
ゲームも

これまでの常識を覆す全く新しい
伸び縮みするスクリーン「フレピタ」登場！

フレピタなら1枚の商品で幅広い投写サイズをカバー！

FP-120Z1-SF121
●対応サイズ：85 ～ 120インチ
●生地サイズ：約 2630×1280ｍｍ
●クランパー 10 個付属

●フレピタはアウンノオンラインでご購入いただけます。

アウ
トド
アで
も

使え
る！

大画
面で
映画
も

見れ
ちゃ
う！

フレキシブルにフレキシブルに

●対応サイズ：55 ～ 85 インチ
●生地サイズ：約 1840×1110ｍｍ
●クランパー 6個付属

FP-120Z1-SF121（対応サイズ：85インチ～ 120インチ）の場合。

FP-085Z1-SF121

●対応サイズ：40 ～ 55 インチ
●生地サイズ：約 1180×710ｍｍ
●クランパー 6個付属

FP-055Z1-SF121

www.aunno.onlアウンノオンライン 検索

こんなス
クリーン

見たこと
ない！

1882mmで投写
2214mmで投写

2480mmで投写

85 インチ 100 インチ 約 112 インチ

高画質

スクリーンを製造して 65 年の老
舗、オーエスが手掛ける本格的
なスクリーン。映像の美しさに
こだわりました。

スクリーンメーカーが
作る本格スクリーン

軽量

例えば FP-055Z1-SF121 ならス
クリーンの重量は 200g 以下と
超軽量です。

常識を覆す！
わずか 200g以下 !

洗える

なんとスクリーンが洗える！
汚れたら優しく手洗いすること
で、リフレッシュすることができ
ます。

スクリーンが洗える!
汚れたら洗濯可能 !

超短焦点

抜群の平面性を誇るので、超短
焦点プロジェクターとの相性も
抜群です。

超短焦点プロジェク
ターにも対応

フレピタなら保管方法も楽ちん！
折りたたんでも丸めても OK。
スクリーンの収納に場所をとり
ません。

保管も簡単！
折りたたみ収納可能

たためる

オーエスが独自に開発した伸縮
性のスクリーン。投写サイズは
フレキシブル！

伸びて縮んで！
自由自在の大きさに！

伸びる

アウンノオンラインに
アクセス！

WEBで製品チェック！

約 886×498（40）～

約1218×685（55）

約1218× 685（55）～

約1882×1058（85）

約1882×1058（85）～

約2657×1494（120）

アスペクト比インチ 最大伸張サイズ展開生地サイズ クランパースクリーン

約 1180×710 約 1391×922　　　

約 2630×1280
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スクリーンの顕微鏡拡大写真 スクリーンの断面図
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フレピタはスクリーンメーカーのオーエスのこだわ
りがつまったスクリーンです。映画やスポーツ観戦
など大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけま
す。

抜群の平面性を誇るので、超短焦点プロ
ジェクターでもゆがみなく映像を見ること
ができます。

超短焦点

オーエスのスクリーン
画質へのこだわりを追及

型式

■商品名：フレキシブルスクリーン

対応生地
   投写可能サイズ※1

イメージサイズ※1

（mm）W×H（型）
JANコード

生地サイズW×H（ｍｍ）※2 製品質量（kg） 付属
クランパー数

FP-055Z1-SF121

FP-085Z1-SF121

FP-120Z1-SF121

SF121

40 ～ 55

55 ～ 85

85 ～ 120

4942465024176

4942465024183

4942465024190

0.2

0.4

0.7約 2914×2014
※3

フレピタなら1枚のスクリーンでフレキシブルなサイズに対応。伸縮するのでお好みのサイズでご使用いただけます。
スクリーンの張りとプロジェクターの投写距離を調整することで、投写できるサイズが拡大します。

伸び縮みするので、　　　のスクリーンでフレキシブルな投写サイズに対応

伸び伸
び

スクリ
ーン！！

使い方は工夫次第 !

