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手書きソフトウェアを標準添付した
マルチタッチ対応の液晶モニターセットを発売
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、手書きソフト「PenPlus
プロ for EIZO」を標準添付した 58cm（23.0）型タッチパネル装着カラー液晶モニター FlexScan
T2351W-PPL と、43cm（17.0）型タッチパネル装着カラー液晶モニター FlexScan T1751-PPL を 7 月
20 日より販売します。価格はどちらもオープン価格。
＊オープン価格の商品は標準価格を定めていません。
＊参考価格（EIZO ダイレクト価格・税込）は、FlexScan T2351W-PPL：\94,800-、FlexScan T1751-PPL：\119,800-

FleｘScan T2351W-PPL と FlexScan T1751-PPL は、
赤外線光学イメージング方式による、Windows 7 のマ
ルチタッチ操作に対応しています。製品に同梱される
専用のタッチペンのほか、市販のタッチペンや指先な
ど、さまざまな物でタッチ操作が可能です。また、タッ
チ面は磨耗や傷に強い強化ガラスを採用しており、各
種用途に安心して採用できます。
標準添付のソフトウェア「PenPlus プロ for EIZO」は、国内トップシェアの手書きソフトウェアであ
るプラスソフト社の「PenPlus プロ」に独自の機能を追加したものです。PenPlus プロの使いやすさと
多彩な機能はそのままに、表示画面を擬似的に分割してウィンドウを整列できる機能や、手書き入
力が可能な範囲を制限できる機能が利用できます。
EIZO のタッチパネル液晶モニターと PenPlus プロ foｒ EIZO の組合せによって、パソコンのデス
クトップや Web ブラウザ上などにも、快適に手書き入力が行えます。また、手書き線のほかに、キー
ボードでのテキスト入力や画像、スタンプ、図形の貼付け、入力文字の加工などが可能です。入力
内容は、簡単な操作でキャプチャー保存ができるほか、Microsoft Word や Excel、PowerPoint など
のアプリケーションに直接貼付けもできるため、文教分野やビジネスプレゼンテーション、文書の訂
正指示、クリッピング、資料作成などさまざまな用途で活用できます。
特に文教分野においては、手元のタッチパネルモニターの操
作画面をミラーリング表示(※)することで、既設の大型テレビやプ
ロジェクターを電子黒板として活用できます。後付けの電子黒板
装置と比較して低コストなうえ、既存のパソコンと同じ操作で利用
できることから電子黒板を実際に使用する教師の負荷軽減が見
込め、現場へのスムーズな導入が図れます。
※ 接続する機器によっては、表示解像度やアスペクト比の違いにより正しくミラーリング表示できない場合があります。
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2．製品特長／機能
■ペン入力に対応
製品に専用のタッチペンを標準添付。手書きソフトウェア PenPlus プロ for
EIZO を使って文字を手書き入力する用途などに便利です。画面を拡大表示
して入力することもできるため、細部への入力や細かな文字の書き込みも
自在に行えます。
タッチパネルへの入力は、標準添付のタッチペンに限らず、市販品のタッチペンや指先などでも行
うことができます。
■手書き入力に適したモニタースタンド
液晶モニターの背面部に、チルトの角度を 10°ずつ 6 段階に調整できる専用
スタンドを搭載しています。長時間の使用でも腕や目が疲れにくいモニター画
面を見下ろすような角度や、無理なくペン入力やマルチタッチ操作が行える
角度に調整が可能です。また、ぐらつかず安定しているため、しっかりとタッ
チ操作できます。

■スタンド可動イメージ

■手書き領域を設定可能
PenPlus プロ for EIZO では、画面を擬似的に分割できる「EIZO ScreenSlicer」が使用できます。指
定した領域に沿って、ウィンドウを見やすく整列することができます。また、手書き入力が可能な領
域を限定することもできます。
■耐久性に優れローメンテナンス
タッチ面に強化ガラスを採用。タッチ耐久性やペン入力による磨耗に強く、細かな傷も付きにくくなっ
ています。また、タッチポイントのずれが起こらないため、定期的な再調整が不要です。
■マルチタッチ対応
Windows 7 のマルチタッチ対応アプリケーションでは拡大縮小（ピン
チアウト／ピンチイン）、回転などの操作を 2 本の指を使って直感的
に行うことができます。
■マルチタッチ操作イメージ

