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株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）の

グループ会社、株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：緑川真）は、2020

年4月24日（金）からゲオ限定商品の「DVDプレイヤー搭載プロジェクター（GH-DVPJA-BK）」（9,980

円+税）を全国のゲオショップ451店舗およびゲオの公式インターネット通販（EC）サイト「ゲオオンラ

インストア」（https://ec.geo-online.co.jp/）にて順次販売します。 
 

今回新たに販売する「DVDプレイヤー搭載プロジェクター（GH-DVPJA-BK）」は、DVD再生機能付

きのため、1台でDVDの大画面投影が楽しめる家庭用プロジェクターです。最大投影サイズは投影距離

4.3ｍで150インチ、2mで67インチとなりますので、ご家庭でも手軽に大画面で映像を楽しむことがで

きます。 

DVDやCDの再生はもちろん、USBポート、microSDカードスロット、AV入力端子、HDMI入力端

子、VGA入力端子などの入力端子を装備し、スピーカーも搭載しているため、ゲーム機やビデオカメラ、

パソコン、スマートフォン（※1）などの画面やmicroSD・USBメモリーに保存されたデータを投影するこ

とができます。 

電源は、ACアダプタで、再生できるファイル形式は、静止画ではJPEG、BMP、動画ではMP4、MPEG、

WMV、3GP、音声ではMP3、WMA、WAV、AACなどで、明るさは2800ルーメンです。また、Bluetooth

を搭載しているため、Bluetooth対応のスピーカーやイヤホンに音声出力も可能です。 
 

ゲオは、2016年6月のDVDプレイヤー発売以来、イヤホン・ヘッドホン・ブルーレイプレイヤー・ポー

タブルDVDプレイヤー・CDラジカセ・AVアクセサリーなど、さまざまなゲオ限定のAV機器商品を取

り扱い、累計で約215万個を販売しています。 

今後も、「豊かで楽しい日常の暮らし」を提供すべく、ユーザーが使いたい商品を使いやすい価格で手

に取ることができる製品販売に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：Lightning やUSB Type-CとHDMIの 変換ケーブルが必要です 

～GWは自宅で映画館気分を楽しもう！～ 

ゲオ限定「DVD プレイヤー搭載プロジェクター」を販売 

2020年 4 月24日（金）から全国のゲオ451店舗で順次取り扱い開始 

NEWS RELEASE NEWS RELEASE 

＜「DVDプレイヤー搭載プロジェクター（GH-DVPJA-BK）」パッケージイメージ＞ 

https://ec.geo-online.co.jp/
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＜ゲオ限定商品「DVDプレイヤー搭載プロジェクター（GH-DVPJA-BK）」販売概要＞ 

取り扱い店舗：全国のゲオショップ451店舗、およびゲオオンラインストア 
※取り扱いの有無については各店舗で確認してください 

発 売 日：2020年4月24日（金）から順次 

商 品 名：DVDプレイヤー搭載プロジェクター 

型 番：GH-DVPJA-BK 

価 格：9,980円（税抜） 

 

製品仕様 

画面サイズ 32～150インチ 

投射距離 約1.0～4.3m 

明るさ 2800ルーメン 

コントラスト比 500:1 

最大表示解像度 800×480 

対応入力信号（HDMI） 最大1920×1080 （圧縮表示による対応） 

対応ディスクフォーマット 
DVD-VIDEO / DVD-VR（CPRM対応） / CD-DA / データDVD /  

データCD 

対応ディスクタイプ 
DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / 

CD-R / CD-RW 

対応外部メモリー 
microSDHCカード（～32GB） / USBメモリー（～32GB） 

※FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 

対応ファイル ビデオ / オーディオ / 静止画 

スピーカー 2chステレオ（2W×2） 

搭載端子 

USBポート×1、microSDカードスロット×1、AV入力端子×1、 

ヘッドホン出力端子（ステレオミニ）×1、VGA入力端子×1、 

HDMI入力端子×2、電源入力端子×1 

電源（ACアダプタ） 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC12V / 4.0A 

外形寸法 W203×D161×H95（mm） 

本体重量 約 1.1Kg 

付属品 

専用リモコン、専用ACアダプタ（約150cm）、専用AVケーブル（約120cm）、 

単4形乾電池×2（リモコンテスト用）、レンズキャップ、三脚、 

取扱説明書、保証書 

 

