
タッチパネル液晶モニター総合カタログ 

■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い合わせください。 ■Windows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。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。 ■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 

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。 

〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地 

Copyright © 2004-2008 EIZO NANAO CORPORATION, All rights reserved. 2008年2月作成（060101E）

※1：インターレース表示には対応しておりません。※2：RoHS、J-Mossグリーンマークにつきましては、生産された時期によっては対応していない場合もございます。ご了承ください。※3：L761T-C、L760T-C、L560T-C、L561T-CのLCDパネル、バックライトは1年間保証となります。 

■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） 

T1502 T1501L560T-C L561T-CL761T-C

アナログ抵抗膜方式 

81%（標準） 

1000万回 （min.） 

USBシリアル転送 USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送 USBシリアル転送 

Windows XP/2000

○ 

38cm （15）型 （可視域対角38.0cm） 43cm（17）型（可視域対角43.2cm） 48cm（19）型（可視域対角48.1cm） 

カラーTFT液晶パネル 
（広視野角・高色純度タイプ） 

195cd/m2 （タッチパネル装着後） 180cd/m2 （タッチパネル装着後） 

700：１ （タッチパネル装着後） 

1024×7681280×1024

304×228mm376×301mm 338×270mm

0.294×0.294mm 0.264×0.264mm 0.297×0.297mm

1677万色 1619万色 

DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン （ミニ）×1

セパレート 

デジタル時：65MHz、アナログ時：80MHzデジタル時：109MHz、アナログ時：135MHz

デジタル時：30～65kHz、アナログ時：30～81kHz デジタル時：31～49kHz、アナログ時：24.8～60kHz

デジタル時：59～61Hz（VGA Text時:69～71Hz）、 
アナログ時：55～75Hz

デジタル時：59～61Hz（VGA Text時：70Hz）、 
アナログ時：49.5～75.5Hz

アナログ時のみ：セルフアジャスト アナログ時のみ：オートアジャスト 

0.5W＋0.5W

φ3.5mm ステレオミニジャック 

AC100－120V/200－240V±10%、50/60Hz

25W （1W以下） 

346×379.5×175mm（モニター部：346×280×69mm） 

35W40W

414×442.5～524.5×208.5mm（モニター部：414×340×64mm） 380×432.5～514.5×208.5mm（モニター部：380×353×58mm） 

20062002

モニターケーブル（D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン （ミニ）、DVI-D 24ピン～DVI-D 24ピン）、 
2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、 

CD-ROM （タッチパネルドライバ、タッチパネル取扱説明書含む）、 
VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、取扱説明書、保証書 

モニターケーブル（D-Sub 15ピン（ミニ）～ 
D-Sub 15ピン （ミニ））、2芯アダプタ付電源コード、 

CD-ROM （タッチパネルドライバ、 
タッチパネル取扱説明書含む）、取扱説明書、保証書 

3年間 ※3

USBUSBUSB RS-232CRS-232C RS-232C

L761T-C-BK L560T-C-BK T1502-BK T1501-BK

L761T-C-GY

L760T-C-BK

L760T-C-GY L560T-C-GY

L561T-C-BK

L561T-C-GY T1502-GY T1501-GY

－ 

約6.1kg （モニター部：約4.1kg） 約9.0kg （モニター部：約6.0kg） 約8.2kg （モニター部：約5.2kg） 

－ 82mm

上40°／右35°、左35° 上30°／右35°、左35° 

100×100mm／75×75mm100×100mm

盗難防止用セーフティロック取付孔装備 

T̈UV/GS、T̈UV/S、cT̈UVus、 
CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、 

Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、 
RoHS、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク、 

PCグリーンラベル（2006年度版）、WEEE、GOST-R

T̈UV/GM、cT̈UVus、CE、C-Tick、CB、 
CB（IEC60601-1）、VCCI-B、FCC-B、 
Canadian ICES-003-B、RoHS、 

中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク、 
WEEE、GOST-R

T̈UV/GM、cT̈UVus、CE、C-Tick、 
CB、CB（IEC60601-1）、VCCI-B、 
FCC-B、Canadian ICES-003-B、 
CCC、RoHS、中国版RoHS、 
J-Mossグリーンマーク、WEEE

スムージング （5段階）、アナログ時のみ：クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整 （オート/RGB） 

輝度、カラーモード（カスタム、sRGB）、コントラスト、ガンマ調整、 
色温度 （14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K）、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット 

輝度、カラーモード（カスタム、sRGB、Text）、コントラスト、ガンマ調整、 
色温度 （14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K）、ゲイン、リセット 

オフタイマー、デジタル時：PowerManager （DVI DMPM）、 アナログ時：PowerManager （VESA DPMS） オフタイマー 

サウンド （ボリューム、ミュート）、入力信号設定、 
自己診断機能（入力エラー、解像度設定状態などインフォメーション）、 

製品情報表示、OSDメニュー設定、 調整ロック、言語選択 （9カ国語）、リセット 

入力信号設定、VGA選択、自己診断機能（入力エラー、 
解像度設定状態などインフォメーション）、製品情報表示、 
OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択（7カ国語）、リセット 

