都府

学校学校

Cafe hanami / 東京都Cafe hanami / 東京都

飲食飲食

マツダ株式会社 本社ショールーム / 広島県マツダ株式会社 本社ショールーム / 広島県

カーディーラーカーディーラー

バーニーズ　ニューヨーク銀座店 / 東京都バーニーズ　ニューヨーク銀座店 / 東京都

スペシャリティストアスペシャリティストア

パナソニックセンター大阪 / 大阪府パナソニックセンター大阪 / 大阪府

ショウルームショウルーム
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映像
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照明と映像が融合することで、空間の可能性が拡がります。
光が新しい意味と力を手に入れた。

それは、あなたの想像力によって、これまでにない表現を可能にする。

― さあ、空間に新しいおどろきを。

Lighting Projection Wonder space
映像 新しい空間照明

DisplayDisplay

WeddingWedding

BannerBanner

EntranceEntrance

使用例

Movie and Picture

文字情報
Typography

様々な
色形

Colors and Form

照明
Lighting

便利なおすすめ機能便利なおすすめ機能
質の高い空間演出を実現する便利なおすすめ機能についてご紹介します。（設定などの詳細はホームページをご確認ください。）質の高い空間演出を実現する便利なおすすめ機能についてご紹介します。（設定などの詳細はホームページをご確認ください。）

※コンテンツの立ち上げに1～3秒かかります。※コンテンツの立ち上げに1～3秒かかります。

1. リモコンで簡単操作！ ダイレクト再生機能1. リモコンで簡単操作！ ダイレクト再生機能

2. 設定時刻に自動再生！ スケジュール再生機能2. 設定時刻に自動再生！ スケジュール再生機能

リモコンの1～6ボタンで
投映したいコンテンツを直接再生。
リモコンの1～6ボタンで
投映したいコンテンツを直接再生。

こんな時に便利！
タイミングに合せて再生し、
サプライズ演出をお手軽に。
タイミングに合せて再生し、
サプライズ演出をお手軽に。

※最大1秒のズレが生じます。※最大1秒のズレが生じます。

3. 時刻同期で機器を連動！ 複数台同時再生機能3. 時刻同期で機器を連動！ 複数台同時再生機能

機器を有線LANに接続することで、
手軽に複数台を同時再生。
機器を有線LANに接続することで、
手軽に複数台を同時再生。

こんな時に便利！

※最大3ヶ月先までの日にち、または、曜日ごとにコンテンツの再生スケジュールを設定できます。※最大3ヶ月先までの日にち、または、曜日ごとにコンテンツの再生スケジュールを設定できます。

あらかじめ設定したスケジュール通りに
コンテンツを自動再生。
あらかじめ設定したスケジュール通りに
コンテンツを自動再生。

こんな時に便利！
モーニング→ランチ→ディナーと、
それぞれの時間帯に合わせたシーンを演出。
モーニング→ランチ→ディナーと、
それぞれの時間帯に合わせたシーンを演出。

有線LAN有線LAN

HUB

複数のコンテンツを連動させることで、
スケールの大きな空間演出が可能に。



RestaurantRestaurant
これまでにない空間演出によって、料理をより
おいしく、お客様をより幸せに。Space Player
の生み出す変幻自在の光が、最高のホスピタ
リティをお手伝いします。

これまでにない空間演出によって、料理をより
おいしく、お客様をより幸せに。Space Player
の生み出す変幻自在の光が、最高のホスピタ
リティをお手伝いします。

作品に関する様々な情報を映像で伝え、楽しみ
ながら理解を深められる展示演出。
作品に関する様々な情報を映像で伝え、楽しみ
ながら理解を深められる展示演出。

ShopShop
屋内・屋外、季節、時間帯…。それぞれの
シーンで、その洋服はどう見える？お客様
のイメージがふくらみます。

屋内・屋外、季節、時間帯…。それぞれの
シーンで、その洋服はどう見える？お客様
のイメージがふくらみます。

外光を再現した光で

照らしながら、

街や自然の映像を投映。

作品の美しさを

忠実に照らしながら

作者のプロフィールなどを投映。

デザートを

はなやかに照らしながら、

サプライズ映像を投映。

テーブルを照らしながら
メニューや動画を投映
テーブルを照らしながら
メニューや動画を投映

壁面に展示物の
説明を表示
壁面に展示物の
説明を表示

天井直付け型天井直付け型

プロジェクションライティングが実現する新しい空間演出。プロジェクションライティングが実現する新しい空間演出。
配線ダクト取付け型に加え、天井直付け型と床置き型をラインアップ。