＜販売店舗一覧＞ 

都道府県 店舗名 

北海道 

ｹﾞｵ札幌星置店、ｹﾞｵ札幌篠路店、ｹﾞｵ札幌手稲店、ｹﾞｵ札幌北49条店、ｹﾞｵ小樽店、ｹﾞｵ札幌環状通東店 

ｹﾞｵ札幌光星店、ｹﾞｵ札幌西岡店、ｹﾞｵ札幌豊平店、ｹﾞｵ札幌美しが丘店、ｹﾞｵ上野幌店、ｹﾞｵ北広島店、 

ｹﾞｵ札幌厚別店、ｹﾞｵ滝川東町店、ｹﾞｵ砂川店、ｹﾞｵ江別大麻店、ｹﾞｵ稚内店、ｹﾞｵ旭川神楽店、ｹﾞｵ八雲店、 

ｹﾞｵ函館昭和店、ｹﾞｵ函館鍛治店、ｹﾞｵ帯広ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ店、ｹﾞｵ静内店、ｹﾞｵ釧路貝塚店、ｹﾞｵ釧路星が浦店、 

ｹﾞｵ中標津店、ｹﾞｵ網走店、ｹﾞｵ紋別店ｹﾞｵｲｵﾝ石狩緑苑台店、ｹﾞｵ千歳駅前店、ｹﾞｵ千歳信濃店、ｹﾞｵ岩見沢店、 

ｹﾞｵ苫小牧新生台店、ｹﾞｵ音更木野大通店、ｹﾞｵ旭川大町店、ｹﾞｵ北見南大通店、ｹﾞｵ札幌西町店 

ｹﾞｵ札幌狸小路2丁目店、ｹﾞｵ札幌南郷通店、ｹﾞｵ旭川永山3条店 

青森県 
ｹﾞｵ青森柳川店、ｹﾞｵ弘前安原店、ｹﾞｵ青森浜館店、ｹﾞｵ八戸湊高台店、ｹﾞｵ八戸下長店、ｹﾞｵ十和田千歳森店 

ｹﾞｵ八戸小中野店、ｹﾞｵ三沢店、ｹﾞｵｲｵﾝﾀｳﾝ青森浜田店 
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都道府県 店舗名 