カラーTFT液晶パネル  
（高色純度タイプ） 

水平178°／垂直178°（コントラスト比 10：1時） 水平150゚ ／垂直135゚（コントラスト比 10：1時） 

8ms25ms20ms

1500：１ （タッチパネル装着後） 1000：１ （タッチパネル装着後） 

－ 

－ 

T̈UV/GM、cT̈UVus、CE、CB、 
CB（IEC60601-1）、VCCI-B、 

FCC-B、CCC、RoHS、中国版RoHS、 
J-Mossグリーンマーク、WEEE

T̈UV/GM、cT̈UVus、C-Tick、CB、 
CB（IEC60601-1）、VCCI-B、FCC-B、 
Canadian ICES-003-B、RoHS、 
中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク、 

WEEE、GOST-R

L760T-C

アナログ容量結合方式 （指タッチ） 

91.5%（標準） 

2億2500万回 （min.） 

RS-232Cシリアル転送 RS-232Cシリアル転送 

タッチパネル部 検出方法 

透過率 

タッチ耐久性 

通信手段 

対応OS

ペン対応 

パネル 

入力端子 

同期信号 

ドットクロック 

走査周波数 

自動調整機能 

スピーカー 

スタンド機構 

電源 

消費電力 （　）内は節電時 

外観寸法（幅×高さ×奥行） 

質量 

EIZO Eco Products

各種エルゴノミクス・環境・安全規格 ※2

フリーマウント対応（VESA規格） 

セキュリティ 

主な付属品 

型番 

保証期間 

各種調整機能 

サイズ 

種類 

視野角 

輝度（標準） 

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 

水平 

垂直 ※1

画像調整 

色調整 

省電力設定 

その他 

アンプ出力 

タッチパネルケーブル 

セレーングレイ 

ブラック 

その他 

入力端子 

昇降 

チルト/スウィーベル 

ユニバーサルなインターフェースとして注目のタッチパネル。 

簡単な操作性を求めて導入し、多くの人が触れるからこそ、信頼ある製品が望まれています。 

高品質・高画質、スマートなデザイン、そして安心の保証制度。 

新しいコミュニケーションツールとしてEIZOのタッチパネルを提案します。 



タッチパネル液晶モニター総合カタログ 

■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い合わせください。 ■Windows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。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。 ■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 

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。 

〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地 

Copyright © 2004-2008 EIZO NANAO CORPORATION, All rights reserved. 2008年2月作成（060101E）

※1：インターレース表示には対応しておりません。※2：RoHS、J-Mossグリーンマークにつきましては、生産された時期によっては対応していない場合もございます。ご了承ください。※3：L761T-C、L760T-C、L560T-C、L561T-CのLCDパネル、バックライトは1年間保証となります。 

■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） 

T1502 T1501L560T-C L561T-CL761T-C

アナログ抵抗膜方式 

81%（標準） 

1000万回 （min.） 

USBシリアル転送 USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送 USBシリアル転送 

Windows XP/2000

○ 

38cm （15）型 （可視域対角38.0cm） 43cm（17）型（可視域対角43.2cm） 48cm（19）型（可視域対角48.1cm） 

カラーTFT液晶パネル 
（広視野角・高色純度タイプ） 

195cd/m2 （タッチパネル装着後） 180cd/m2 （タッチパネル装着後） 

700：１ （タッチパネル装着後） 

1024×7681280×1024

304×228mm376×301mm 338×270mm

0.294×0.294mm 0.264×0.264mm 0.297×0.297mm

1677万色 1619万色 

DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン （ミニ）×1

セパレート 

デジタル時：65MHz、アナログ時：80MHzデジタル時：109MHz、アナログ時：135MHz

デジタル時：30～65kHz、アナログ時：30～81kHz デジタル時：31～49kHz、アナログ時：24.8～60kHz

デジタル時：59～61Hz（VGA Text時:69～71Hz）、 
アナログ時：55～75Hz

デジタル時：59～61Hz（VGA Text時：70Hz）、 
アナログ時：49.5～75.5Hz

アナログ時のみ：セルフアジャスト アナログ時のみ：オートアジャスト 

0.5W＋0.5W

φ3.5mm ステレオミニジャック 

AC100－120V/200－240V±10%、50/60Hz

25W （1W以下） 

346×379.5×175mm（モニター部：346×280×69mm） 

35W40W

414×442.5～524.5×208.5mm（モニター部：414×340×64mm） 380×432.5～514.5×208.5mm（モニター部：380×353×58mm） 

20062002

モニターケーブル（D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン （ミニ）、DVI-D 24ピン～DVI-D 24ピン）、 
2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、 

CD-ROM （タッチパネルドライバ、タッチパネル取扱説明書含む）、 
VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、取扱説明書、保証書 

