60 cm（23.8型）エンターテインメントモニター

オープン価格 ※1

超狭額×超頭脳 ＝超進化
新 次 元 エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト モ ニ タ ー
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real scale

ゲーム・動画の画面没入感が向上。
ベゼルレスデザイン採用

快適な操作性を実現
2 mm

左右や上部のフレームがわずか6.0mm※の新デザイン採用。

さまざまな利用シーンに最適

Windows 専用ソフトウェアによる画質調整が可能。

ユーザー設定を含め7つのカラーモードをご用意。

モニター調整ファイルのインポート にも対応しています。

利用シーンに合わせて、簡単に使い分けることが可能です。

※

シームレスな画面表示は、
あらゆるエンターテインメントの画面

またリモコンを付属しており、PC 以外での使用時にも

没入感を高めます。もちろんマルチモニターとの相性も抜群です。

快適にモニターをコントロールできます。

※ベゼル2.0mm、液晶パネル非表示エリア4.0mmの合計値

※クラウド経由でプロゲーマーや、
目の疲れを軽減する設定ファイルを提供

6 mm + 6 mm

作品の「すべて」を映し出すEIZOの動画技術

User 1

ユーザー設定が可能なカラーモードです。

User 2
Game ( Dark scene)

暗いシーンが多いゲーム表示に適しています。

Game ( Light scene)

明るいシーンが多いゲーム表示に適しています。

Cinema

ゲーム・動画・アニメなど、
あらゆる映像をシーンに応じて自動補正する 頭脳 を搭載。

Web / sRGB

圧倒的にリアルな高画質はFORISでのみ体験できます。
（補正量は、
オフを含めた6段階で調整可能）

暗いシーンに隠れた微細な
ディテールも見逃さない！

広視野角IPSパネル採用

2系統のHDMI入力や
USB 3.0を含む豊富な入力端子
映像信号

見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が
少なく、画面の隅々まで鮮明で安定した色調を再現します。
EIZO独自の超解像技術で

また、光の映り込みが目立たず目が疲れにくい

低解像なWEB動画やレトロゲームも

ノングレアパネルを採用しています。

シャープで鮮明に再現！

写真鑑賞やWEBデザインに適しています。
ブルーライトを低減し、
長時間作業での目の疲れを抑制します。

Paper

明るさ、彩度、
コントラストを補正し、

映画鑑賞に適しています。

USB 3.0
VIDEO

HDMI

USB 3.0

DVI

UP

DOWN

音声入出力
AUDIO

表示遅延0.05フレーム未満※

AUDIO

IN

OUT

OUT

PC / コンソール

スピーカー

ヘッドフォン

EIZO 独自の回路設計でゲーム操作を画面に
Smart機能を画面全体、
15:00 / 25:00

または動画エリアのみに適用！

Smart Insight 2：特許5247910 / Smart Resolution：特許4913246, 特許4937417 / Smart Detection：特許4980486

表示するまでの時間、わずか 0.05フレーム未満。
※拡大モード：ノーマル時を除く

PC / コンソール

ベストポジションで快適に

フリッカーフリーで安心

昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、
長時間の

60 mm

使用時にも疲れにくい、
快適な画面位置に画面を調整できます。

Height

輝度全域でフリッカーフリーを実現。LEDのちらつきが

Flicker-Free

気になる方にも、
安心してお使いいただけます。

60mm

Tilt
25°

フリッカー（イメージ）
フリッカーフリー（イメージ）

国内生産＆充実した5年間保証
保証期間内の修理費用が無償

Swivel

保証期間内の引き取り料金も無償

344°

修理期間中は無償で貸出機をお貸出し
※ただし、使用時間は 30,000時間以内に限ります。

FORIS® FS2434-Rは「ファイナルファンタジー
XIV」推奨周辺機器です。
「ファイナルファン
タジーXIV」は壮大な エオルゼア という世
界を舞台に、
世界中のプレイヤーとともに冒険
ができるオンラインゲームです。
新たなファイナ
ルファンタジーの世界へ旅立ちましょう
！
jp.finalfantasyxiv.com
※各種モード、
Smart Insight2のOn/Offによるゲームの差異はございません