岩手県 ｹﾞｵ盛岡三本柳店、ｹﾞｵ盛岡本宮店、ｹﾞｵ宮古長町店、ｹﾞｵ盛岡高松店、ｹﾞｵ大船渡店、ｹﾞｵ花巻店 

宮城県 
ｹﾞｵ気仙沼南郷店、ｹﾞｵ仙台南中山店、ｹﾞｵ仙台南店、ｹﾞｵ仙台長町南店、ｹﾞｵ大河原店、ｹﾞｵ仙台古城店 

ｹﾞｵ利府店、ｹﾞｵ仙台八乙女店、ｹﾞｵ仙台中野店、ｹﾞｵ白石店 

秋田県 ｹﾞｵ秋田牛島店、ｹﾞｵ秋田飯島店、ｹﾞｵ湯沢店、ｹﾞｵ大館店、ｹﾞｵ横手店 

山形県 
ｹﾞｵ酒田駅前店、ｹﾞｵ鶴岡美咲町店、ｹﾞｵ新庄店、ｹﾞｵ鶴岡城南店、ｹﾞｵ鶴岡宝田店、ｹﾞｵ米沢金池店 

ｹﾞｵ山形花楯店、ｹﾞｵ寒河江店、ｹﾞｵ東根中央店、ｹﾞｵ山形高堂店 

福島県 
ｹﾞｵ相馬店、ｹﾞｵ会津若松ｲﾝﾀｰ店、ｹﾞｵいわき平上荒川店、ｹﾞｵ須賀川店、ｹﾞｵいわき湯本店、ｹﾞｵ郡山城清水店 

ｹﾞｵ郡山小山田店 

茨城県 
ｹﾞｵ竜ヶ崎松ヶ丘店、ｹﾞｵ石岡店、ｹﾞｵ牛久中央店、ｹﾞｵ木田余店、ｹﾞｵ高萩店、ｹﾞｵ河和田店、ｹﾞｵ日立金沢店 

ｹﾞｵつくば学園店、ｹﾞｵ三和店、ｹﾞｵｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ神栖店、ｹﾞｵ阿見店、ｹﾞｵ常陸太田店、ｹﾞｵ土浦店 