モニターケーブル（D-Sub 15ピン（ミニ）～ 
D-Sub 15ピン （ミニ））、2芯アダプタ付電源コード、 

CD-ROM （タッチパネルドライバ、 
タッチパネル取扱説明書含む）、取扱説明書、保証書 

3年間 ※3

USBUSBUSB RS-232CRS-232C RS-232C

L761T-C-BK L560T-C-BK T1502-BK T1501-BK

L761T-C-GY

L760T-C-BK

L760T-C-GY L560T-C-GY

L561T-C-BK

L561T-C-GY T1502-GY T1501-GY

－ 

約6.1kg （モニター部：約4.1kg） 約9.0kg （モニター部：約6.0kg） 約8.2kg （モニター部：約5.2kg） 

－ 82mm

上40°／右35°、左35° 上30°／右35°、左35° 

100×100mm／75×75mm100×100mm

盗難防止用セーフティロック取付孔装備 

T̈UV/GS、T̈UV/S、cT̈UVus、 
CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、 

Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、 
RoHS、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク、 

PCグリーンラベル（2006年度版）、WEEE、GOST-R

T̈UV/GM、cT̈UVus、CE、C-Tick、CB、 
CB（IEC60601-1）、VCCI-B、FCC-B、 
Canadian ICES-003-B、RoHS、 

中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク、 
WEEE、GOST-R

T̈UV/GM、cT̈UVus、CE、C-Tick、 
CB、CB（IEC60601-1）、VCCI-B、 
FCC-B、Canadian ICES-003-B、 
CCC、RoHS、中国版RoHS、 
J-Mossグリーンマーク、WEEE

スムージング （5段階）、アナログ時のみ：クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整 （オート/RGB） 

輝度、カラーモード（カスタム、sRGB）、コントラスト、ガンマ調整、 
色温度 （14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K）、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット 

輝度、カラーモード（カスタム、sRGB、Text）、コントラスト、ガンマ調整、 
色温度 （14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K）、ゲイン、リセット 

オフタイマー、デジタル時：PowerManager （DVI DMPM）、 アナログ時：PowerManager （VESA DPMS） オフタイマー 

サウンド （ボリューム、ミュート）、入力信号設定、 
自己診断機能（入力エラー、解像度設定状態などインフォメーション）、 

製品情報表示、OSDメニュー設定、 調整ロック、言語選択 （9カ国語）、リセット 

入力信号設定、VGA選択、自己診断機能（入力エラー、 
解像度設定状態などインフォメーション）、製品情報表示、 
OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択（7カ国語）、リセット 

カラーTFT液晶パネル  
（高色純度タイプ） 

水平178°／垂直178°（コントラスト比 10：1時） 水平150゚ ／垂直135゚（コントラスト比 10：1時） 

8ms25ms20ms

1500：１ （タッチパネル装着後） 1000：１ （タッチパネル装着後） 

－ 

－ 

T̈UV/GM、cT̈UVus、CE、CB、 
CB（IEC60601-1）、VCCI-B、 

FCC-B、CCC、RoHS、中国版RoHS、 
J-Mossグリーンマーク、WEEE

T̈UV/GM、cT̈UVus、C-Tick、CB、 
CB（IEC60601-1）、VCCI-B、FCC-B、 
Canadian ICES-003-B、RoHS、 
中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク、 

