
オート調整でいつも最適の画像表示を実現。使いやすさにこだわったコストパフォーマンスモデル。�

www.eizo.co.jp/products/lcd/

この製品には、PCリサイクルマー
クが貼付されています。廃棄の際
には、お客様の新たな料金負担
なしで、回収・再資源化を行います。�

�

BrightRegulatorセンサー�

P170-GY（カラー：セレーングレイ）   

■製品単カタ／P170　＜表＞�

43cm（17）型カラー液晶モニター�
●オープン価格※1

FlexScan P170は、面倒な設定なしでつねに最適な画

像表示を提供するEIZOの新LCDです。輝度や画像

位置などを自動調整する機能が充実しており、初期

設定や長時間の使用による再設定を必要としません。

また、設置の利便性を重視したスタンド構造で、見や

すさと使いやすさを徹底追求したモデルです。「5年

間保証」に加え、PCリサイクルマーク

付きなので、ご購入いただいた後も

安心して長くお使いいただけます。

��

BrightRegulator（ブライトレギュレータ）機能搭載�

モニター正面の外光センサーで周囲の明るさを

感知し、画面を適切な明るさに自動調整する機

能です。EIZO独自の調光機能があわせて機能する�

いつも最適な表示環境を実現します。�

�

各種アームやスタンドに対応�

スタンド部を取り外せば

オプションの各種アーム

やスタンドが取り付けら

れ、様々な設置環境に

対応します。従来よりも

スタンド部の取り外しが

簡単になったので、付け

替えが楽になりました。�

ことで、外光だけでなく、周囲の温度や経時変化

による輝度の変化も補正。つねに安定した、目に

もやさしい画面表示を提供します。�

�

�

�

�

�

�

セルフアジャスト機能�

パソコンからの入力信号を識別して、クロック、

フェーズ、表示位置、サイズなどの画像調整を自

動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載し

ました。この機能によって、面倒な画像調整なしに、�
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■製品単カタ／P170　＜裏＞�

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�

■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。�

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。�

●お買い求めは信用ある当店で�

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

〒924-8566　石川県松任市下柏野町153番地�

 Copyr ight © 2004 EIZO NANAO CORPORATION All rights  reserved.�
　　    2004年12月作成（041205）Printed in Japan,12, 2004, 25.5K 

