


日本語 

 

保証規定 
 

1. 保証期間はお買い上げの日より 1 年間です。 

2. 本製品の取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料

にて故障箇所の修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお申

しつけください。 

3. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。 

 使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び損傷 

 お買い上げの後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷 

 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧等の外部要因に起因す

る故障及び損傷 

 車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷 

＊この規定は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこ

の規定によって、この規定以外のお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間

経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお問い合せくだ

さい。  

当社ではこの製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造終了後、 低 5 年間

保有しています。補修用部品の 低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合があ

りますので、エイゾーサポートにご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2002 株式会社ナナオ All rights reserved. 

1. 本書の著作権は株式会社ナナオに帰属します。本書の一部あるいは全部を株式会社ナナオからの事前の許

諾を得ることなく転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありまし

たら、ご連絡ください。 

4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負

いかねますので、あらかじめご了承ください。 

5. 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。 
 
EIZO、FlexScan は株式会社ナナオの登録商標です。 

その他の各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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 日本語 

使用上の注意 

重要 

 ご使用になる前には、「使用上の注意」および本体底面の「警告表示」をよくお読み

になり、必ずお守りください。 

【本体警告表示位置(底面)】 

 

 警告 
 

本スタンドは 16、17 ページに別掲の液晶ディスプレイにのみ、取り付け可

能です。それ以外のディスプレイは取り付けないでください。ディスプレイ

の転倒や落下によりけがや故障の原因となります。 

 

スタンドを運搬するときには、右図のように、スタンド底面と、ディスプレ

イ接合部とを持つようにしてください。指定以外の箇所を持つと破損の原因

となります。 
 

ディスプレイを取り付けるネジは必ず本スタンドに付属のもの、または対応

する EIZO ディスプレイに付属のものを使用し、最後までしっかりと回して

ください。また、本書の説明にしたがって、確実に取り付けてください。取

り付けが不十分な場合、ディスプレイが外れ、けがや故障の原因となります。 

 

 

バランスウェイト取り付け対応機種では、バランスウェイトの取り扱いには

充分注意してください。重量が約 1.2kg と重いため、落とすとけがや故障

の原因となります。 

 

スタンドを分解したり、改造したりしないでください。内部にスプリング機

構があるため、けがや故障の原因になります。 
 

i･Sound（オプションスピーカー）を取り付けてある場合は、ディスプレイ

の高さや角度を変える際に i･Sound を持って動かさないでください。 

i･Sound が外れて落ちたりして、けがや故障の原因となります。 
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日本語 

 

梱包品の確認 
以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損

しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。 

 スタンド本体  ディスプレイ取り付け用ネジ 

LS-H31-D: M4x8 mm 4 本 

LS-H50-D: M4x22mm 4 本 

LS-H62-D: M4x10mm（短） 4 本（L665 用） 

 M4x15mm（長） 4 本（L675/L685 用） 

 取扱説明書（本書）  スタンドカバー 2 個 

 バランスウェイト（LS-H50-D に付属） 

 
 

取り付け方法（LS-H31-D） 

1. ディスプレイ付属のスタンドを外します。 

安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下に向けて置いて取り

外してください。（ディスプレイの取扱説明書の｢アーム取付方法｣の章を参照し

てください。）取り外したスタンドを再び取り付ける際には、必ず使用されていた

元のネジを使用してください。 

2. ディスプレイをスタンドに取り付けます。 

ディスプレイ接合部がディスプレイに対してまっすぐになるように取り付けてく

ださい。 

 

ディスプレイ接合部 

取り付け用ネジ(付属品) 

M4 x 8 mm 
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 日本語 

3. スタンド接合部に付属のカバーを取り付けます。 

カバーの中央部(上下)を押さえ、左右にスライドさせて取り付けます。 

 

4. 信号ケーブル、電源コードを信号入力コネクタ、電源コネクタに接続しま

す。 

接続後、ケーブル類をケーブルホルダーに収納させます。 

注意点 

 ケーブルホルダーには EIZO 純正の信号ケーブル２本、電源

コード１本、USB ケーブル 5 本、ステレオミニジャックケ

ーブル 2 本（i･Sound 用）まで収納できます。 

 ケーブル類を収納する際は、スタンドの昇降を考慮して、長

さに多少の余裕をもたせてください。 

 
 

取り付け方法（LS-H50-D） 

1. ディスプレイ付属のスタンドを外します。 

安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下

外してください。（ディスプレイの取扱説明書の｢アーム取付

てください。）取り外したスタンドを再び取り付ける際には、

元のネジを使用してください。 

カバー(付属品) 

  
に向

方

必ず

ー 
ケーブルホルダ
けて置いて取り

法｣の章を参照し

使用されていた
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日本語 

 

2. ディスプレイとバランスウェイトをスタンドに取り付けます。 

ディスプレイ接合部およびバランスウェイトが、ディスプレイに対してまっすぐ

になるように取り付けてください。 

注意

 バ

ド

3. 

4. 

