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作成：2007年11月1日 

株式会社ナナオ マーケティング部 販売促進課 

 
 

フルＨＤ対応、デスクトップ型カラー液晶テレビ 

EIZO FORIS.HD 2モデルを新発売 
 

1． 概要 

株式会社ナナオ（本社：石川県白山市、代表取締役社長：実盛 祥

隆）は、カラー液晶テレビEIZO FORIS（フォリス）の新たな製品カテゴ

リーとして、“FORIS.HD”を設定し、製品展開をおこなっていきます。

FORIS.HDシリーズの第一弾として、フルHDに対応した2モデル（27V

型及び24V型）を2007年11月30日より発売します。 

  なお販売は、EIZO直販サイト「EIZOダイレクト」及び直営店「EIZOガ

レリア」を中心に展開していきます。 

 

 

【新発売の製品】 

●EIZO FORIS.HD DT27ZD1 
【27V型 地上・BS・110度CSデジタル フルハイビジョン液晶テレビ】 

価  格：オープン価格＜EIZOダイレクト販売価格189,000円（税込）＞ 

発売日：2007年11月30日（EIZOダイレクト及びEIZOガレリアでは11月1日より予約受付開始） 

 

●EIZO FORIS.HD DT24ZD1 
【24V型 地上・BS・110度CSデジタル フルハイビジョン液晶テレビ】 

価  格：オープン価格＜EIZOダイレクト販売価格168,000円（税込）＞ 

発売日：2007年11月30日（EIZOダイレクト及びEIZOガレリアでは11月1日より予約受付開始） 

  

    
DT27ZD1 DT24ZD1 
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2．商品コンセプト 

“デスクトップ・ハイビジョン” 

デジタル放送をはじめ、次世代DVDからゲーム、デジタルビデオカメラまで、身近なデジタルAV機

器は“ハイビジョン”をキーワードとし、高画質・高精細化へと進化し続けています。現在、ハイビジョ

ン映像が提供する高画質・高精細な映像をそのままに表示できる映像表示機器は大画面薄型テレ

ビが主流という状況の中、当社では、リビングで使用する大画面薄型テレビとは異なり、“パーソナ

ルな空間”でもっと気軽にハイビジョン映像を楽しんでもらいたい、とのコンセプトのもと商品開発さ

れたのがFORIS.HDです。今回発表のFORIS.HD 2モデルはパソコンモニターとして性能も十分に備

え、テレビとパソコンの融合進化を実現する映像ターミナルとして、新しいライフスタイルの提案をし

ていきます。 

 

3．製品特長 

【高画質】 

EIZOが考える高画質“ナチュラルコンフォート” 

EIZOが考える高画質とは、映像ソース本来の色調やなめらかさを忠実にナチュラ

ルに表現することです。特に動画表示では、その“ナチュラルな高画質”で各分野

にて高い評価を獲得した従来モデルFORIS.TVの映像処理技術が受け継がれて

おり、映像コンテンツが持つ情報だけでなく、見る人や周囲までを含めた設定環

境を考慮し、見る人にやさしく、目に負担をかけない快適な画作り“ナチュラルコ

ンフォート”を実現します。 

 
フルHD対応（1920×1200）液晶パネルを採用 

1920×1200の液晶パネルを採用し、1920×1080のフルハ

イビジョンを余すことなく表現。映像ソースの解像度と液晶

パネル解像度が1対1であるドット・バイ・ドット表示も可能な

ため、クリアでシャープな映像をお楽しみいただけます。さ

らに自然で豊かな階調表現により、どんな映像ソースもあり

のままに再現します。 

 

映画館と同じ質感を味わえる1080/24pに対応 

毎秒24コマで制作された映画をテレビで表示するには、従来、プルダウン処理が不可欠で、その処

理により動画の動きに不自然さが生まれることもありました。FORIS.HDはプルダウン処理なしに忠

実に再現する1080/24p（48Hz表示）に対応。映画制作者が意図した映像を素直に表現し、映画フィ

ルムの質感を自宅で味わうことができます。 
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【高音質】 

一体感サウンドシステム 

新開発のスピーカーシステムは、スピーカーから出た音を台に反射することで低音感を増強。また

専用設計されたディフューザーが高音を広げ、立体的な音場を構築。豊かな臨場感を備えつつ、心

地よい音質を実現しています。パーソナルな空間がFORIS.HDのナチュラルな映像と心地よい音に

包まれ、見る人との一体感を創り出します。 

 

 

 

 

【多機能】 

3系統のHDMI（1080p対応）入力端子を搭載 

ハイビジョン機器に対応した先進のデジタルインターフェイス「HDMI入力端

子」を3系統搭載。1080pフォーマット入力に対応し、高品位の映像と音を楽

しむことができます。入力端子は背面に2系統、側面に1系統装備し、さまざ

まなシーンでの接続にフレキシブルに対応しています。 

 

PC入力はDVI-I端子を搭載 

PC入力端子（DVI-I 29ピン）を備え、デジタル/アナログ入力の両方に対応。1920×1200のワイド画

面が画像編集、動画編集などの際に快適な作業環境を提供します。またNTSC比92%の広色域パ

ネルが鮮やかな色を再現。デジタルカメラで撮影した写真を鑑賞するなど、ＴＶとPCモニターが融合

した新しい使い方が可能です。 

 

PinP機能 

PCモニターとして使用している時に、テレビ放送やAV入力をウインドウ表示

できるPinP（ピクチャー・イン・ピクチャー）機能を搭載。PC作業中に子画面

でテレビ放送やAV入力映像を確認することができます。 

 