空間演出の幅がさらに拡がりました。

配線ダクト取付け型に加え、天井直付け型と床置き型をラインアップ。

空間演出の幅がさらに拡がりました。

傾斜天井（45°まで）への設置や、
配線ダクトがない天井への事後設置が可能です。
傾斜天井（45°まで）への設置や、
配線ダクトがない天井への事後設置が可能です。

天井への投映、下方から壁へ向けての
アッパー投映が可能です。
天井への投映、下方から壁へ向けての
アッパー投映が可能です。

床置き型床置き型

天井に映し出される映像が、
お客様によりリラックスいただける癒しの空間を演出します。
天井に映し出される映像が、
お客様によりリラックスいただける癒しの空間を演出します。

配線ダクト取付け型配線ダクト取付け型
Space PlayerSpace Player Space PlayerSpace PlayerSpace PlayerSpace Player

取り付け、取り外し、設置後の移動も簡単です。取り付け、取り外し、設置後の移動も簡単です。

NTN91001W（ベース本体：ホワイト） ＋ NTN98000W（天井直付けボックス）
NTN91001B（ベース本体：ブラック） ＋ NTN98000B（天井直付けボックス）
NTN91001W（ベース本体：ホワイト） ＋ NTN98000W（天井直付けボックス）
NTN91001B（ベース本体：ブラック） ＋ NTN98000B（天井直付けボックス）

NTN91000W（本体：ホワイト）
NTN91000B（本体：ブラック）
NTN91000W（本体：ホワイト）
NTN91000B（本体：ブラック）

NTN91001W（ベース本体：ホワイト） ＋ NTN98001W（床置き台座）
NTN91001B（ベース本体：ブラック） ＋ NTN98001B（床置き台座）
NTN91001W（ベース本体：ホワイト） ＋ NTN98001W（床置き台座）
NTN91001B（ベース本体：ブラック） ＋ NTN98001B（床置き台座）

傾斜天井にお店からお客様へのメッセージを投映し、
サプライズ演出を。
傾斜天井にお店からお客様へのメッセージを投映し、
サプライズ演出を。

背景に使用シーンの
イメージ動画を投映
背景に使用シーンの
イメージ動画を投映

シーンに合わせたあかりを照射シーンに合わせたあかりを照射

床から天井に向けて
星空などの映像を照射
床から天井に向けて
星空などの映像を照射

床から傾斜天井に向けて
メッセージなどを投映
床から傾斜天井に向けて
メッセージなどを投映

Relaxation SalonRelaxation Salon RestaurantRestaurantMuseumMuseum

33 44



意匠性が求められる空間にもなじみます。
（本体色はホワイト、ブラックの2色をご用意）

意匠性が求められる空間にもなじみます。
（本体色はホワイト、ブラックの2色をご用意）

スポットライト型デザインスポットライト型デザイン フレキシブルな可動構造フレキシブルな可動構造 様々な再生方式に対応様々な再生方式に対応

ホワイト ブラック

水平より下向きの全方向を照射できます。
（床置き型は水平より上向き）
（縦長映像を投映可能なポートレートモードにも対応）

水平より下向きの全方向を照射できます。
（床置き型は水平より上向き）
（縦長映像を投映可能なポートレートモードにも対応）

映像入力：SDカード、HDMI、無線LAN
※無線LANでの動画再生はできません。

映像入力：SDカード、HDMI、無線LAN
※無線LANでの動画再生はできません。

よくあるご質問よくあるご質問

詳細はホームページを検索!詳細はホームページを検索!

主な特長主な特長 仕様仕様

お客様ご要望の専用コンテンツを制作いたします（有料）。
また、コンテンツをお客様ご自身で制作される場合のSpace Player専用コンテンツ素材をWEBサイトにてご用意しております（有料）。
詳しくはWEBサイトをご覧ください。

お客様ご要望の専用コンテンツを制作いたします（有料）。
また、コンテンツをお客様ご自身で制作される場合のSpace Player専用コンテンツ素材をWEBサイトにてご用意しております（有料）。
詳しくはWEBサイトをご覧ください。

コンテンツ制作コンテンツ制作

A ： 本体にスピーカーは付いておりませんが、
  音声出力端子が付いています。 外部の
  音響システムと接続することで音声出力
  が可能です。

A ： 本体にスピーカーは付いておりませんが、
  音声出力端子が付いています。 外部の
  音響システムと接続することで音声出力
  が可能です。

Q ： 音声は出力できますか？Q ： 音声は出力できますか？

A：以下のファイル形式に対応しています。
     ［静止画］・jpg/jpeg・bmp　
     ［動　画］・mov・avi・mp4
  　　　　・mpg/mpeg・wmv