WEEE、GOST-R

L760T-C

アナログ容量結合方式 （指タッチ） 

91.5%（標準） 

2億2500万回 （min.） 

RS-232Cシリアル転送 RS-232Cシリアル転送 

タッチパネル部 検出方法 

透過率 

タッチ耐久性 

通信手段 

対応OS

ペン対応 

パネル 

入力端子 

同期信号 

ドットクロック 

走査周波数 

自動調整機能 

スピーカー 

スタンド機構 

電源 

消費電力 （　）内は節電時 

外観寸法（幅×高さ×奥行） 

質量 

EIZO Eco Products

各種エルゴノミクス・環境・安全規格 ※2

フリーマウント対応（VESA規格） 

セキュリティ 

主な付属品 

型番 

保証期間 

各種調整機能 

サイズ 

種類 

視野角 

輝度（標準） 

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 

水平 

垂直 ※1

画像調整 

色調整 

省電力設定 

その他 

アンプ出力 

タッチパネルケーブル 

セレーングレイ 

ブラック 

その他 

入力端子 

昇降 

チルト/スウィーベル 

ユニバーサルなインターフェースとして注目のタッチパネル。 

簡単な操作性を求めて導入し、多くの人が触れるからこそ、信頼ある製品が望まれています。 

高品質・高画質、スマートなデザイン、そして安心の保証制度。 

新しいコミュニケーションツールとしてEIZOのタッチパネルを提案します。 



目次 設定 調節 決定 

診断画像を参照しながら、患者さんへ病

状説明を行う際には、高画質モニターが必

須です。もちろん、簡単操作のタッチパネル

であれば、よりスムーズな説明が可能です。 

COMMUNICATION
TOUCH

病院・クリニック 
for

コンビニなどのキオスク端末に、標準的

に使われるようになったタッチパネル。

色にこだわるデジカメプリント端末などに

最適なモデルもご用意しています。 

COMMUNICATION
TOUCH

■高画質でレントゲン等 

　の画像を参照 

■簡単操作でインフォーム 

　ドコンセントをサポート 

■タッチ面は抗菌処理さ 

　れているので衛生的 

■sRGBモード対応で簡易的 

　なカラーマネジメントが可能 

■広視野角のパネルを採用※1 

■スピーカー搭載で音声によ 

　るナビゲーションも可能※2

※1  L761T-C／L760T-C／L560T-C／L561T-C 
※2  T1502／T1501

※T1502／T1501はアナログ抵抗膜方式を採用。 
　手袋をはめたままでも直接入力が可能です。 

■誰にでもわかりやすい 

　インターフェース 

■窓口業務の効率化 

■タッチ面は抗菌処理さ 

　れているので衛生的 

■手袋の必要な環境にも 

　ペン入力で対応可能 

■ホコリや異物には反応 

　しない 

■高い耐久性・信頼性 

コンビニエンスストア 
・プリントショップ 

for

企業での受付や官公庁での各種書類

の発行端末、図書館での図書検索端

末など、不特定多数の人が多く訪れる

場で活躍します。 

COMMUNICATION
TOUCH

官公庁・企業 
for

ホコリや異物には反応しないアナログ

容量結合方式※を採用。手袋をはめた

ままでも入力できるように、ペン入力にも

対応しています。 

COMMUNICATION
TOUCH

工場 
for

top

buttom

side

DATA

ナナオ図書館検索システム 
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美術館の収蔵作品を高画質モニターで

鑑賞することが可能です。 

公共性が高く広い空間では、簡単操作の

タッチパネルと大画面表示が活躍します。 

COMMUNICATION
TOUCH

美術館･博物館 
for

災害通報を受けてからの迅速な対応に

はマップ表示による被害現場の確認か

ら緊急指令までと、視覚と初期動作の連

動が図れるタッチパネルが最適です。 

COMMUNICATION
TOUCH

■美術作品を高コントラスト 

　の高画質モニターで鑑賞 

■大画面による館内マップ 

　表示･案内 

■公共性の高い施設で 

　簡単操作を実現 

■簡単操作ですばやく、 

　正確に対応可能 

■広域地図から詳細地図 

　まで、大画面で表示 

■スタンド一体型設計は 

　設置が容易 

消防署･警察署 
for

◎コンビニエンスストア（マルチメディア端末） 

◎航空会社（マイレージ登録端末） 

◎プリントショップ（デジカメプリント端末） 

◎図書館（本の検索システム端末） 

◎ホテル（レストランメニューオーダー端末） 

◎消防署（緊急車両ナビ指令システム端末） 

◎病院・クリニック（モダリティ機器の表示端末・受付システム端末） 

◎企業（出退勤システム・ペーパーレスシステム端末）　など 

EIZOのタッチパネル液晶モニターは様々な分野で活躍しています。 

COMMUNICATION
TOUCH

◎主な導入実績 
 

Case Study

 
豊富なラインナップ 

高画質液晶パネル 

■1677万色のフルカラー鮮明表示※ 
　 ※T1502／T1501は1619万色表示 

■画面は塵や水滴などの異物には反応せず、 
　指やタッチペンにのみ反応 

■アナログ抵抗膜方式採用のT1502／T1501は、 
　手袋をはめたままでも直接入力が可能 

手袋等が必要な環境へは 
専用のタッチペンをご用意 

設置環境にあわせた 
デザインバリエーション 

■ご購入から3年間※の長期保証。充実したサ 
　ポート体制と、広いネットワークで迅速に対応 
　 ※L761T-C／L760T-C／L560T-C／L561T-CのLCDパネル、 
　　   バックライトは1年間保証となります。 

安心の3年間保証 

その他の特徴 

■ワンタッチで画面の表示状態を最適に調整 
　する「オートアジャスト機能」を搭載 
　 ※アナログ信号入力時のみ。デジタル信号入力の際は調整不要。 

■文字をシャープに、グラフィックはなめらかに 
　表示する、スムージング機能 

■EIZO Eco Productsに適合 
　※T1502／T1501はEIZO Eco Products 2006 
　 に適合。 

（単位：mm） 

（単位：mm） 

寸法図 

■19インチ（L761T-C／L760T-C） 

■17インチ（L560T-C／L561T-C） 
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■広視野角の液晶パネルを採用※ 

　 ※L761T-C／L760T-C／L560T-C／L561T-C 

■「sRGBモード」を搭載し、デジカメやプリンター 
　との簡易的な色合わせも可能 

■設置場所や表示する内容に合わせて19型、
17型、15型から選択可能 

オプション 

タッチパネル装着カラー 
液晶モニター用ポインター 

デジタルケーブル（2.0m） 

TP1

DD200

手袋等が必要な環境でご使用 
になる場合の専用タッチペン 

デジタル入力でご使用になる場合 

●オープン価格 

●標準価格：6,300円（税抜：6,000円） 

（グレイ：DD200） 
（ブラック：DD200-BK） 

収納ホルダ付き 

コンピュータ側コネクタ形状 
 

モニター側コネクタ形状 

DVI-D 24ピン（ミニ）：オス DVI-D 24ピン（ミニ）：オス 
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■工場などでの手袋等の
必要な環境のために専
用のタッチペン「TP1」（オ
プション）をご用意 

■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※ 
 
 
 
 

 