・このカタログはエコマーク認定の用紙を使用しています。�
・このカタログは100％再生紙を使用しています。�

●オープン価格※1
43cm（17）型カラー液晶モニター（可視域対角43.2cm）�

■sRGBモードを搭載し、IEC（In t e r n a t i o n a l  

Electrotechnical Commission）の規定する色再現のため

の国際規格に適合しています。デジカメ、プリンターな

どの各種sRGB対応機器との色再現性、色空間を統一

するなど、簡易的なカラーマネー

ジメントが可能です。�

�

■システム起動とともに短時間で輝度を安定させる

輝度ドリフト補正機能を搭載。また、独自の調光機

能により安定した明るい画面を映し出すとともに、

バックライト輝度をセンサーで検出。周囲の温度や

経時変化による

輝度の変化に対

し、ブライトネ

スの自動補正を

実行します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

■アナログ入力信号に対応するD-Sub 15ピン（ミニ）

コネクタを装備。モニターケーブルも付属しています。�

�

■TCO'03、エコマーク等の、国内外環境ラベルの中

の環境配慮に関する要項を満たすとともに、再生プ

ラスチックの採用、消費電力の削減などを加えた環

境配慮に関する自主認定制度�

“EIZO Eco Products 2004”に適合。�

�

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。

TCO'03に適合。�

� �

�

サイズ�

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�

走査周波数※3　　水平�

　　　　　　　垂直�

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）�

電源�

消費電力（節電時）�

外観寸法（W×H×D）本    体 �

　　　　　　　　　モニター部 

重量�

自動輝度調整機能�

自動調整機能 �

画面表示モード選択 �

ScreenManager 自動調整

（OSD）           画質調整�

調整機能       色調整�

　　　　　　省電力設定

　　　　　　　その他�

�

�

�

�

各種エルゴノミクス・�

環境・安全規格�

�

�

�

�

主な付属品　モニターケーブル

　　　　　　  そ   の  他�

43cm（17）型（可視域対角43.2cm）�

カラーTFT液晶パネル（高色純度タイプ）�

水平160°/垂直150°（コントラスト比5：1時）�

300cd/m2／450：1�

16ms�

1280×1024�

338×270mm�

0.264×0.264mm�

1619万色：6bit対応�

135MHz�

24.8～80kHz�

50～75.1Hz�

D-Sub 15ピン（ミニ）�

セパレート／VESA DDC2B�

チルト：上30°/下5°�

100mmピッチ�

AC100-120V/200-240V±10%、50/60Hz�

35W以下（1W以下）�

369×385.2×192mm�

369×307×59.5mm�

本体：4.0kg、モニター部：3.2kg�

調光機能、BrightRegulator�

セルフアジャスト�

sRGB�

ピクチャー調整、レンジ調整�

クロック、フェーズ、表示位置�

輝度、色温度選択（6500K、9300K、オフ）、ゲイン�

オート（VESA DPMS準拠）、オフタイマー�

自己診断機能（入力エラー、解像度設定状況など

インフォメーション）、製品情報表示（機種名/製造番

号、使用時間）、OSDメニュー設定、調整ロック、言

語選択（7カ国語）、BrightRegulator（ON/OFF）、

リセット�

EIZO Eco Products 2004、TCO'03（セレーングレイ）、

TCO'99（ブラック）、PCグリーンラベル※2、国際エネル

ギースタープログラム、T̈UV/S、TÜV/Ergonomics、

T̈UV/GS、UL（cTÜVus）、CSA（cTÜVus）、CEマー

キング、c-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian 

ICES-003-B�

D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）�

2芯アダプタ付き電源コード、アーム取付け用ネジ、

取扱説明書、保証書�

�

カラー P170-GY（セレーングレイ）�

P170-BK（ブラック）�

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 JEITA「PCグリーンラ
ベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp : / /www. je i ta .or . jp /をご覧
ください。※3 インターレース表示には対応しておりません。�

P170-BK（ブラック）�

液晶保護パネル�

P170-GY（セレーングレイ）�

対応アーム・スタンド類�

LS-HM0-D　 デュアルハイトアジャスタブルスタンド�
 ●標準価格：31,500円（税抜：30,000円）�

LA-010-W-BK 壁掛けアーム（1軸0リンク）　�
 ●標準価格：9,450円（税抜：9,000円）�

LA-020-D　 フレキシブルアーム（2軸0リンク）　�
 ●標準価格：21,000円（税抜：20,000円）�

LA-121-DA　 フレキシブルアーム（アナログケーブル内蔵）�
 ●標準価格：29,400円（税抜：28,000円）�

LA-120-D　 フレキシブルアーム（2軸1リンク）　�
 ●標準価格：25,200円（税抜：24,000円）�

LA-130-D　 フレキシブルアーム（3軸1リンク）　�
 ●標準価格：30,450円（税抜：29,000円）�
◎詳しくは下記をご覧ください。�
http://www.eizo.co.jp/products/ac/index.html

※2

セレーン�
グレイのみ�

■仕様�

■オプション�

FP-505　EIZO 43cm（17）型液晶モニター用保護パネル�
              （光沢面／ノングレア面選択可能）�
               ●標準価格：8,925円（税抜：8,500円）�
◎保護パネル取り付け構造上、保護パネルが外れる恐れがありますので、画面を下に向け
てのご使用は避けていただきますようお願いします。�

■寸法図�

（単位：mm）�

369

150

38
5.
2 30
7

192

59.5
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