A：以下のファイル形式に対応しています。
     ［静止画］・jpg/jpeg・bmp　
     ［動　画］・mov・avi・mp4
  　　　　・mpg/mpeg・wmv

Q ： SDカードでは、どんなファイル形式を
  再生できますか？
Q ： SDカードでは、どんなファイル形式を
  再生できますか？

A ： 一般的な配線ダクトであれば設置可能です。
  ただし調光器が接続された配線ダクトでは
  使用できません。

A ： 一般的な配線ダクトであれば設置可能です。
  ただし調光器が接続された配線ダクトでは
  使用できません。

Q ： 既設の配線ダクトに設置可能ですか？Q ： 既設の配線ダクトに設置可能ですか？
A：Space Player に内蔵されている時計を同期させ、 スケジュール再生機能と組み合わせることで、
  ほぼ同じタイミングで映像を映し出すことが可能です。 （ご注意：1 秒程度の誤差が生じます。 ）
  ※詳細はHPをご確認ください。

A：Space Player に内蔵されている時計を同期させ、 スケジュール再生機能と組み合わせることで、
  ほぼ同じタイミングで映像を映し出すことが可能です。 （ご注意：1 秒程度の誤差が生じます。 ）
  ※詳細はHPをご確認ください。

Q ： 複数のSpace Playerから同じタイミングで映像を流すことはできますか？Q ： 複数のSpace Playerから同じタイミングで映像を流すことはできますか？

A ： 目安は2m離した時に最大60型で約1,000 lxです。
  ※詳細は以下グラフィックをご確認ください。
A ： 目安は2m離した時に最大60型で約1,000 lxです。
  ※詳細は以下グラフィックをご確認ください。

Q ： 投写画面サイズと投写距離・明るさの関係は？Q ： 投写画面サイズと投写距離・明るさの関係は？

※中心照度は、映像モードをダイナミックにし、かつ全白を表示した時のおおよその値を示しています。
※上の表に記載の寸法は若干の誤差があります。また、「台形補正」使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。
※中心照度は、映像モードをダイナミックにし、かつ全白を表示した時のおおよその値を示しています。
※上の表に記載の寸法は若干の誤差があります。また、「台形補正」使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

品番

価格

灯具

光出力

入力電圧

消費電力

重量

光源

寿命

付属品

パネル表示方式

パネル画素数

推奨映像解像度

レンズ

スローレシオ※

投写範囲

台形補正

接続端子

メモリーカードスロット

無線LAN

音声出力端子

取付方法

寸法図

品番

価格

灯具

光出力

入力電圧

消費電力

重量

光源

寿命

付属品

パネル表示方式

パネル画素数

推奨映像解像度

レンズ

スローレシオ※

投写範囲

台形補正

接続端子

メモリーカードスロット

無線LAN

音声出力端子

取付方法

寸法図

タイプタイプ

ＮＴＮ91001W（ベース本体：ホワイト）＋
ＮＴＮ98000W（天井直付けボックス）
ＮＴＮ91001W（ベース本体：ホワイト）＋
ＮＴＮ98000W（天井直付けボックス）

ＮＴＮ91001B（ベース本体：ブラック）＋
ＮＴＮ98000B（天井直付けボックス）
ＮＴＮ91001B（ベース本体：ブラック）＋
ＮＴＮ98000B（天井直付けボックス）

オープン価格※　※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

プラスチック（ホワイトつや消し仕上/ブラックつや消し仕上）

1,000 lm

AC100～242V50Hz/60Hz

125W

5.0ｋｇ(本体3.3ｋｇ＋天井直付けボックス1.7ｋｇ）

レーザーダイオード

20,000時間（初期の50％の明るさになるまで） 

ワイヤレスリモコン付

DLP®チップ1枚DLP®方式

1,039,680画素(WXGA相当）

1,280×800 

電動ズーム（1～2.2倍）・電動フォーカス

1.5～3.3：1（※投写距離：スクリーン長辺長さ）

水平より下向き

水平・垂直・4点補正（対応角度最大±40°） ※条件によって制限があります。

HDMI（19P)1系統HDCP対応  　LAN(RJ-45)1系統  　ネットワーク接続用PJLink（class1）対応  　100Base-TX、10Base-T