オープン価格※1
パネル

主な機能

種類

IPS
（ノングレア）

表示モード

User1、
User2、
Game
（Dark scene）
、
Game
（Light scene）
、
Cinema、
Web/sRGB、
Paper

サイズ

60 cm
（23.8）
型
（可視域対角60.4 cm）

Auto EcoView

有
（出荷時設定ON）

推奨解像度

1920×1080

その他

表示色

約1677万色：8 bit対応

拡大モード、表示率、スムージング機能、色調整
（ブライトネス、黒レベル、
コントラスト、
色の濃さ、色合い、色温度、コントラスト拡張、Smart Insight 2、Smart Resolution、
Smart Detection、ガンマ、ゲイン、ノイズリダクション、オーバードライブ、リセット）
、
EcoView Index、Auto EcoView、EcoView Optimizer、電源ランプ、オフタイマー、リセット

視野角（水平／垂直、標準値）

178゜
／ 178゜

輝度（標準値）

250 cd/m2

コントラスト比
（標準値）

1000：1
（コントラスト拡張有効時 5000：1）

応答速度（標準値）

4.9 ms
（中間階調域）

映像信号
入力端子

PC: DVI-D 24ピン（with HDCP）
, PC・AV: HDMI x 2

デジタル走査周波数
（水平／垂直）

HDMI: 15〜68 kHz, 49〜61 Hz
DVI: 31〜68 kHz, 59〜61 Hz（VGA Text時: 69〜71 Hz）

機構
質量

5.2 kg（モニター部：4.0 kg）

スタンド

昇降 60 mm、チルト 25°Up、スウィーベル 344°

フリーマウント穴ピッチ 100 × 100 mm（VESA規格）
外観寸法（mm）
100（VESA）

539.4

52.5

音声
スピーカー

100
（VESA）

USB 3.0

344

モニターコントロール用×1ポート、
USBハブ×2ポート

規格

398.3-458.3

USB
機能

0.5 W + 0.5 W（ステレオ）

入力端子

PC: ステレオミニジャック×1, PC・AV: HDMI×2

出力端子

ラインアウト
（ステレオミニジャック）
×1、
ヘッドホン
（ステレオミニジャック）
×1

200

200

主な付属品

電源
最大消費電力

46 W

標準消費電力

15 W

節電時消費電力

0.5 W以下
（HDMIのみ接続、
スピーカー非動作時）

信号ケーブル
（DVI-D〜DVI-D×1
（長さ2.0m）
、
HDMI〜HDMI×1
（長さ2.0m）
）
、
USB 3.0ケーブル×1
（長さ2.0m）
、
オーディオケーブル、
リモコン、
リモコン用電池
（CR2025×1）
、
2芯アダプタ付電源コード、
ユーティリティディスク
（取扱説明書）
、
保証書付きセットアップガイド、
ケーブルホルダー、
VESAマウント取付用ネジ
（M4×12 mm）
×4本
※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、
ご使用の前に
必ず「取扱説明書」をお読みください 。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、
製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■Windows は、
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。■HDMI、
HDMI High-Deﬁnition Multimedia Interface および HDMIロゴは、
HDMI Licensing, LLC の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録
商標です。■本仕様は国内向モデルであり、
海外向モデルとは仕様が異なりますので、
ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、
改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、
撮影・印刷の仕上がり上、
実物とは多少異なる場合がありますので、
あらかじめご了承く
ださい。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、
画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、
有効ドット数の割合は 99.9994％以上です。■表示状態を長時間続けると、
表示面に黒いシミやムラ、
焼き付きが発生する場合がありますのでご注意くだ
さい。モニターを長くお使いいただくため、
定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■J-Mossグリーンマークに適合しています。詳細は、
http://www.eizo.co.jp/company/csr̲environment/product/label/jmoss/ をご覧ください。
■画面はハメコミ合成です。■カタログ内の画像はイメージです。

製品に関する情報は
製品に関するお問合せは

gaming.eizo.com

お問合せ、
ご用命は

受付時間 月〜金 9：30〜17：30（祝日、当社休業日を除く）

0570 - 200 - 557

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地
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