
Note
• Please be careful not to scratch the LCD panel or the cabinet with the panel protector during installation. 
• The panel protector has an anti-glare treatment side and a glossy side. Use preferable side.
• After attaching the panel protector, do not install the LCD panel tilted downwards or vertically rotate the screen as the panel 

protector may detach from the monitor. 

Installation
1. Remove stains and dust from the monitor’s LCD panel and cabinet.
2. Place the panel protector over the LCD panel (do not place it over the bottom bezel).
3. Secure the panel protector by removing the tape from the stoppers and attaching the tape to the two top 

and two side locations of the monitor.
Tips

• Both white and black stoppers are included. Choose the stopper that matches the color of your monitor.
• Avoid coming into contact with the stopper tape as its adhesive strength will decrease. In addition, the tape cannot be reused 

as its stickiness decreases once it is removed. Please contact us if you require additional stoppers.
• Firmly affix the stoppers to ensure that there are no gaps between the panel protector and LCD panel.

Top

Affix 30mm in 
(avoid the label)

Side

Affix in line with the bottom 
bezel of the monitor

Stopper

Cleaning
Gently wipe off stains from the cabinet and panel protector using a soft cloth moistened with water.

Note
• Please be sure to keep the panel protector immobilized while cleaning it. Otherwise it may scratch the surface of the LCD 

panel. To hold the panel protector by hand, use a soft cloth to avoid dust or finger prints.
• Chemicals such as alcohol and antiseptic solutions may cause image quality deterioration or the cabinet and panel protector 

to lose luster, be discolored, or fade.
• Never use thinners, benzenes, waxes, abrasive cleaners or any other solvents or chemicals as they will damage the cabinet 

or panel protector.
Tips

• Our ScreenCleaner (optional) is recommended for cleaning the cabinet and panel protector.

Specification
Surface treatment Anti-glare side: anti-glare hard coating / Glossy side: hard coating
Coating strength 2H
Reflectivity Less than 7.6 %
Light transmission More than 87 %
Dimension/ Weight 495.5 mm (W) × 301.5 mm (H) × 1.0 mm (D) / approx. 180 g
Accessories •• Stopper (white) x 4

•• Stopper (black) x 4
•• User’s Manual

User’s Manual

Panel Protector for EIZO 57.2 cm (22.5 inch) class LCD Monitors



注意点
•• 取り付け、取り外しの際には、液晶パネル面やキャビネットを傷つけないようご注意ください。
•• 保護パネルには、アンチグレア面と光沢面があります。お好みでご使用ください。
•• 保護パネルを装着した後は、液晶パネル面を下向きに傾けて設置しないでください。また、画面を縦回転させないでくださ
い。保護パネルが外れることがあります。

取り付け方法
1.	 モニターの液晶パネル面とキャビネットの汚れやほこりを取り除きます。
2.	 保護パネルを液晶パネル面に重ねます（下辺ベゼル部には重ねません）。
3.	 ストッパーのテープを剥がし、テープ面をモニターの上面 2カ所と側面 2カ所に貼り付けて、保護パネルを固
定します。

参考
•• ストッパーは、白色と黒色があります。ご使用のモニターの色に合わせてお選びください。
•• 粘着力が低下するため、ストッパーのテープに触れないようにしてください。また、いったん取り外したテープは粘着力が
低下するため、再利用できません。追加のストッパーが必要な場合は、当社までお問い合せください。
•• 保護パネルと液晶パネル面の間に隙間がないよう、ストッパーをしっかり押し付けてください。

上面

ラベルを避けて
30mm内側に貼付

側面

モニターの下辺ベゼルに
合わせて貼付

ストッパー

お手入れ方法
キャビネットや保護パネルの汚れは、やわらかい布に少量の水をしめらせてやさしくふき取ってください。
注意点
•• 汚れをふき取るときは、保護パネルが動いて液晶パネル面を傷つけないように、保護パネルを押さえてください。また、保
護パネルを押さえるときは、指紋などの汚れが付かないように、柔らかい布などを当ててください。
•• アルコール、消毒薬などの薬品は、キャビネットや保護パネルの光沢の変化、変色、色あせ、画質の劣化などにつながる恐
れがあります。
•• シンナー、ベンジン、ワックス、研磨クリーナは、キャビネットや保護パネルをいためるため絶対に使用しないでくださ
い。

参考
•• キャビネットや保護パネルのクリーニングにはScreenCleaner（オプション品）をご利用いただくことをお勧めします。

仕様
表面処理 アンチグレア面：アンチグレアハードコート /光沢面：ハードコート
表面硬度 2H
可視域反射率 7.6%以下
可視光線透過率 87%以上
寸法 /質量 495.5mm（幅）× 301.5mm（高さ）× 1.0mm（厚さ）/約 180g
付属品 •• ストッパー（白）× 4

•• ストッパー（黒）× 4
•• 取扱説明書

EIZO	57.2cm（22.5）型液晶モニター用保護パネル

取扱説明書
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