
●オープン価格※1
43cm（17.0）型タッチパネル装着カラー液晶モニター

透過性に優れたクリアな表示と、高いタッチ耐久性を実現
赤外線光学イメージング方式の２点マルチタッチモニター

マウスを使わずに画面に触れて操作できるため、視覚と操作が連動した、

誰にでも使いやすいインターフェースが構築できます。また、拡大縮小（ピ

ンチアウト／ピンチイン）、回転などの操作を2本の指を同時に使って直感

的に行うことが

できます。

■ 直感的なタッチ操作

見る位置や角度による色合

いやコントラストの変化が

少ない、広視野角タイプの

パネルを採用。画面の隅々

まで鮮明で安定した色調を

再現します。

■ 広視野角パネルを採用

■ LaidBack Stand
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※マルチタッチ操作は
Windows 7でのみ可能。
マルチタッチにはマル
チタッチに対応したソ
フトウェアが必要です。

T1751-LBK
（ブラック）

T1751-LGB
（グレイブラック）

チルト角度をワンタッチで簡単に調整可能なスタンドを採用。タッチ操作

を行う場合やオフィスワークを行う場合など、使い方に合わせて10°ずつ

6段階に広範囲な調整ができ、快適な作業をサポートします。例えば電子

書籍を表示する場合、最大限チルトさせることで、手元で書籍を読むよう

なスタイルで閲覧可能です。
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■仕様

■寸法図（mm）

周囲の明るさを検知して、最適な画面輝度へ調整を行う自動調光機能を搭載。適度

な輝度に抑えることで消費電力を大幅に削減できるため、ランニングコストの抑制が

可能です。また、EIZOが無償で配布を行う電源管理ソフトウェア「EIZO EcoView NET」

を用いることで、1台のパソコンから複数の液晶モニターの輝度設定や電源オン/

オフ操作が行えるため、オフィス単位での効率的な電力管理が可能です。

■ 低電力／ローコスト

傷がつきにくく、タッチ耐久に優れた強化ガラス（表面硬度：5.5Mohs）を採用。不特

定多数が使用する公共施設でも安心してお使いいただけます。

■ タッチ面に強化ガラスを採用した高いタッチ耐久性

■ DVI-D 24ピン/D-Sub 15ピン（ミニ）の2系統入力対応

■ 用途に応じて最適な表示が行えるFineContrast機能搭載

●オープン価格※1
43cm（17.0）型タッチパネル装着カラー液晶モニター

型番　
タッチ
パネル部

画面サイズ
液晶パネル
（カラー TFT）

ドットクロック（デジタル／アナログ）
走査周波数

入出力端子

同期信号
スタンド
機構
フリーマウント穴ピッチ（VESA 規格）
スピーカー
電源
消費電力　最大／節電時／待機時
外観寸法（幅×高さ×奥行）

梱包寸法（幅×高さ×奥行）
質量
主な調整機能

動作環境条件
主な適合規格
※最新の適合状況は、
EIZO Web サイトにてご確認ください。

主な付属品

T1751-LBK（ブラック）／ T1751-LGB（グレイブラック）
赤外線光学イメージング方式

5.5Mohs
USBシリアル転送

Windows 7 (64-bit、32-bit)／Vista (64-bit、32-bit)
43 cm（17.0）型（可視域対角 43.2 cm）

VA（表面ノングレア仕様）
水平 178゜／垂直 178゜

180 cd/m2
1500：1
25 ms ／－
1280×1024

337.9×270.3 mm
0.264×0.264 mm

約 1677 万色：8bit 対応 ( 約 10 億 6433 万色中／ 10bit-LUT)
108 MHz ／ 135 MHz

31 ～ 64 kHz ／ 59 ～ 61 Hz（VGA Text 時：69 ～ 71 Hz）
24.8 ～ 80.0 kHz ／ 50 ～ 75.0 Hz
DVI-D 24 ピン×1 (HDCP 対応 ※3)

