
 





 

クリエイティブワークのために、�

LCDはここまで進化した。�

Macユーザーのための�

　　　　　　　　　、新発売。�

液晶ディスプレイのパフォーマンスは、ここまで進化しました。デジ

タルクリエイターたちの高い要求に応える高品位液晶ディスプレイ　　

FlexScan L680 Argentの登場です。水平・垂直170°という圧倒的な視

野角で隅々まで安定した鮮明画像を表示する、高精細18.1型カラー

TFTパネルを採用し、21型CRTディスプレイに迫る表示面積を確保し

ながら、アイデアを練るためのデスクトップ・スペースを格段に広く

確保することができます。さらに1280×1024の高解像度をサポート

する実力とLCDならではの鮮やかな表示に加え、細かなラインはシャー

プに、写真や映像はソフトによりゆたかに階調表現する先進の機能を

搭載しました。たとえば、Power Macintosh G4など、最新のグラフィッ

クス・パフォーマンスを持つコンピュータの表示装置としても優れた

マッチングを実現します。デスクトップパブリッシングをはじめ、

グラフィックデザイン、ムービー編集、CAD設計まで、プロフェッショ

ナルユーザーに美しく快適なクリエイティブ環境を提案します。�

［アルジャン］�




アップストリーム×1、ダウンストリーム×4を備えた�

USBハブ機能を標準装備しています。また、2台の�

コンピュータを1台のディスプレイで使い分けられる�

プライオリティ機能付き2系統入力を搭載。�

コンピュータ本体の電源もディスプレイ前面から�

行なえるなど、デスクトップの�

ネットワークセンターとして機能します。�

使う人へのやさしさを表現した �

ウェーブレットデザイン・キャビネットを �

次世代のハイエンドディスプレイにふさわしく �

スタイリッシュなシルバーメタリックに仕上げました。�

［Des i gn］�
�

［Space］�
�スタンド部の奥行き218mm、ディスプレイ本体部分 �

わずか97mmの薄型設計。もちろん、スタンド部を �

取り外してアームでのレイアウトやパーテーションへの �

取り付けも可能です。広視野角パネルとあいまって、�

クリエイティブの現場でのさまざまな設置環境に対応します。�

�

［Ne two rk］�
�



  

解像度が高く、表現力ゆたかな大画面18.1型液晶パネル。 �

SXGA（1280×1024）の高解像度を精細にサポートするのは、選び抜かれたクォリティの�

18.1型Super-IPS液晶パネルです。21型CRTに匹敵する大画面で広い作業領域を実現し、�

さまざまなグラフィックスアプリケーションのマルチウインドウ表示や操作パレット、�

デジタルビデオ映像のレイヤー画面も見やすく表示します。さらに、1677万色のフルカラー

表示に対応し、なめらかな階調表現で鮮やかに色を再現。グレースケール表示でもノイズ感

がなく、黒の階調もツブレや浮きすぎがすくない高品位な表示を提供します。�

�

細かなラインはよりシャープに、ビジュアルはより美しく。�

画像をフル画面表示した場合にも、ドットのにじみを抑え、シャープで美しい

表示を可能とするスムージング機能を搭載。CGやCADのワイヤーフレーム、

Adobe Illustratorやテキスト表示に適した「シャープ」と、デジタルビデオ映像や

Adobe Photoshopなどのグラフィック表示に適した「ソフト」を�

クリエイティブワークにあわせて5段階より選択して表示できます。�

VGAからSXGAまでの解像度を3つのモードサイズで表示。�

640×480から1280×1024までの各解像度をそのままのリアルにも、�

補正拡大して表示することもできるフルスクリーン／拡大機能を搭載しました。�

Òノーマル（1:1）Ó、Ò拡大（アスペクト比固定）Ó、ÒフルスクリーンÓの3つのモードから�

選択できます。WebデザインやCAD・CGデザインなど異なる解像度を�

行ききするクリエイティブワークもストレスなく行えます。�

スマートなデザインが、クリエイティブワークを拡げます。�

L680 Argentは、同程度の表示領域を持つCRTディスプレイに比べ、�

奥行きで約40％、重量で約30％とコンパクト。それだけ、クリエイティブの�

ためのスペースを広くとることができます。もう、画像表示を優先して�

デスクスペースを犠牲にすることはありません。�

長時間の使用を考え、見やすく、快適な操作環境を。�

ディスプレイ画面は、上下に25°のチルト機能と左右にそれぞれ25°の�

スィーベル機能を備えています。長時間のワークにも、エルゴノミクス的に�

最適な角度で見ることで、ストレスを軽減することができます。�

デスクトップのコントロールセンターとして。�

EIZOのCRTディスプレイと同様のプライオリティ機能がついた2系統入力を搭載。�

それぞれのコネクタが独立してプラグ&プレイ機能をサポートし、�

USBハブ機能とともに、 作業効率のよい操作環境をつくることができます。�

また、 L680 Argentには、 Power Macintosh G3/G4対応アダプタが同梱されています。�

液晶の限界に近付いた驚くほど広い視野角。 上下・左右170°。�

Super-IPS液晶パネルの採用により、これまでの水準を大幅に上回る、水平視野角170°・�

垂直視野角170°の広視野角を実現しました。 視野角による色調変化が小さく、コントラスト

や色純度が向上し、さらに動画対応のための高速応答（標準20ms）の向上までも達成。�

見る位置や角度によって、色合いやコントラストが変わることなく、画面のすみずみまで�

鮮明で安定した色を再現し、数多くの作業や長時間の使用にも目の疲れを軽減します。�

�

プロフェッショナルユーザーのための�

精細な表現力。鮮明な色と安定した高品位画像を�

クリエイティブのために。�

�

独自のデジタル制御技術、さらに進化した心臓部。�

L680 Argentの高品位な画像表示を支えているのが、EIZO独自の�

デジタル制御技術、D3（D-cubed）テクノロジーです。液晶ディスプレイの

画像を再生するために開発された高性能ICチップD3ASICを中心に、�

輝度やコントラスト、色階調や色再現性などを高度に補正し、�

グラフィックを美しく精細に表示します。�
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［ 広い視野角と大画面で、LCDの新しい基準を提案します。］�

［ クリエイティブワークにあわせて最適な画像表示を。］�

奥行き 約60%削減�

縦横比4：3のまま、固定倍率�
にて拡大表示します。�

全画面に表示するように�
拡大します。（縦横比5：4）�

◯拡大（アスペクト比固定）モード� ◯フルスクリーン（全画面）モード�

グラフィックがなめらかに� テキストがくっきり美しく�
◯ソフト� ◯シャープ�

フリーマウント取付け部�
（VESA規格準拠）�

アップストリーム�
（1ポート）�

2系統入力�

ダウンストリーム�
（4ポート）�

セーフティロック�

USBハブ�

25°� 50°�

25°�

22°�

3°�

アームはL680 Argentのオプションアームです。�
オープン価格（日本フォームサービス社 製）�

170°�

170°�

25°�

自在に、さまざまな設置環境をサポート。�

薄型・軽量というメリットを活かして、液晶ディスプレイ本体とスタンド部を�

分離させることで、アーム利用やパーテーションなどを利用した設置が可能となります。�

視野角170°だからポートレートでの使用にも対応できます。ディスプレイ背面には�

VESA規格に準拠した各種の固定器具を取り付けることができます。�

�

［ プロフェッショナルのデスク環境をより快適にします。］�



    

〒924-8533　石川県松任市福留町655番地�

本　社（076）277-3977　名古屋（052）232-7701　大　阪（06）6301-7708�
東　京（03）3455-7701　北　陸（076）277-3971　福　岡（092）715-7706

�

●お問い合わせ、ご用命は�

EIZO ホームページ�

EIZOは（株）ナナオの世界統一ブランドです。�

●Apple、Appleロゴ、Power Macintosh G3/G4は、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。その他記載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ありますのであらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。�

http://www.eizo.co.jp/

�

このカタログは再生紙を使用しています。�

●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。�

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。�安全に関するご注意�

ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化は保証対象外になります。�
また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。�

● センドバック修理対応（3年間）�
● 出張修理対応（1年間）�
● 代替機無償貸出し�

全ディスプレイ製品�
�

2000年3月作成（991101B）Printed in Japan,3, 2000,6K

■仕様� ：オープン価格※1

パネル�

画素ピッチ�

最大表示色�

最大輝度�

コントラスト比�

視野角　水平/垂直�

入力信号�

入力端子�

ドットクロック�

走査周波数※2(自動追従)　水平／垂直�

標準表示面積(横×縦)�

推奨解像度�

ビデオ信号メモリー�

メインテナンスポート�

電源�

消費電力(節電時)�

省電力機能�

外観寸法(幅×高さ×奥行)／重量�

安全規格�

USBハブ機能�

主な付属品�

�

46cm（18.1）型カラーTFT液晶パネル（Super-IPS：低色度変位タイプ）�

0.280mm×0.280mm�

1677万色�

200cd/m2�

300：1�

170°/ 170°�

アナログRGB、2系統�

D-Sub15ピン（ミニ）×2系統�

135MHz�

27～82kHz／50～85Hz（1280×1024表示時は50～75Hz）�

359×287mm�

1280×1024�

28種（プリセットモード23種、ユーザーモード5種）�

RS-232C準拠、ミニDin-8ピンコネクタ�

100VAC±10％、50/60Hz�

67W（3W以下）�

VESA DPMS、EIZO MPMS、オフタイマー�

本体：430×455×218mm／7.4kg　ディスプレイ部：430×375×97mm／5.8kg�

VCCIクラスB、TUV Rheinland/Sマーク、国際エネルギースタープログラム、Energy2000�

USB規格Rev.1.1準拠、セルフパワードハブ、アップストリーム×1ポート、ダウンストリーム×4ポート�

取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、DOS/V用ケーブル（D-Sub15ピン（ミニ））、Macintosh G3/G4対応�

アダプタ、EIZO USBケーブル、ユーティリティディスク（ICCプロファイル含む）、保証書�

�

・・�

■ オートアジャスト機能搭載。クロック、フェーズ、画像位置／サイズを自動的に調整。（調整用ユーティリティ付属）�

■ オートコントラストレベル機能搭載。入力信号を自動調整し、適正な色階調表示を実現。�

■ プライオリティ機能付き2系統入力を標準装備。（D-Sub15ピン（ミニ）×2）�

■ USBハブ機能を標準装備。（アップストリーム×1、ダウンストリーム×4）�

■ 先進の省電力設計。国際エネルギースタープログラム、Energy2000対応。�

■ 電磁波対策については国際環境規格TCOÕ99に準拠。�

■ 保護パネル   FW-03（オプション）標準価格（税別）：9,000円�
　高画質を損なわない高透過率（87％）。はめ込むだけの簡単取付。�

218

97
37

22°�

3°�

（単位：mm）�

�

EIZOディスプレイの先進機能を搭載�



※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。�
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