栃木県 
ｹﾞｵ並木店、ｹﾞｵ東峰町店、ｹﾞｵからす山店、ｹﾞｵ間々田店、ｹﾞｵ大平店、ｹﾞｵ羽川店、ｹﾞｵ西那須野店 

ｹﾞｵ足利鹿島店、ｹﾞｵ城東店、ｹﾞｵ佐野高萩店 

群馬県 
ｹﾞｵ太田宝町店、ｹﾞｵ桐生店、ｹﾞｵ新里店、ｹﾞｵ高崎福島店、ｹﾞｵ西吉井店、ｹﾞｵ藤岡店、ｹﾞｵ赤堀店 

ｹﾞｵ前橋高井店、ｹﾞｵ片貝店、ｹﾞｵ連取店、ｹﾞｵ館林店、ｹﾞｵ内ヶ島店、ｹﾞｵ笠懸店、ｹﾞｵ飯塚店 

埼玉県 

ｹﾞｵ吉川店、ｹﾞｵ川口赤山店、ｹﾞｵ蕨店、ｹﾞｵ東大宮店、ｹﾞｵつるせ店、ｹﾞｵ坂戸店、ｹﾞｵ川越新宿店 

ｹﾞｵふじみ野店、ｹﾞｵ飯能柳町店、ｹﾞｵ北本店、ｹﾞｵ加須店、ｹﾞｵ上尾中妻店、ｹﾞｵ鴻巣吹上店、ｹﾞｵ鴻巣店 

ｹﾞｵ大沼店、ｹﾞｵ新行田店、ｹﾞｵ深谷上柴店、ｹﾞｵ新座片山店、ｹﾞｵ毛呂山店、ｹﾞｵ久喜店、ｹﾞｵ熊谷店 

ｹﾞｵ東越谷店、ｹﾞｵ草加新田店、ｹﾞｵ川口元郷店、ｹﾞｵ春日部ﾕﾘﾉｷ通り店、ｹﾞｵ上尾小泉店、ｹﾞｵ東松山店 

ｹﾞｵ寄居店 

千葉県 
ｹﾞｵ幕張店、ｹﾞｵおゆみ野店、ｹﾞｵ稲毛店、ｹﾞｵいすみ深堀店、ｹﾞｵ八柱店、ｹﾞｵ市原店、ｹﾞｵ柏明原店 

ｹﾞｵ八千代高津店、ｹﾞｵ大網白里店、ｹﾞｵ千葉都町店、ｹﾞｵ富里店 

東京都 
ｹﾞｵ鹿浜店、ｹﾞｵ綾瀬店、ｹﾞｵ小平小川町店、ｹﾞｵﾎﾞｰﾄ店、ｹﾞｵひばりヶ丘店、ｹﾞｵ青梅新町店、ｹﾞｵ梅島店 

ｹﾞｵ昭島店、ｹﾞｵ都立家政店 

神奈川県 
ｹﾞｵ木月店、ｹﾞｵ野川店、ｹﾞｵ湘南台店、ｹﾞｵ横浜岡野店、ｹﾞｵ今宿店、ｹﾞｵ海老名店、ｹﾞｵ平塚四之宮店 

ｹﾞｵ横浜栗木店、ｹﾞｵ稲田堤店、ｹﾞｵ弥生台店、ｹﾞｵ市ヶ尾店 

新潟県 
ｹﾞｵ出来島店、ｹﾞｵ竹尾ｲﾝﾀｰ店、ｹﾞｵ新発田店、ｹﾞｵ三条店、ｹﾞｵ上越高田店、ｹﾞｵ燕吉田店、ｹﾞｵ長岡西津店 

ｹﾞｵ塩沢店、ｹﾞｵ新潟空港通り店、ｹﾞｵ長岡宮内店、ｹﾞｵ寺尾店 

富山県 ｹﾞｵ富山布瀬店、ｹﾞｵ高岡蓮花寺店、ｹﾞｵ富山婦中店、ｹﾞｵ砺波ｲﾝﾀｰ店、ｹﾞｵ天正寺店、ｹﾞｵ富山上飯野店 

石川県 
ｹﾞｵ小松有明町店、ｹﾞｵ小松符津店、ｹﾞｵ金沢元菊店、ｹﾞｵ松任店、ｹﾞｵ金沢久安店、ｹﾞｵ金沢東大通店 

ｹﾞｵ津幡店、ｹﾞｵ新輪島店、ｹﾞｵ内灘店、ｹﾞｵ金沢御経塚店 

福井県 ｹﾞｵ福井二の宮店 

山梨県 ｹﾞｵ石和店、ｹﾞｵ甲府昭和店 

長野県 ｹﾞｵ須坂店、ｹﾞｵ中野ﾊﾞｲﾊﾟｽ店、ｹﾞｵ穂高店、ｹﾞｵ川中島店、ｹﾞｵ茅野店、ｹﾞｵ佐久店、ｹﾞｵ更埴店、ｹﾞｵ岡谷店 

岐阜県 

ｹﾞｵ多治見光ヶ丘店、ｹﾞｵ可児店、ｹﾞｵ蘇原店、ｹﾞｵ岐南店、ｹﾞｵ岐阜市橋店、ｹﾞｵ岐阜河渡店、ｹﾞｵ池田店 

ｹﾞｵ高山昭和店、ｹﾞｵ岐阜茜部店、ｹﾞｵ岐阜真正店、ｹﾞｵ関緑ヶ丘店、ｹﾞｵ大垣ﾊﾞｲﾊﾟｽ店、ｹﾞｵ岐阜羽島店 

ｹﾞｵ大垣築捨店 

静岡県 

ｹﾞｵ沼津学園通り店、ｹﾞｵ静岡ｲﾝﾀｰ店、ｹﾞｵ富士宮店、ｹﾞｵ静岡SBS通り店、ｹﾞｵ藤枝水上店、ｹﾞｵ掛川大池店 

ｹﾞｵ大井川店、ｹﾞｵ浜松市野店、ｹﾞｵ浜松西伊場店、ｹﾞｵ浜松初生店、ｹﾞｵ浜松さんじの店、ｹﾞｵ函南店 

ｹﾞｵ富士店、ｹﾞｵ御殿場萩原店、ｹﾞｵ浜松幸店、ｹﾞｵ静岡川合店、ｹﾞｵ磐田今之浦店、ｹﾞｵ浜北店 

愛知県 

ｹﾞｵ豊橋藤沢店、ｹﾞｵ豊川店、ｹﾞｵ田原店、ｹﾞｵ守山吉根店、ｹﾞｵ甚目寺店、ｹﾞｵ道徳店、ｹﾞｵ高浜店 

ｹﾞｵ一宮名岐ﾊﾞｲﾊﾟｽ店、ｹﾞｵ一宮音羽店、ｹﾞｵ知多店、ｹﾞｵ新城店、ｹﾞｵ東海荒尾店、ｹﾞｵ刈谷井ヶ谷店 

ｹﾞｵ豊田広路店、ｹﾞｵ春日井店、ｹﾞｵ名古屋高畑店、ｹﾞｵ一宮ｲﾝﾀｰ店、ｹﾞｵ江南飛高店、ｹﾞｵ岡崎大樹寺店 

ｹﾞｵ名駅南店、ｹﾞｵ焼山店、ｹﾞｵ名古屋黒川店、ｹﾞｵ名古屋南陽店、ｹﾞｵ武豊店、ｹﾞｵ西尾店、ｹﾞｵｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ扶桑店 