D-Sub 15 ピン (ミニ )×1
セパレート
－／－

15°、25°、35°、45°、55°、65°／－
100 × 100 mm
500 mW + 500 mW

AC100－120V ／ AC200－240 V±10%、50／ 60 Hz
34 W ／ 1.2 W以下／ 0.6 W以下
392×199 ～ 366×191 ～ 360 mm
（モニター部：392×357×66.5 mm）

486×533×231 mm
約 5.3 kg（モニター部：約 4.5 kg）

クロック、フェーズ、ポジション
有

輝度、カラーモード（Custom、EyeCare、Text、sRGB）、コン
トラスト、色温度 (14 段階：4000K～ 10000Kまで 500K単位、
9300K)、ゲイン、リセット

音量
DVI DMPM／ VESA DPM

入力信号、オフタイマー、メニューポジション、電源ランプ、
リセット、インフォメーション（解像度、使用時間等）、言語
選択（9 カ国）、Auto EcoView、調整ロック、DDC/CI、EIZO
ロゴ表示

0～ 35℃／ 20 ～ 80%
CB、CB（IEC60601-1）、TÜV/GM、CE、cTÜVus、FCC-B、
Canadian ICES-003-B、PSE マーク、VCCI-B、CCC ※4、C-tick、
GOST-R ※4、RoHS、WEEE、中国版 RoHS、EPEAT Silver（US）、
国際エネルギースタープログラム※4、グリーン購入法、
J-Mossグリーンマーク ※5、PCグリーンラベル（★★☆2010） ※6

USBケーブル
DVI-D ～ DVI-D×1

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、タッチペン、
ユーティリティディスク（タッチパネルドライバ、タッチパネル
取扱説明書含む）、保証書

タッチパネル方式
表面硬度
通信方式
対応OS

種類
視野角（コントラスト比10：1時、標準値）
最大輝度（タッチパネル装着後、標準値）
コントラスト比 （標準値）
応答速度（標準値）：黒→白→黒／中間階調域
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

デジタル：水平／垂直※2
アナログ：水平／垂直※2
デジタル
アナログ

昇降／縦回転
チルト／スウィーベル

画像調整（アナログ入力時）
スムージング機能
色調整

サウンド調整
省電力設定（PowerManager）デジタル／アナログ
その他

温度／湿度 （R.H.、結露なきこと）

タッチパネルケーブル
モニターケーブル：デジタル
モニターケーブル：アナログ
その他

T1751-L

※1　オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2　PC の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　対応についてはお問合せ下さい。（EIZO コンタクトセンター：フリーダイヤル0120-956-812） ※5　EIZO の
J-Moss グリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/ をご覧下さい。　　
※6　 　　　　  PCグリーンラベル：PC3R「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.pc3r.jp/ をご

覧下さい。「 環境性能レーティング」（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達
成率35％未満、★★☆は35％以上70％未満、★★★は70％以上を示します。　

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。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。

お問合せ、ご用命はwww.eizo.co.jp製品に関する情報はEIZO Webサイトで

製品に関するお問合せは　 　       　　　   受付時間  月～金 9：30～17：30（祝日、弊社休業日を除く）

■本製品は医療機器ではありません。 ■本製品は店頭販売しておりません。詳しくは下記までお問合せください。 ■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。 ■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。 ■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。

Copyright © 2013 EIZO Corporation. All rights reserved.
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３年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします。
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします。

■医療規格CB（IEC60601-1）に適合

■専用タッチペンを標準添付

■著作権保護技術HDCPに対応

■盗難防止用セキュリティ取付孔搭載

■ブラック／グレイブラックのカラーバリエーションを用意

■手袋のままでもタッチ可能

■タッチポイントのずれがないためメンテナンスが容易

■1677万色フルカラー表示

■高コントラスト比 1500：1

Text
Custom
sRGB
EyeCare

モード名 

ビジネスアプリケーション等の表示に適した、輝度を抑えた目が疲れにくい表示モード

用途に合わせた明るさ（輝度）と色味（色温度）に設定・保存ができる表示モード

sRGB 画像の表示に適した標準的な表示モード

暗所での作業などの疲れ目抑制に有効な、超低輝度まで輝度調整が可能な表示モード

DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン（ミニ）

※Vista はマルチタッチ、デュアル表示非対応

〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地




