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61cm（24.1）型カラー液晶モニター

e c o作業ストレス低減で
業務効率Up！

環境負荷を抑え
電力も大幅Cut！

トータルコストを
大幅Down！
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●オープン価格※1

表示する画像に合わせて
最適な表示を選べる
FineContrast機能

Picture sRGB

TextMovie

※6

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。
※5

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 
※2 インターレース表示には対応しておりません。 
※3 AV機器との接続はサポートしておりません。 
※4 Auto FineContrast（対応OS：Windows Vista）は、付属のソフトウェアScreenManager 
　　Pro for LCD（DDC/CI）のインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは
　　使用できない場合があります。 
※5 PC3R「PCグリーンラベル制度 （2008年度版）」の審査基準 を満たしています。
　　詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。 
※6 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。 
※7 取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI、Mac OS非対応）、ICCプロファイ
　　ルを含みます。

　

デジタル／アナログ
どちらにも対応する
2系統入力

デジタル アナログ

複数ウィンドウを
すっきり表示する
画面分割ソフトウェア

■画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能
　を搭載。
■コンパクトな筐体の背面にスピーカーを内蔵。
■著作権保護技術HDCPに対応。

低環境負荷の液晶モニター

■オプション

EIZO  61cm（24.1）型液晶モニター用保護パネル
（光沢面／ノングレア面両用）
●標準価格：17,000円（税抜：16,191円）

FP-2400W

61cm（24.1）型カラー液晶モニター

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。

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。

■Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Mac OSは、Apple Inc.
の登録商標です。■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。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加
事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■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。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なき
ものは無効となります。）■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかを
お確かめください。■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。■画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

http://www.eizo.co.jp
製品に関する情報はEIZOウェブサイトで

■製品に関するお問い合わせは        受付時間  月～金 9：30～18：00（祝祭日、弊社休業日を除く）

動画表示時は明るく、文字入力時は輝度を抑
えて、目の疲れを軽減するなど、表示する画像
に合わせて最適な表示モード（輝度・ガンマ・
色温度）を選択できます。

画面分割ソフトウェア EIZO ScreenSlicerを
標準添付。デスクトップ画面を擬似的に分割
して画面全体を有効に使うことができます。
分割した領域に簡単な操作でウィンドウを配
置できるため、大型ワイドモニターやマルチ
モニターにて、複数のウィンドウを同時表示
する場合に便利です。

デジタル信号に対応するDVI-D 24ピンコネク
タとアナログ信号に対応するD-Sub15ピン（ミ
ニ）コネクタを各1入力ずつ装備しています。

標準添付
デジタル：DVI-D ～ DVI-D ×1
アナログ：D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1