ｹﾞｵ本地ヶ原店、ｹﾞｵ春日井ｲﾝﾀｰ店、ｹﾞｵ名古屋守山店 

三重県 
ｹﾞｵ鈴鹿西条店、ｹﾞｵ朝日町店、ｹﾞｵ津南店、ｹﾞｵ名張店、ｹﾞｵ志摩店、ｹﾞｵ四日市日永店、ｹﾞｵ久居ｲﾝﾀｰ店 

ｹﾞｵ津高野尾店、ｹﾞｵ鈴鹿磯山店、ｹﾞｵ伊勢店、ｹﾞｵ松阪久保店、ｹﾞｵ松阪大塚店 
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都道府県 店舗名 

滋賀県 ｹﾞｵ大津瀬田店、ｹﾞｵ長浜店、ｹﾞｵ守山大門店、ｹﾞｵ西大津店 

京都府 ｹﾞｵ舞鶴店、ｹﾞｵ伏見新堀川店、ｹﾞｵ山科東野店、ｹﾞｵ北大路下鴨店 

大阪府 

ｹﾞｵ天六店、ｹﾞｵ箕面店、ｹﾞｵ高石店、ｹﾞｵ藤井寺ｲﾝﾀｰ店、ｹﾞｵ八尾店、ｹﾞｵﾍﾞｱｰｽﾞ大日店、ｹﾞｵ岸和田店 

ｹﾞｵ大阪日本橋店、ｹﾞｵ高槻浦堂店、ｹﾞｵ高槻緑町店、ｹﾞｵ三国本町店、ｹﾞｵ玉出店、ｹﾞｵ長居公園店 

ｹﾞｵくらわんか枚方店、ｹﾞｵ泉南店 

兵庫県 
ｹﾞｵ伊丹店、ｹﾞｵ鳴尾店、ｹﾞｵ三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ店、ｹﾞｵ伊川谷店、ｹﾞｵ姫路砥堀店、ｹﾞｵ姫路車崎店 

ｹﾞｵ西神ﾊﾟﾙﾃｨ店、ｹﾞｵ丹波氷上店 

奈良県 ｹﾞｵ斑鳩店、ｹﾞｵ奈良四条大路店、ｹﾞｵ橿原店、ｹﾞｵ奈良押熊店 

和歌山県 ｹﾞｵ新宮店、ｹﾞｵ南紀田辺店、ｹﾞｵ和歌山大浦店 

鳥取県 ｹﾞｵ倉吉店、ｹﾞｵ米子西福原店、ｹﾞｵ鳥取立川店、ｹﾞｵ鳥取安長店 

島根県 ｹﾞｵ益田店、ｹﾞｵ出雲店、ｹﾞｵ松江菅田店 

岡山県 ｹﾞｵｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ児島店、ｹﾞｵ津山ｲﾝﾀｰ店、ｹﾞｵ総社店、ｹﾞｵ益野店、ｹﾞｵ笹沖店、ｹﾞｵ下中野店、ｹﾞｵ水島店 