使い勝手を考えたFORIS.HDリモコン 

機能別にレイアウトされたボタンにより、多彩な機能を直感的に操作するこ

とが可能です。また他社製HDD内蔵DVDレコーダーの基本操作を行うこと

ができるマルチリモコン機能を備えています（レコーダーによっては操作でき

ないものもあります）。 
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【デザイン】 

デスクトップ環境における最適化を図ったFORIS.HDの外観デザイン。 

今回発表の2モデルは2007年度グッドデザイン賞を受賞しました。 

 

＜グッドデザイン賞 審査員コメント＞ 

「モニターとテレビという 2 つの商品価値の両立をめざし、実現したデザインである。TV+PC 対応の各機能をバラ

ンス化させた筐体と背面の造形から省スペース性を実現している。そのデザインプロセスも、デザインが製品開

発からビジネス展開まで統括指示していることを高く評価したい。」 

 

ケーブルマネージメント機能 

高精細、高品質にこだわるFORIS.HＤは、煩雑になりがちな背面にもこだわ

りました。オリジナルのケーブルマネージメント機能が、電源ケーブルやアン

テナケーブル、各種AVケーブルをすっきり収納します。 

 

チルト機能 

画面の向きを上に１0度、下に5度傾けることができます。リラックスした姿勢でハイビジョンコンテン

ツを楽しむとき、映像編集、画像編集などを集中して行うときなどで、画面の傾きを変えることがで

きます。 

 

カラーバリエーション 

ライフスタイルや設置場所、インテリアに自然に溶け込むフォリスブルー、ホワイトの2色をご用意し

ています。 

       
 

 

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。EIZO、FORIS、FORIS.TV、FORIS.HDは株式会社ナナオの登録商標です。その他記載されてい

る会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。 

Copyright © 2007 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved. 
 

 

 

 

 

 

 

 

【お客様からのお問い合わせ先】 

ＥＩＺＯコンタクトセンター TEL：0120-956-812  FAX：076-274-2496 

ホームページ：http://www.eizo.co.jp/ 
 

【報道関係各位のお問い合わせ先】 

株式会社ナナオ マーケティング部 販売促進課  

TEL：076-277-6795   FAX：076-277-6796  E-Mail：press@eizo.co.jp 

ホームページ：http://www.eizo.co.jp/press 

フォリスブルー ホワイト 
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【参考資料：FORIS.HD DT27ZD1/DT24ZD1 主な仕様】 

 

     DT27ZD1 DT24ZD1 

地上デジタル ○ ○ 

  CATV/パススルー対応  ○ ○ 

BS/110 度 CS デジタル ○ ○ 

地上アナログ   - - 

  アナログ CATV - - 

放送 

メディア 

通信 

アクトビラ ベーシック ○ ○ 

液晶パネル   27V 型ワイド／VA モード 24V 型ワイド／VA モード 

有効画面サイズ（幅×高さ／対角） 581.76×363.6／686.0mm 518.4×324.0／611.3mm 

画素数（水平×垂直） 1920×1200 1920×1200 

輝度   380cd/㎡ 360cd/㎡ 

視野角（水平／垂直） 178°／178° 178°／178° 

ノイズフィルター   ○ ○ 

コントラスト拡張   ○ ○ 

明るさ自動調整   ○ ○ 

黒レベル自動調整 ○ ○ 

ガンマ/色温度調整 ○ ○ 

自動シャープネス   ○ ○ 

映像 

電子番組表（EPG） ○ ○ 

デジタルアンプ   ○ ○ 

スピーカー仕様   フルレンジバスレフ 50mm×2 フルレンジバスレフ 50mm×2 

音声 

音声最大出力   4W×4W（JEITA） 4W×4W（JEITA） 

S ビデオ/コンポジット入力 1 1 

D 端子入力（D4）   1 1 

HDMI 入力（側面／背面） 1／2 1／2 

映像 1（DVI-I 29 ピン/HDCP 対応） 1（DVI-I 29 ピン/HDCP 対応） PC 入力 

音声 1（φ3.5 ステレオミニ） 1（φ3.5 ステレオミニ） 

S ビデオ/コンポジット出力（デジタル放送録画用） 1 1 

光デジタル音声出力 1 1 

アナログ音声出力 1（φ3.5 ステレオミニ） 1（φ3.5 ステレオミニ） 

ヘッドフォン出力   1（φ3.5 ステレオミニ） 1（φ3.5 ステレオミニ） 

LAN 端子   1（10BASE-T） 1（10BASE-T） 

入出力端子 

電話回線（モデム）端子 1 1 

本体寸法（幅×高さ×奥行）   634×529×280mm ※スタンド含む 565×483×280mm ※スタンド含む 

質量   14.5kg ※スタンド含む 13.0kg ※スタンド含む 

消費電力 （ ）内は待機電力   150W（1.0W 以下） 120W（1.0W 以下） 

 年間消費電力量（映像モード：標準時） 153kWh/年 115kWh/年 

PinP（ピクチャー・イン・ピクチャー） ○ ○ 

オフタイマー   ○ ○ 

チルト   上 10°／下 5° 上 10°／下 5° 

スウィーベル   360° 360° 

その他 

ケーブルマネージメント ○ ○ 

環境対応   J-Moss グリーンマーク、 

EIZO Eco Products 2006 

J-Moss グリーンマーク、 

EIZO Eco Products 2006 

保証   お買い上げの日より 3 年間 お買い上げの日より 3 年間 

 