■仕様
EV2411W-HGY

EV2411W-HBK

61cm（24.1）型（可視域対角61.1cm）

TN

水平178°/垂直178°（コントラスト比5：1時）

300cd/m2 ／ 1000：1

5ms

1920×1200

518.4×324.0mm

0.270×0.270mm

約1677万色：8bit対応（約10億6433万色中/10bit-LUT）

デジタル：162MHz、アナログ：202.5MHz

デジタル：31〜76kHz／59〜61Hz

　　　　（VGA Text時：69〜71Hz）

アナログ：31〜94kHz／55〜76Hz

　　　　（1920×1200時：55〜61Hz）

デジタル：DVI-D 24ピン×1／HDCP対応
※3

アナログ：D-Sub15ピン（ミニ）×1

サウンド：音声入力端子 ステレオミニジャック×1

　　　　 音声出力端子 ヘッドフォン端子×1

セパレート、コンポジット

VESA DDC 2B

昇降：82mm、縦回転：右90°、チルト：上40°

スウィーベル：右35°/左35°

100mm×100mm

500mW+500mW

AC100-120V/AC200-240V±10％、50/60Hz

45W（パワーセーブ時0.8W以下／待機時0.6W以

下、1系統入力時、スピーカー非接続時）

標準使用時  本体（スタンド部含む）566×456〜538×208.5mm

縦回転使用時 本体（スタンド部含む）367×578〜637.5×208.5mm

モニター部 566×367×85mm

約10.2kg（約7.2kg）

FineContrast（Text、Picture、Movie、sRGB、Custom）、

Auto FineContrast
※4

セルフアジャスト（アナログのみ）

クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整（オー

ト）、信号フィルタ

フルスクリーン・拡大・ノーマル（ボーダー輝度

設定）／5段階

輝度、コントラスト、色温度（14段階：4000K〜

10000Kまで500K単位、9300K）、ガンマ調整、

色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット

音量

デジタル：DVI DMPM

アナログ：VESA DPMS

EcoView Index､入力信号設定、入力信号切替、

インフォメーション（解像度、使用時間等）、OSD

メニュー設定、調整ロック、言語選択（9カ国

語）、電源ランプ、オフタイマー、サウンドパワー

セーブ、DDC/CIロック、DVI入力レベル、リセット

EIZO Eco Products 2009

TCO'03、PCグリーンラベル（2008年度版）
※5
、

国際エネルギースタープログラム、T Ü V/S、

TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、

CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電

気用品安全法、RoHS、J-Mossグリーンマーク
※6
、

グリーン購入法、EPEAT Silver

デジタル：DVI-D〜DVI-D×1

アナログ：D-Sub　15ピン（ミニ）〜 D-Sub 15ピン（ミニ）×1

2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブ

ル、ユーティリティディスク
※7
、セットアップガイド、保

証書

お買い上げの日より5年間

型番　セレーングレイ

　　　ブラック

サイズ

液晶パネルタイプ

視野角

輝度／コントラスト比

応答速度（黒→白→黒）

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

ドットクロック（最大）

走査周波数

（水平／垂直
※2
）

入力端子

同期信号

プラグ＆プレイ

スタンド機構

フリーマウント用穴ピッチ（VESA規格）

スピーカー

電源

消費電力（節電時）

外観寸法

（幅×高さ×奥行）

質量（モニター部）

画面表示モード選択

各種調整機能 自動調整機能

画像調整

（アナログのみ）

拡大モード/

スムージング機能

色調整

サウンド調整

省電力設定

　      （PowerManager）

その他

自社環境ラベル

各種エルゴノミクス・

安全規格

主な付属品　モニターケーブル

　　　 　 その他

保証期間

DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン（ミニ）

FlexScan EV2411W-HBK（ブラック）

FlexScan EV2411W-HGY
（セレーングレイ）



ヒトにやさしい 地球にやさしい

それは、ヒトにも、地球にも、財布にもやさしいEco。
低消費電力な仕様、水銀を含まない白色LEDの採用、
各種環境基準への適合など、環境負荷低減を追求する
だけではありません。
効率的なVDT（Visual Display Terminal）作業をサ
ポートする各機能や安心の5年間保証、ランニングコス
トの低減など、液晶モニターの専業メーカーだからでき
る、ユーザーの犠牲を伴わないEcoを提案しています。

財布にやさしい

FlexScan EV2411Wは
こんなにやさしい

自動調光機能 Auto EcoView

ネットワーク全体で省エネ EcoView NET

省電力をひと目で確認 EcoView Index

低消費電力

総消費電力を削減

安心の5年間保証

適切なVDT作業を促すEyeCareユーティリティ

表示状態を詳細に調整

調整範囲が広いスタンド

モニター正面の外光センサーで周囲の明るさを感知し、モニター表示を
最適な輝度に自動調整する機能です。作業環境に合わせた最適な輝度
調整が、目の負担の軽減につながります。 Auto EcoViewが輝度を適正レベルに抑え、消費電力を低

減します。また、バックライトに白色LEDを採用しており、
CCFL（冷陰極管）と比較して実用輝度での消費電力がよ
り低いほか、最大電力も半分以下に大幅低減（当社比）。使
用していない時は一定時間後にPower Saveモードや待機
モードに移行し、いっそうの消費電力の低減を行います。

環境基準EIZO Eco Products 2009に適合

白色LED採用の水銀レス仕様

より環境負荷の少ない製品開発を目指し、EIZOが
2002年より独自に制定する環境規格「EIZO Eco 
Products」の2009年度版に適合。旧版のEIZO Eco 
Productsや第三者機関の各種環境基準を満たして
いることはもちろん、主電源オフ時の消費電力0W、
省電力モード時の低電力化もクリアしています。また、自社Webサイトに
て製品に関するエコプロファイル（環境関連情報）を公開しています。

モニターの輝度に応じた省電力の度合をインジケーター表示します。常
に省電力の度合いを意識することで、消費電力の削減を促します。

複数台のEIZOモニターを導入した場合、EIZOが無償配布を行うネット
ワーク用のモニター電源管理ソフトウェアEcoView NET（対応OS：
Windows Vista）を使って、各モニターの輝度を一括調整し、事業所全体
の消費電力低減が図れます。

昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が大きく、縦回転に対応したスタ
ンドを採用。無理のない最適なモニター位置に調整を行うことが、肩・首
や目の疲れの軽減につながります。