■周囲の温度や経時変化による輝度の変化を 
　自動補正する調光機能※ 

つねに安定した 
明るい画面を映し出す調光機能 

■カラーはセレーングレイとブラックの2色をご
用意 

■L761T-C／L760T-C／L560T-C／L561T-
Cのハイトアジャスタブルスタンドは、高さ調節、
チルト、スウィーベル可能 

■スタンド一体型のモデルはスピーカーも内蔵
したスタイリッシュなデザイン。見た目は普通
の液晶モニターと変わらないため、すっきり
としたデスクトップを演出 ■ 2億2500万回以上という優れたタッチ耐久性 

■キズや摩擦に強い 

■応答速度が速いためストレスなく操作可能 

■抗菌処理を施してあるため、衛生的 

■画面への外光の映り込みが少なく 
　見やすい画面 

■汚れや指紋が目立ちにくい 

■ 91.5%（標準）の高い透過率 

アナログ容量結合方式 

 

■タッチ耐久性1000万回 

■塵や水滴に強い 

■手袋をはめたままでも入力が可能 

■低消費電力 

■コストパフォーマンスが高い 

アナログ抵抗膜方式 

2種類の方式の 
タッチパネルを採用 

■アナログ信号に対応したD-Sub 15ピン（ミニ） 
　とデジタル信号に対応したDVI-Dコネクタを 
　 1入力ずつ装備 
　 ※タッチ操作はどちらか1台のコンピュータでのみ可能です。 

アナログ／デジタル 入力 
どちらにも対応※ 

USBアップストリーム 音声入力端子 D-Sub 15ピン（ミニ） DVI-D 24ピン 

RS-232Cポート 音声入力端子 D-Sub 15ピン（ミニ） DVI-D 24ピン 

※L761T-C／L760T-C／L560T-C／L561T-Cは音声入力には対応して 
　おりません。 

ナナオ総合病院 
Nanao General hospital

内科 

小児科 

外科 

皮膚科 神経科 産婦人科 

眼科 耳鼻科 

next予約 

※T1502／T1501 
　のぞく 

※T1502／T1501 
　のぞく 

入力方式 

型番 

タッチペン入力 

通信手段 

視野角 

スピーカー搭載 

推奨設置箇所 

アナログ容量結合方式 

広視野角・大画面モデル 

水平178°／垂直178° 
（コントラスト比 10：1時） 
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・ 消防署の被害者所在  地検索・緊急指令端末 
・ デパート／展示会等  での施設案内表示 

セレーングレイ（L561T-C-GY） 
ブラック（L561T-C-BK） 

1717

○ 

－ 

USBシリアル転送 

セレーングレイ（L761T-C-GY） 
ブラック（L761T-C-BK） 

1919

アナログ抵抗膜方式 

水平150°／垂直135° 
（コントラスト比 10：1時） 

・ 企業の無人受付や、情報検索端末 
・ FA機器の操作パネル 

15型アナログ抵抗膜方式・コストパフォーマンスモデル 
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ブラック（T1502-BK） 
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RS－232Cシリアル転送 RS－232Cシリアル転送 

セレーングレイ（L760T-C-GY） 
ブラック（L760T-C-BK） 

L760T-C

・ 美術館の作品閲覧や館内案内の端末 
・ サービスエリア／道の駅観光案内表示 

1919

－ 

USBシリアル転送 

○ 

L560T-C1717

セレーングレイ（L560T-C-GY） 
ブラック（L560T-C-BK） 



目次 設定 調節 決定 

診断画像を参照しながら、患者さんへ病

状説明を行う際には、高画質モニターが必

須です。もちろん、簡単操作のタッチパネル

であれば、よりスムーズな説明が可能です。 
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病院・クリニック 
for