SDカードスロット（SDHCメモリーカード32GBまでに対応）×1  　本体のみで静止画・動画再生が可能

IEEE802.11a/b/g/n  　ワイヤレス伝送技術「Miracast」対応

M3ステレオミニジャック

天井直付け用（傾斜天井45°まで対応）
　※壁付はできません。※取付方向には制限があります。

オープン価格※　※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

プラスチック（ホワイトつや消し仕上/ブラックつや消し仕上）

1,000 lm

AC100～242V50Hz/60Hz

125W

5.0ｋｇ(本体3.3ｋｇ＋天井直付けボックス1.7ｋｇ）

レーザーダイオード

20,000時間（初期の50％の明るさになるまで） 

ワイヤレスリモコン付

DLP®チップ1枚DLP®方式

1,039,680画素(WXGA相当）

1,280×800 

電動ズーム（1～2.2倍）・電動フォーカス

1.5～3.3：1（※投写距離：スクリーン長辺長さ）

水平より下向き

水平・垂直・4点補正（対応角度最大±40°） ※条件によって制限があります。

HDMI（19P)1系統HDCP対応  　LAN(RJ-45)1系統  　ネットワーク接続用PJLink（class1）対応  　100Base-TX、10Base-T

SDカードスロット（SDHCメモリーカード32GBまでに対応）×1  　本体のみで静止画・動画再生が可能

IEEE802.11a/b/g/n  　ワイヤレス伝送技術「Miracast」対応

M3ステレオミニジャック

天井直付け用（傾斜天井45°まで対応）
　※壁付はできません。※取付方向には制限があります。

ＮＴＮ91000Ｗ（本体：ホワイト）ＮＴＮ91000Ｗ（本体：ホワイト）

ＮＴＮ91000B（本体：ブラック）ＮＴＮ91000B（本体：ブラック）

ＮＴＮ91001Ｗ（ベース本体：ホワイト）＋
ＮＴＮ98001Ｗ（床置き台座）

ＮＴＮ91001Ｗ（ベース本体：ホワイト）＋
ＮＴＮ98001Ｗ（床置き台座）

天井直付け型天井直付け型配線ダクト取付け型配線ダクト取付け型 床置き型床置き型

AC100V50Hz/60Hz(100V配線ダクト用）

125W

3.0ｋｇ

AC100V50Hz/60Hz(100V配線ダクト用）

125W

3.0ｋｇ

AC100V50Hz/60Hz

125W

4.1ｋｇ(本体3.3ｋｇ＋床置き台座0.8ｋｇ）

AC100V50Hz/60Hz

125W

4.1ｋｇ(本体3.3ｋｇ＋床置き台座0.8ｋｇ）

水平より下向き水平より下向き 水平より上向き水平より上向き

100V配線ダクト用100V配線ダクト用 床置き用床置き用

ＮＴＮ91001B（ベース本体：ブラック）＋
ＮＴＮ98001B（床置き台座）

ＮＴＮ91001B（ベース本体：ブラック）＋
ＮＴＮ98001B（床置き台座）

注）調光回路での使用はできません。注）本製品はJIS C 6802：2011またはIEC60825-1:2007に適合したクラス2レーザー製品です。使用中はレンズを絶対にのぞかないようにしてください。
●本商品は一般的な照明器具ではありません。詳細については別途、お取引先までお問い合わせください。
●DLPは、テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
●HDMI、および High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

注）調光回路での使用はできません。注）本製品はJIS C 6802：2011またはIEC60825-1:2007に適合したクラス2レーザー製品です。使用中はレンズを絶対にのぞかないようにしてください。
●本商品は一般的な照明器具ではありません。詳細については別途、お取引先までお問い合わせください。
●DLPは、テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
●HDMI、および High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
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スペースプレーヤー 検索 www2.panasonic.biz/es/lighting/shop/spaceplayer/www2.panasonic.biz/es/lighting/shop/spaceplayer/

※SDカードは32GB以下のものをご使用ください。また再生でき
る1ファイルの最大サイズは2GBです。※SDカードはデータ転送
速度が速い製品をご使用ください。（クラス10以上を推奨）※上
記ファイル形式においても、コーディックなどの諸条件により再
生できない場合がありますのでご注意ください。詳細はHPの取
扱説明書をご確認ください。

※SDカードは32GB以下のものをご使用ください。また再生でき
る1ファイルの最大サイズは2GBです。※SDカードはデータ転送
速度が速い製品をご使用ください。（クラス10以上を推奨）※上
記ファイル形式においても、コーディックなどの諸条件により再
生できない場合がありますのでご注意ください。詳細はHPの取
扱説明書をご確認ください。
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