(English)

Cautions when using the NP44ML mounted on the NP-PA703UL
Parts of the procedure when mounting the option lens NP44ML and the support kit to the projector
may differ depending on the serial number of the NP-PA703UL.
The serial number of the NP-PA703UL can be found on the serial number label on the rear of the
projector (the side with the connection terminals).

Support Kit Handling Instructions (Model NP01LK) — “Preparation” on page 6
For serial numbers ending in “J” or a letter earlier For serial numbers ending in “K” or a letter later
in the alphabet

in the alphabet

(As indicated in the Handling Instructions)

(The procedure differs.)

① Connect the power cord to the projector.

① Connect the power cord to the projector.

For PA803U/PA723U/PA653U/PA853W/PA703W/ For PA803U/PA723U/PA653U/PA853W/PA703W/
PA903X, press the

(POWER) button to turn on PA903XL/PA703UL, press the

the power to the projector.

(POWER) but-

ton to turn on the power to the projector.

For PA803UL/PA703UL/PA653UL, do not press For PA803UL/PA653UL, do not press the
the

(POWER) button.

④ When the lens movement is finished, wait
10 seconds or longer.

(POWER) button.
④ When the lens movement is finished, wait
10 seconds or longer.

For PA803U/PA723U/PA653U/PA853W/PA703W/ For PA803U/PA723U/PA653U/PA853W/PA703W/
PA903X, press the

(POWER) button twice to PA903X/PA703UL, press the

turn off the power to the projector.

(POWER) button

twice to turn off the power to the projector.

（日本語）

NP44ML を NP-PA703ULJL に取り付けて使用する場合のご注意
NP-PA703ULJL の製造番号により、オプションレンズ NP44ML とサポートキットをプロジェ
クターに取り付ける際の手順が一部異なります。
NP-PA703ULJL の製造番号は、本体背面（接続端子部がある面）に貼付されている製造番号
ラベルで確認してください。

サポートキット取扱説明書（型名 NP01LK） ６ページ「準備」
本体に貼付の製造番号の末尾が「J」以前

本体に貼付の製造番号の末尾が「K」以降

【取扱説明書のとおりです】

【手順が変わります】

①プロジェクターに電源コードを接続する。 ①プロジェクターに電源コードを接続する。
NP-PA803UJL/NP-PA723UJL/NP-PA653UJL/ NP-PA803UJL/NP-PA723UJL/NP-PA653UJL/
NP-PA853WJL/NP-PA703WJL/NP-PA903XJL NP-PA853WJL/NP-PA703WJL/NP-PA903XJL/
の場合は、続いて

ボタンを押して、プロ NP-PA703ULJL の場合は、続いて

ジェクターの電源を入れます。

ボタン

を押して、
プロジェクターの電源を入れます。

※ NP-PA803ULJL/NP-PA703ULJL/NP-PA653ULJL ※ NP-PA803ULJL/NP-PA653ULJL の 場 合 は、
の場合は、

ボタンを押さないでください。

④レンズの動作終了後、10 秒以上待つ。

ボタンを押さないでください。
④レンズの動作終了後、10 秒以上待つ。

NP-PA803UJL/NP-PA723UJL/NP-PA653UJL/ NP-PA803UJL/NP-PA723UJL/NP-PA653UJL/
NP-PA853WJL/NP-PA703WJL/NP-PA903XJL NP-PA853WJL/NP-PA703WJL/NP-PA903XJL/
の場合は、続いて

ボタンを 2 回押して、 NP-PA703ULJL の場合は、続いて

プロジェクターの電源を切ります。

ボタン

を 2 回押して、プロジェクターの電源を切
ります。

（中文）

使用 NP-PA703UL+ 上所安装的 NP44ML 时的注意事项
在投影机上安装选件镜头 NP44ML 和支撑套件的部分步骤，视 NP-PA703UL+ 的序列号而可
能有所不同。

NP-PA703UL+ 的序列号可在投影机背面（带有连接端子的一侧）的序列号标签上找到。

支撑套件操作说明书（型号 NP01LK）—“准备工作”在第 6 页
对于以“J”或字母表中“J”之前字母结尾

对于以“K”或字母表中“K”之后字母结尾

的序列号

的序列号

（如操作说明中所示）

（步骤不同）

①将电源线连接至投影机。

①将电源线连接至投影机。

对于 NP-PA803U+/NP-PA653U+/NP-PA853W+/ 对于 NP-PA803U+/NP-PA653U+/NP-PA853W+/

NP-PA753W+/NP-PA703W+/NP-PA653W+/NP- NP-PA753W+/NP-PA703W+/NP-PA653W+/
PA903X+/NP-PA803X+/NP-PA703X+，按 （电 NP-PA903X+/NP-PA803X+/NP-PA703X+/NP源）键开启投影机电源。

PA703UL+，按

（电源）键开启投影机电源。

对于 NP-PA803UL+/NP-PA703UL+/NP-PA653UL+， 对于 NP-PA803UL+/NP-PA653UL+，请勿按
请勿按

（电源）键。

（电源）键。

④镜头移动完成后，等待 10 秒钟或更长时间。 ④镜头移动完成后，
等待 10 秒钟或更长时间。
对于 NP-PA803U+/NP-PA653U+/NP-PA853W+/ 对于 NP-PA803U+/NP-PA653U+/NP-PA853W+/

NP-PA753W+/NP-PA703W+/NP-PA653W+/NP- NP-PA753W+/NP-PA703W+/NP-PA653W+/
PA903X+/NP-PA803X+/NP-PA703X+，按 （电 NP-PA903X+/NP-PA803X+/NP-PA703X+/NP源）键两次关闭投影机电源。

PA703UL+，按
电源。

（电源）键两次关闭投影机