コンビニなどのキオスク端末に、標準的

に使われるようになったタッチパネル。

色にこだわるデジカメプリント端末などに

最適なモデルもご用意しています。 

COMMUNICATION
TOUCH

■高画質でレントゲン等 

　の画像を参照 

■簡単操作でインフォーム 

　ドコンセントをサポート 

■タッチ面は抗菌処理さ 

　れているので衛生的 

■sRGBモード対応で簡易的 

　なカラーマネジメントが可能 

■広視野角のパネルを採用※1 

■スピーカー搭載で音声によ 

　るナビゲーションも可能※2

※1  L761T-C／L760T-C／L560T-C／L561T-C 
※2  T1502／T1501

※T1502／T1501はアナログ抵抗膜方式を採用。 
　手袋をはめたままでも直接入力が可能です。 

■誰にでもわかりやすい 

　インターフェース 

■窓口業務の効率化 

■タッチ面は抗菌処理さ 

　れているので衛生的 

■手袋の必要な環境にも 

　ペン入力で対応可能 

■ホコリや異物には反応 

　しない 

■高い耐久性・信頼性 

コンビニエンスストア 
・プリントショップ 

for

企業での受付や官公庁での各種書類

の発行端末、図書館での図書検索端

末など、不特定多数の人が多く訪れる

場で活躍します。 

COMMUNICATION
TOUCH

官公庁・企業 
for

ホコリや異物には反応しないアナログ

容量結合方式※を採用。手袋をはめた

ままでも入力できるように、ペン入力にも

対応しています。 
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美術館の収蔵作品を高画質モニターで

鑑賞することが可能です。 

公共性が高く広い空間では、簡単操作の

タッチパネルと大画面表示が活躍します。 

COMMUNICATION
TOUCH

美術館･博物館 
for

災害通報を受けてからの迅速な対応に

はマップ表示による被害現場の確認か

ら緊急指令までと、視覚と初期動作の連

動が図れるタッチパネルが最適です。 

COMMUNICATION
TOUCH

■美術作品を高コントラスト 

　の高画質モニターで鑑賞 

■大画面による館内マップ 

　表示･案内 

■公共性の高い施設で 

　簡単操作を実現 

■簡単操作ですばやく、 

　正確に対応可能 

■広域地図から詳細地図 

　まで、大画面で表示 

■スタンド一体型設計は 

　設置が容易 

消防署･警察署 
for

◎コンビニエンスストア（マルチメディア端末） 

◎航空会社（マイレージ登録端末） 

◎プリントショップ（デジカメプリント端末） 

◎図書館（本の検索システム端末） 

◎ホテル（レストランメニューオーダー端末） 

◎消防署（緊急車両ナビ指令システム端末） 

◎病院・クリニック（モダリティ機器の表示端末・受付システム端末） 

◎企業（出退勤システム・ペーパーレスシステム端末）　など 

EIZOのタッチパネル液晶モニターは様々な分野で活躍しています。 

COMMUNICATION
TOUCH

◎主な導入実績 
 

Case Study

 
豊富なラインナップ 

高画質液晶パネル 

■1677万色のフルカラー鮮明表示※ 
　 ※T1502／T1501は1619万色表示 

■画面は塵や水滴などの異物には反応せず、 
　指やタッチペンにのみ反応 

■アナログ抵抗膜方式採用のT1502／T1501は、 
　手袋をはめたままでも直接入力が可能 

手袋等が必要な環境へは 
専用のタッチペンをご用意 

設置環境にあわせた 
デザインバリエーション 

■ご購入から3年間※の長期保証。充実したサ 
　ポート体制と、広いネットワークで迅速に対応 
　 ※L761T-C／L760T-C／L560T-C／L561T-CのLCDパネル、 
　　   バックライトは1年間保証となります。 

安心の3年間保証 

その他の特徴 

■ワンタッチで画面の表示状態を最適に調整 
　する「オートアジャスト機能」を搭載 
　 ※アナログ信号入力時のみ。デジタル信号入力の際は調整不要。 

■文字をシャープに、グラフィックはなめらかに 
　表示する、スムージング機能 

■EIZO Eco Productsに適合 
　※T1502／T1501はEIZO Eco Products 2006 
　 に適合。 

（単位：mm） 

（単位：mm） 

寸法図 

■19インチ（L761T-C／L760T-C） 

■17インチ（L560T-C／L561T-C） 
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（単位：mm） 

■広視野角の液晶パネルを採用※ 

　 ※L761T-C／L760T-C／L560T-C／L561T-C 

■「sRGBモード」を搭載し、デジカメやプリンター 
　との簡易的な色合わせも可能 

■設置場所や表示する内容に合わせて19型、
17型、15型から選択可能 

オプション 

タッチパネル装着カラー 
液晶モニター用ポインター 

デジタルケーブル（2.0m） 

TP1

DD200

手袋等が必要な環境でご使用 
になる場合の専用タッチペン 

デジタル入力でご使用になる場合 

●オープン価格 

●標準価格：6,300円（税抜：6,000円） 

（グレイ：DD200） 
（ブラック：DD200-BK） 

収納ホルダ付き 

コンピュータ側コネクタ形状 
 

モニター側コネクタ形状 

DVI-D 24ピン（ミニ）：オス DVI-D 24ピン（ミニ）：オス 
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■工場などでの手袋等の
必要な環境のために専
用のタッチペン「TP1」（オ
プション）をご用意 

■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※ 
 
 
 
 

 

■周囲の温度や経時変化による輝度の変化を 
　自動補正する調光機能※ 

つねに安定した 
明るい画面を映し出す調光機能 

■カラーはセレーングレイとブラックの2色をご
用意 

■L761T-C／L760T-C／L560T-C／L561T-
Cのハイトアジャスタブルスタンドは、高さ調節、
チルト、スウィーベル可能 

■スタンド一体型のモデルはスピーカーも内蔵
したスタイリッシュなデザイン。見た目は普通
の液晶モニターと変わらないため、すっきり
としたデスクトップを演出 ■ 2億2500万回以上という優れたタッチ耐久性 

■キズや摩擦に強い 

■応答速度が速いためストレスなく操作可能 

■抗菌処理を施してあるため、衛生的 

■画面への外光の映り込みが少なく 
　見やすい画面 

■汚れや指紋が目立ちにくい 

■ 91.5%（標準）の高い透過率 

アナログ容量結合方式 

 

■タッチ耐久性1000万回 

■塵や水滴に強い 

■手袋をはめたままでも入力が可能 

■低消費電力 

■コストパフォーマンスが高い 

アナログ抵抗膜方式 

2種類の方式の 
タッチパネルを採用 

■アナログ信号に対応したD-Sub 15ピン（ミニ） 
　とデジタル信号に対応したDVI-Dコネクタを 
　 1入力ずつ装備 
　 ※タッチ操作はどちらか1台のコンピュータでのみ可能です。 