東京都足立区綾瀬 3-25-18 TEL.0120-212-750  FAX.0120-380-496 https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/

１枚１枚

例

特許出願中

SF121

収納袋付き

※1生地を伸ばして使用するため、あくまでも参考値です。保証値ではありません。※２下地条件により最大値は変わります。特にコーティングされているスチール面は、マグネットが滑る

ことがあります。※３推奨値の 115 型換算です。



ビックリ！
スクリーンが洗える？

汚れても洗えるフレピタならアウトドアにもぴったり！
星空の下、キャンプで最高の想い出作りをお手伝いします。

大画面でスポーツを楽しみたい！
そんな願いをフレピタがお手軽に叶えます。

屋内・屋外で、これまで
考えられなかった空間で
大画面が楽しめる！

驚く場所で
大画面が楽しめる

っとああ
アイデア次第で使い方も色 ！々

こんな汚れも大丈夫！

スクリーンは汚れにデリケート！しかしフレピタなら汚れても洗うことが可能！
洗濯できる画期的なスクリーンです。

例えば屋外で利用してスクリーンが汚れた。
こんな状態でも大丈夫！

優しくつけ置き洗い

自然乾燥で完了！

洗い方は簡単。40°以下のぬるま湯または
水で生地を優しく手洗いしてください。

洗濯機の脱水機や乾燥機は使用せず、
洗った後は自然乾燥で乾かしてください。

洗濯ばさみを使うポイントは生地の折り返し部
分を挟むことです。生地が傷むことを防げます。

丸めてもたたんでもOK

付属の収納袋

スクリーン単体の重さは 200g 以下（FP-055Z1-SF121
の場合）。付属のクランパーを含めてもトータル 500g
と、持運びが容易なモバイルスクリーンです。

200g 以下の軽量スクリーン！

右の写真は壁に投写した場合とフレピタに投写
した場合の比較です。壁の方は壁の凹凸が気
になりザラザラした感じがします。一方、フレ
ピタはキメの細かい精細な映像で、壁に比べ
て階調が豊かです。フレピタはユニークな商品
性に加え、大画面を楽しむための映像の美しさ
にもこだわっています。

スクリーンを矢印の方向に
引っ張って張った状態。

スクリーンを広げた状態

伸びる

軽量

洗える

たためる

伸びる

オーエスが独自に開発した伸び縮みするフレキシブルスクリーン「フレピタ」
は、スクリーンを引っ張って使用します。付属のクランパーでスクリーンの折
り返し部分を挟み、クランパーをスチール棚などの磁力が効く面に付着してス
クリーンを張り込みます。

汚れたら洗濯可能！

画質が自慢！

軽量 !持運びも楽ちん

たたんで収納できる
丸めてもたたんでも生地が傷まない特
殊素材を採用。丸めて収納しても生地
を引き伸ばすことで平面性を保ちます。
付属の収納袋に入れて保管すれば場所
をとることもありません。（収納の際はク
ランパーを外してください。）

スポーツからアクションまで大画面ゲームは迫力
満点！ゲームの新しい楽しみ方が見つかるはず。

磁力が効く面ならあらゆる場所でフレピタが使用可能！
ガレージのシャッターもスクリーンに早変わり！

ご自宅で手軽に大画面の映画が楽しめます。
週末の家族のだんらんにもオススメ！

仲間とワイワイしながらパブリックビューイング
感覚で、スポーツ観戦が楽しめます。

モバイルプロジェクターを使えば車内があっという間にシアターに！
恋人とのデートや家族の旅行で、車内の楽しみ方が広がります。

ミーティングルームにスクリーンが欲しかった。
そんなビジネスシーンでも大活躍！

フレピタのここがすごい！

ベランダスタジアム

大画面ゲーム

プレゼンテーション

お手軽シアター

キャンプシアター スポーツ観戦ガレージシャッターに

ドライブシアター

ロープを使用して屋外でスクリーンを固定

クランパーと紐を使用することで、磁力
が効かない屋外でも使用できます。

CHECK!

家族で楽しむ
仲間とワイワイ

大迫力！

スチール面なら
最高の想い出を

迫力満点！

ビジネスにも

カーライフ♪

こんなスクリーン見たことない！

グシャグシャにしても平気！

とにかく軽いスクリーン

スクリーンの常識を覆す！

こだわりのスクリーン

後部シートを倒して車内でシアター後部シートを倒して車内でシアター

子供部屋のベッドを利用してスクリーンを設置。
アイディア次第でスクリーンの設置場所は色 ！々

子供部屋でも

こんな所に！

CHECK!

家の中でも
ローピングは大活躍！
家の中でも
ローピングは大活躍！

壁に投写した場合 フレピタに投写した場合画質のクオリティが高い！

クランパー
スクリーン生地を固定す
るマグネット付きのクラ
ンパーが標準付属。

強力マグネット

壁のエンボスが目立ち表面がザラザラ 滑らかな色彩表現

階調が深い奥行きの
ある映像階調が低い平坦な印象

高画質

使用シーンが
広がるローピング

※紐は付属しません。