■VA パネル採用、透過性に優れたクリア表示
画面を斜めから見た際の色の変位が少ない広視野角 VA パネルを採用しています。高コントラスト
比の液晶パネルを採用し、画面にタッチパネル用のフィルム等の貼付けもないことから、透過性に
優れたクリアな表示が行えます。
■その他特長
・コンテンツに合わせて最適な表示モードを選択できる FineContrast 機能
・画面を適度な明るさに自動調整してユーザーの疲れ目や電力の消費を抑制
・10bit-LUT による滑らかな階調表現
・スピーカーとヘッドホンジャックを搭載。電子黒板用途においては、手元で音声が確認可能
・2 色のカラーバリエーションを用意
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3．製品仕様
型番

ブラック
グレイブラック

サイズ
タッチパネル部

液晶パネル
(カラーTFT)

ドットクロック
走査周波数

入出力端子

タッチパネル方式
通信方式
表面硬度
対応 OS
種類
視野角 (コントラスト比 10：1 時、typ.)
最大輝度 (typ.)
コントラスト比 (typ.)
応答速度 (typ.)
推奨最大解像度
標準表示面積 (横×縦)
画素ピッチ
最大表示色
表示階調
(デジタル／アナログ)
デジタル：水平／垂直 ※1

アナログ：水平／垂直 ※1
デジタル映像入力

アナログ映像入力
サウンド入力
USB 機能／USB ハブ
スタンド機構
スピーカー
電源
消費電力
最大消費電力
節電時消費電力

外観寸法
(幅×高×奥)
質量

待機時消費電力
標準使用時 本体(スタンド含む)
モニター部
本体（スタンド部含む）
モニター部

FlexScan T2351W-PPL
FlexScan T1751-PPL
T2351W-PPLBK
T1751-PPLBK
T2351W-PPLGB
T1751-PPLGB
48cm (23.0)型 (可視域対角 48.4cm)
43cm (17.0)型 (可視域対角 43.2cm)
赤外線光学イメージング方式
USB シリアル転送
6Mohs
5.5Mohs
Windows 7（64-bit、32-bit）/Vista（64-bit、32-bit）
VA(表面グレア仕様)
VA(表面ノングレア仕様)
水平 178゜／垂直 178゜
265cd/m2
180cd/m2
3000：1
1500：1
黒→白→黒： 25ms、中間階調域：7ms
黒→白→黒： 25ms
1920×1080
1280×1024
509.8×286.7mm
337.9×270.3mm
0.2655×0.2655mm
0.264×0.264mm
約 1677 万色：8bit 対応 (約 10 億 6433 万色中／10bit-LUT)
256 階調 (1021 階調中)
148.5MHz／148.5MHz
108MHz／135MHz
HDMI：15～68kHz／49～61Hz、
31～64kHz／59～61Hz
DVI：31～68kHz／59～61Hz
（VGA Text 時：69～71Hz）
（VGA Text 時：69～71Hz）
31～81kHz／55～76Hz
24.8～80.0kHz／50～75.0Hz
HDMI×1（PC/AV 接続対応）、
DVI-D 24 ピン×1 (HDCP 対応※2)
DVI-D 24 ピン×1 (HDCP 対応※2)
D-Sub 15 ピン (ミニ)×1
ステレオミニジャック×1
USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×1／－
チルト 15°/25°/35°/45°/55°/65°
350mW（モノラル）
500mW＋500mW
AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz
42W
34W
1.3W 以下 (1 系統信号入力時、USB 接続 1.2W 以下 (1 系統信号入力時、USB 接続
時)
時)
0.1W 以下
0.6W 以下
557×204.5～375.5×194～367mm
392×199～366×191～360mm
557×376×68mm
392×357×66.5mm
約 7.6kg
約 5.3kg
約 6.8kg
約 4.5kg

保証期間
お買い上げの日より 3 年間
※1 インターレース表示には対応しておりません。 ※2 AV 機器との接続はサポートしておりません。

EIZO、FlexScan は株式会社ナナオの登録商標です。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 © 2011 株式会社ナナオ 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
Web サイト： http://www.eizo.co.jp/

FAX：076-275-4128

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】
株式会社ナナオ 企画部 販売促進課
TEL：076-277-6795
FAX：076-277-6796 E-Mail：press@eizo.co.jp
Web サイト：http://www.eizo.co.jp/press
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