アナログ／デジタル 入力 
どちらにも対応※ 

USBアップストリーム 音声入力端子 D-Sub 15ピン（ミニ） DVI-D 24ピン 

RS-232Cポート 音声入力端子 D-Sub 15ピン（ミニ） DVI-D 24ピン 

※L761T-C／L760T-C／L560T-C／L561T-Cは音声入力には対応して 
　おりません。 

ナナオ総合病院 
Nanao General hospital

内科 

小児科 

外科 

皮膚科 神経科 産婦人科 

眼科 耳鼻科 

next予約 

※T1502／T1501 
　のぞく 

※T1502／T1501 
　のぞく 

入力方式 

型番 

タッチペン入力 

通信手段 

視野角 

スピーカー搭載 

推奨設置箇所 

アナログ容量結合方式 

広視野角・大画面モデル 

水平178°／垂直178° 
（コントラスト比 10：1時） 

ラインナップ 

DIGITAL
PRINT CLUB 1

1

2004.12.20

52004.12.22

2

8

2004.12.23

TOTAL－ + キャンセル 

DIGITAL
PRINT CLUB 1

1

2004.12.20

52004.12.22

2

8

2004.12.23

TOTALキャンセル － +

－ 

○ 

・ 消防署の被害者所在  地検索・緊急指令端末 
・ デパート／展示会等  での施設案内表示 

セレーングレイ（L561T-C-GY） 
ブラック（L561T-C-BK） 

1717

○ 

－ 

USBシリアル転送 

セレーングレイ（L761T-C-GY） 
ブラック（L761T-C-BK） 

1919

アナログ抵抗膜方式 

水平150°／垂直135° 
（コントラスト比 10：1時） 

・ 企業の無人受付や、情報検索端末 
・ FA機器の操作パネル 

15型アナログ抵抗膜方式・コストパフォーマンスモデル 

目次 設定 調節 決定 

top

buttom

side

DATA

RS－232Cシリアル転送 

○ 

○ 

目次 設定 調節 決定 

top

buttom

side

DATA

セレーングレイ（T1501-GY） 
ブラック（T1501-BK） 

ナナオ図書館検索システム 
Nanao library search engine

BOOK

MAGAGINE

DATA

SEARCH

USBシリアル転送 

○ 

○ 

ナナオ図書館検索システム 
Nanao library search engine

BOOK

MAGAGINE

DATA

SEARCH

セレーングレイ（T1502-GY） 
ブラック（T1502-BK） 

○ 

－ 

RS－232Cシリアル転送 RS－232Cシリアル転送 

セレーングレイ（L760T-C-GY） 
ブラック（L760T-C-BK） 

L760T-C

・ 美術館の作品閲覧や館内案内の端末 
・ サービスエリア／道の駅観光案内表示 

1919

－ 

USBシリアル転送 

○ 

L560T-C1717

セレーングレイ（L560T-C-GY） 
ブラック（L560T-C-BK） 



タッチパネル液晶モニター総合カタログ 

■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い合わせください。 ■Windows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。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。 ■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 

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。 

〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地 

Copyright © 2004-2008 EIZO NANAO CORPORATION, All rights reserved. 2008年2月作成（060101E）

※1：インターレース表示には対応しておりません。※2：RoHS、J-Mossグリーンマークにつきましては、生産された時期によっては対応していない場合もございます。ご了承ください。※3：L761T-C、L760T-C、L560T-C、L561T-CのLCDパネル、バックライトは1年間保証となります。 

■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） 

T1502 T1501L560T-C L561T-CL761T-C

アナログ抵抗膜方式 

81%（標準） 

1000万回 （min.） 

USBシリアル転送 USBシリアル転送 RS-232Cシリアル転送 USBシリアル転送 

Windows XP/2000

○ 

38cm （15）型 （可視域対角38.0cm） 43cm（17）型（可視域対角43.2cm） 48cm（19）型（可視域対角48.1cm） 

カラーTFT液晶パネル 
（広視野角・高色純度タイプ） 

195cd/m2 （タッチパネル装着後） 180cd/m2 （タッチパネル装着後） 

700：１ （タッチパネル装着後） 

1024×7681280×1024

304×228mm376×301mm 338×270mm

0.294×0.294mm 0.264×0.264mm 0.297×0.297mm

1677万色 1619万色 

DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン （ミニ）×1

セパレート 

デジタル時：65MHz、アナログ時：80MHzデジタル時：109MHz、アナログ時：135MHz

デジタル時：30～65kHz、アナログ時：30～81kHz デジタル時：31～49kHz、アナログ時：24.8～60kHz

デジタル時：59～61Hz（VGA Text時:69～71Hz）、 
アナログ時：55～75Hz

デジタル時：59～61Hz（VGA Text時：70Hz）、 
アナログ時：49.5～75.5Hz

アナログ時のみ：セルフアジャスト アナログ時のみ：オートアジャスト 

0.5W＋0.5W

φ3.5mm ステレオミニジャック 

AC100－120V/200－240V±10%、50/60Hz

25W （1W以下） 

346×379.5×175mm（モニター部：346×280×69mm） 

35W40W

414×442.5～524.5×208.5mm（モニター部：414×340×64mm） 380×432.5～514.5×208.5mm（モニター部：380×353×58mm） 