モニター使用時の休憩時間の確保をサポートする、EIZO独自のソフト
ウェアに対応。一定時間ごとに休憩メッセージを伝える「EyeCare 
Reminder（アイケア･リマインダー）」と、使用時間を記録する「EyeCare Recorder
（アイケア･レコーダー）」の2つの機能
が適正な休憩を促し、長時間の
連続したVDT作業による能率
低下を予防します。

モニターの輝度を詳細に設定可能です。プリント用紙の色とモニター表示
の白色を合わせることで、入力作業時の違和感を低減できます。

適切なVDT作業設定で業務効率を向上
EIZOが2008年に実施した被検者による調査では、適切なモニター輝度
の調整とVDT指導により、作業効率が平均12.5％向上しました。
EIZOモニターなら、適切な輝度設定と最適な調整が可能なスタンドの採
用、EyeCareユーティリティの活用に加え、Auto EcoViewによる作業者の
負担軽減により、VDT作業の効率UPが図れます。

Auto EcoViewを使用した場合、同サイズの既存モデルの出荷時設定＊1

と比較して約72.5％の消費電力低減＊2になります。
また、EcoView Netの活用や主電源オフ時の消費電力0W化、EcoView 
Indexによる省電力への意識付けからも消費電力の削減によるコストダ
ウンが見込めます。

EIZOでは2003年に他社に先駆け5年間保証をス
タート。ご購入から5年間は、修理に関する費用は
無償です。保証期間が長いためトータルコストでメ
リットがあります。

白色LEDバックライト

VDT作業をサポートする機構や機能を装備。EIZOが行った実証

実験では、適切なVDT作業設定により、平均で12.5％作業効率が

向上しました。また、Auto EcoViewの活用などで、いっそうの作

業効率UPも見込めます。

1日あたり8時間、1年で250日（計2,000時間）、計100台のモ
ニターを使用する事業所の場合、1年間でこんなにEco

EIZOのモニターは安心の5年間保証。

3年間保証のモニターと単純比較した場合、長期間使用する場

合の買替えや修理費用が40％ダウンできます。それに伴う廃棄

時の環境負荷も40％ダウンできます。

快適なVDT作業（PCの表示端末を使用した作業）環境をサ
ポートする各種機能を搭載。ちょっとしたVDT作業対策で
作業ストレス低減と作業効率の向上が図れます。

ヒトにもやさしいAuto EcoView機能の他にも、さまざまな
省電力技術を結集。水銀を含まない白色LEDを採用するほ
か、各種環境基準をクリアした低環境負荷設計です。

VDT作業をサポートする各種機能で作業効率がUP。
また、低電力な仕様がランニングコストを低減。5年間の長
期保証も相まってトータルコストの低減を実現します！

消費電力量

10,000kWh 削減
CO2排出量

4,170kg 削減

削減コスト

257,980円
298本 低減

＊1　作業環境を一般的なオフィスの明るさとした場合
＊2　FlexScan S2401Wの輝度が100％設定の場合と比較
＊3　(社)産業環境管理協会 エコリーフVer2.1より、CO2排出係数0.417kg-CO2/kWhにて算出
＊4　林野庁Webサイトより、樹木のCO2吸収量14kg-CO2/年（約）にて算出
＊5　CO2排出権を4円/kg-CO2にて算出
＊6　2008年9月改定の東京電力第3段階電気使用料金24.13円/kWhにて算出

＊1　FlexScan S2401Wの輝度が100％設定の場合
＊2　作業環境を一般的なオフィスの明るさとした場合

＊3

＊4

＊5、＊6

FlexScan S2401W
（最大消費電力110W）

出荷時設定測定機種

FlexScan EV2411W
（最大消費電力 43W）

69W

33W

Auto EcoViewオン

34W

19W

CO2吸収に必要な樹木数

■ 実測値比較

EyeCare Reminder

EcoView Index表示

同サイズの機種と比較して

1. 消費電力が 72.5％約 Down

2. VDT作業効率が12.5％以上Up

3. 買替えや修理費用が40％Down

4. しかも低環境負荷設計も省電力！

52％出荷時設定で 
　　　　　約

72％明るさ調整で
　　　　　約

オート  エ コ ビ ュ ー

ア イ ケ ア

エ コ ビ ュ ー  イ ン デ ッ ク ス

エ コ ビ ュ ー  ネ ッ ト

＊1 　＊2

4 0°

センサー部

（ハイトアジャスタブルスタンド）

ボタンひとつでAuto EcoViewを作動

ボタンひとつでEcoView Indexを作動

効
業
作
Ｔ
Ｄ
Ｖ

率
（％）

測定条件

1. 標準設定 2. 適切な輝度 3. 適切な輝度
   ＋VDT 指導

[％] ※標準設定を100％とする。
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