広島県 ｹﾞｵ東広島西条店、ｹﾞｵ福山みどりまち店、ｹﾞｵ東尾道店、ｹﾞｵ三原店、ｹﾞｵ呉焼山店 

山口県 ｹﾞｵ防府店、ｹﾞｵ下松店、ｹﾞｵ小野田店、ｹﾞｵ柳井店、ｹﾞｵ下関大坪店、ｹﾞｵ山口湯田店、ｹﾞｵｲｵﾝﾀｳﾝ周南久米店 

徳島県 ｹﾞｵ藍住店、ｹﾞｵ鴨島店、ｹﾞｵ鳴門店 

香川県 ｹﾞｵ円座店、ｹﾞｵ丸亀南店、ｹﾞｵ詫間店、ｹﾞｵ高松ﾚｲﾝﾎﾞｰﾛｰﾄﾞ店、ｹﾞｵ観音寺店、ｹﾞｵﾐﾗｸﾙﾀｳﾝ店 

愛媛県 ｹﾞｵ宇和島店、ｹﾞｵ大洲店、ｹﾞｵ今治鳥生店、ｹﾞｵ松山朝生田店、ｹﾞｵ松山中央店 

高知県 ｹﾞｵ高知南国店、ｹﾞｵ高知土佐道路店 

福岡県 

ｹﾞｵ北九州大里店、ｹﾞｵ行橋店、ｹﾞｵ北九州折尾店、ｹﾞｵ古賀店、ｹﾞｵ福津店、ｹﾞｵ久留米ｲﾝﾀｰ店 

ｹﾞｵ大牟田田隈店、ｹﾞｵ福岡東光寺店、ｹﾞｵ福岡吉塚駅前店、ｹﾞｵ大野城店、ｹﾞｵ北九州徳吉店 

ｹﾞｵ福岡姪浜駅前店、ｹﾞｵ北九州中津口店、ｹﾞｵｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎店、ｹﾞｵ福岡和白丘店、ｹﾞｵ福岡土井店 

ｹﾞｵ飯塚秋松店、ｹﾞｵ福岡大橋店、ｹﾞｵ福岡賀茂店、ｹﾞｵ那珂川いちょう通り店、ｹﾞｵ小郡店、ｹﾞｵ福岡若久店 

ｹﾞｵ飯塚幸袋店、ｹﾞｵ直方店 

佐賀県 ｹﾞｵ佐賀南部ﾊﾞｲﾊﾟｽ店、ｹﾞｵ佐賀北部ﾊﾞｲﾊﾟｽ店、ｹﾞｵ佐賀北川副店 

長崎県 ｹﾞｵ長崎大学前店、ｹﾞｵ福江店、ｹﾞｵ佐世保藤原店、ｹﾞｵ大村店、ｹﾞｵ佐世保相浦店、ｹﾞｵ長崎小ヶ倉店 

熊本県 ｹﾞｵｲｵﾝﾀｳﾝ荒尾店、ｹﾞｵ熊本光の森店、ｹﾞｵ八代海士江店、ｹﾞｵ熊本萩原店、ｹﾞｵｲｵﾝﾀｳﾝ西熊本店 

大分県 
ｹﾞｵｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた店、ｹﾞｵ国東店、ｹﾞｵ大分森町店、ｹﾞｵ大分高城店、ｹﾞｵ大分明野店、ｹﾞｵ日出店 

ｹﾞｵ宇佐店、ｹﾞｵ大分戸次店 

宮崎県 
ｹﾞｵ宮崎恒久店、ｹﾞｵ延岡店、ｹﾞｵ日向店、ｹﾞｵ西都店、ｹﾞｵｸﾛｽﾓｰﾙ清武店、ｹﾞｵ都城上東店、ｹﾞｵ日南店 

ｹﾞｵ都城郡元店、ｹﾞｵ宮崎平和台店 

鹿児島県 
ｹﾞｵ姶良店、ｹﾞｵ鹿児島国分店、ｹﾞｵｸﾞﾗｰﾄﾞ東開店、ｹﾞｵ鹿屋店、ｹﾞｵ鹿児島草牟田店、ｹﾞｵ薩摩川内店 

ｹﾞｵ鹿児島新栄店、ｹﾞｵ阿久根店 

沖縄県 

ｹﾞｵ那覇新都心店、ｹﾞｵ宮古店、ｹﾞｵ宜野湾店、ｹﾞｵ津嘉山店、ｹﾞｵ石垣店、ｹﾞｵ与那原店、ｹﾞｵ首里大名店 

ｹﾞｵ名護店、ｹﾞｵ泡瀬店、ｹﾞｵ沖縄美里店、ｹﾞｵ名護びいまた店、ｹﾞｵ石川店、ｹﾞｵ北谷国道58号店 

ｹﾞｵ那覇真嘉比店 

 

■ゲオ限定商品「DVDプレイヤー搭載プロジェクター（GH-DVPJA-BK）」 

ゲオオンラインストア販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g985458401/ 

 

 

以上 

https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g985458401/