20062002

モニターケーブル（D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン （ミニ）、DVI-D 24ピン～DVI-D 24ピン）、 
2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、 

CD-ROM （タッチパネルドライバ、タッチパネル取扱説明書含む）、 
VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、取扱説明書、保証書 

モニターケーブル（D-Sub 15ピン（ミニ）～ 
D-Sub 15ピン （ミニ））、2芯アダプタ付電源コード、 

CD-ROM （タッチパネルドライバ、 
タッチパネル取扱説明書含む）、取扱説明書、保証書 

3年間 ※3

USBUSBUSB RS-232CRS-232C RS-232C

L761T-C-BK L560T-C-BK T1502-BK T1501-BK

L761T-C-GY

L760T-C-BK

L760T-C-GY L560T-C-GY

L561T-C-BK

L561T-C-GY T1502-GY T1501-GY

－ 

約6.1kg （モニター部：約4.1kg） 約9.0kg （モニター部：約6.0kg） 約8.2kg （モニター部：約5.2kg） 

－ 82mm

上40°／右35°、左35° 上30°／右35°、左35° 

100×100mm／75×75mm100×100mm

盗難防止用セーフティロック取付孔装備 

T̈UV/GS、T̈UV/S、cT̈UVus、 
CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、 

Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、 
RoHS、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク、 

PCグリーンラベル（2006年度版）、WEEE、GOST-R

T̈UV/GM、cT̈UVus、CE、C-Tick、CB、 
CB（IEC60601-1）、VCCI-B、FCC-B、 
Canadian ICES-003-B、RoHS、 

中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク、 
WEEE、GOST-R

T̈UV/GM、cT̈UVus、CE、C-Tick、 
CB、CB（IEC60601-1）、VCCI-B、 
FCC-B、Canadian ICES-003-B、 
CCC、RoHS、中国版RoHS、 
J-Mossグリーンマーク、WEEE

スムージング （5段階）、アナログ時のみ：クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整 （オート/RGB） 

輝度、カラーモード（カスタム、sRGB）、コントラスト、ガンマ調整、 
色温度 （14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K）、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット 

輝度、カラーモード（カスタム、sRGB、Text）、コントラスト、ガンマ調整、 
色温度 （14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K）、ゲイン、リセット 

オフタイマー、デジタル時：PowerManager （DVI DMPM）、 アナログ時：PowerManager （VESA DPMS） オフタイマー 

サウンド （ボリューム、ミュート）、入力信号設定、 
自己診断機能（入力エラー、解像度設定状態などインフォメーション）、 

製品情報表示、OSDメニュー設定、 調整ロック、言語選択 （9カ国語）、リセット 

入力信号設定、VGA選択、自己診断機能（入力エラー、 
解像度設定状態などインフォメーション）、製品情報表示、 
OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択（7カ国語）、リセット 

カラーTFT液晶パネル  
（高色純度タイプ） 

水平178°／垂直178°（コントラスト比 10：1時） 水平150゚ ／垂直135゚（コントラスト比 10：1時） 

8ms25ms20ms

1500：１ （タッチパネル装着後） 1000：１ （タッチパネル装着後） 

－ 

－ 

T̈UV/GM、cT̈UVus、CE、CB、 
CB（IEC60601-1）、VCCI-B、 

FCC-B、CCC、RoHS、中国版RoHS、 
J-Mossグリーンマーク、WEEE

T̈UV/GM、cT̈UVus、C-Tick、CB、 
CB（IEC60601-1）、VCCI-B、FCC-B、 
Canadian ICES-003-B、RoHS、 
中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク、 

WEEE、GOST-R

L760T-C

アナログ容量結合方式 （指タッチ） 

91.5%（標準） 

2億2500万回 （min.） 

RS-232Cシリアル転送 RS-232Cシリアル転送 

タッチパネル部 検出方法 

透過率 

タッチ耐久性 

通信手段 

対応OS

ペン対応 

パネル 

入力端子 

同期信号 

ドットクロック 

走査周波数 

自動調整機能 

スピーカー 

スタンド機構 

電源 

消費電力 （　）内は節電時 

外観寸法（幅×高さ×奥行） 

質量 

EIZO Eco Products

各種エルゴノミクス・環境・安全規格 ※2

フリーマウント対応（VESA規格） 

セキュリティ 

主な付属品 

型番 

保証期間 

各種調整機能 

サイズ 

種類 

視野角 

輝度（標準） 

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 

水平 

垂直 ※1

画像調整 

色調整 

省電力設定 

その他 

アンプ出力 

タッチパネルケーブル 

セレーングレイ 

ブラック 

その他 

入力端子 

昇降 

チルト/スウィーベル 

ユニバーサルなインターフェースとして注目のタッチパネル。 

簡単な操作性を求めて導入し、多くの人が触れるからこそ、信頼ある製品が望まれています。 

高品質・高画質、スマートなデザイン、そして安心の保証制度。 

新しいコミュニケーションツールとしてEIZOのタッチパネルを提案します。 