注意

 ケ

コ

ー

 ケ

さ

カ
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バランスウェイト
 

点 

ランスウェイトを取り付けずにスタンドをディスプレイに取り付けると、スタン

昇降状態が保持できない場合があります。 

 

スタンド接合部に付属のカバーを取り付けます。 

カバーの中央部(上下)を押さえ、左右にスライドさせて取り付けます。 

 

信号ケーブル、電源コードを信号入力コネクタ、電源コネクタに接続しま

す。 

接続後、ケーブル類をケーブルホルダーに収納させます。 

点 

ーブルホルダーには EIZO 純正の信号ケーブル２本、電源

ード１本、USB ケーブル 5 本、ステレオミニジャックケ

ブル 2 本（i･Sound 用）まで収納できます。 

ーブル類を収納する際は、スタンドの昇降を考慮して、長

に多少の余裕を持たせてください。 
 

 

バー(付属品)

ケーブルホルダー 

 ディスプレイ接合部 

取り付け用ネジ(付属品) 

M4 x 22mm 



 日本語 

取り付け方法（LS-H62-D） 

1. ディスプレイ付属のスタンドを外します。 

安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下に向けて置いて取り

外してください。（ディスプレイの取扱説明書の｢アーム取付方法｣の章を参照し

てください。）取り外したスタンドを再び取り付ける際には、必ず使用されていた

元のネジを使用してください。 

2. ディスプレイをスタンドに取り付けます。 

ディスプレイ接合部がディスプレイに対してまっすぐになるように取り付けてく

ださい。 

 

3. スタンド接合部に付属のカバーを取り付けます。 

カバーの中央部(上下)を押さえ、左右にスライドさせて取り付けます。 

 

 

4. 信号ケーブル、電源コードを信号入力コネクタ、電源コネクタに接続しま

す。 

接続後、ケーブル類をケーブルホルダーに収納させます。 

注意点 

 ケーブルホルダーには EIZO 純正の信号ケーブル２本、電源

コード１本、USB ケーブル 5 本、ステレオミニジャックケ

ーブル 2 本（i･Sound 用）まで収納できます。 

 ケーブル類を収納する際は、スタンドの昇降を考慮して、長

さに多少の余裕をもたせてください。 

ディスプレイ接合部

取り付け用ネジ(付属品) 

L665: M4 x 10 mm（短）

L675/685:  M4 x 15 mm（長）

カバー(付属品) 

ー 

  
ケーブルホルダ
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日本語 

 

使用方法 
ディスプレイの両サイドを両手で持って、お好みの高さ、角度に調整してください。 

 

 

 

仕様 

■LS-H31-D 

対象ディスプレイ L365, L375, L465 

昇降可能範囲 100 mm 

重量 スタンド本体: 2.3 kg 

 

外観寸法 

 

注意点 

 本スタンドおよび対応する EIZO FlexScan 液晶ディスプレイは、

応していません。 

前面 側面 

16  
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縦型表示には対

上面 



 日本語 

■LS-H50-D 

対象ディスプレイ L565 

昇降可能範囲 100 mm 

重量 スタンド本体: 2.3 kg 

バランスウェイト: 1.2 kg 

 

■LS-H62-D 

対象ディスプレイ L665, L675/L685（フリーマウントタイプ） 

昇降可能範囲 100 mm 

重量 スタンド本体: 2.3 kg 

 

外観寸法 

 

 前面 側面 上面 

単位：mm (inch) 
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日本語 

 

アフターサービス 
本製品のサポートに関してご不明な場合は、エイゾーサポートにお問い合わせくださ

い。 

修理を依頼されるとき 

 保証期間中の場合 

保証規定にしたがい（10 ページ参照）、エイゾーサポートにて修理をさせていただ

きます。お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。 

 保証期間を過ぎている場合 

お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご相談ください。修理範囲（サー

ビス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。 

修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容 

 お名前・ご連絡先の住所・電話番号/FAX 番号 

 お買い上げ年月日 

 販売店名 

 モデル名 

 製造番号（製造番号は、本体の底面部のラベル上に表示されている８けたの番号で

す。(例）S/N 12345678） 

 故障または異常の内容（できるだけ詳しく） 

 当社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製

造終了後、最低５年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、

故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談く

ださい。 
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 日本語 

アフターサービスについてご不明の場合には 

最寄りのエイゾーサポートにお問い合わせください。 

 TEL FAX 

エイゾーサポート仙台 

〒984-0015  

仙台市若林区卸町 4-3-9 バイパス斎喜ビル 

(022)782-9770 (022)782-9771 

エイゾーサポート東京 

〒330-0834  

さいたま市天沼町 1-76-1 沢田ビル 

(048)642-7717 (048)642-5233 

エイゾーサポート厚木 

〒243-0021  

厚木市岡田 3201 番地 シカシン 75 ビル 

(046)229-7003 (046)229-7005 

エイゾーサポート名古屋 

〒460-0003  

名古屋市中区錦 1-6-5 名古屋錦第一生命ビル 

(052)232-0151 (052)232-7705 

エイゾーサポート北陸 

〒924-8566  

石川県松任市下柏野町 153 番地 

(076)274-6260 (076)274-2416 

エイゾーサポート大阪 

〒660-0862  

尼崎市開明町 2-11 神剛建設ビル 

(06)6414-3770 (06)6414-3771 

エイゾーサポート福岡 

〒810-0004  

福岡市中央区渡辺通 3-6-11 福岡フコク生命ビル 

(092)762-2170 (092)715-7781 

* 営業時間/月曜日～金曜日（祝祭日及び弊社休日をのぞく）9:30～17:30 

 

廃棄およびリサイクルについて 

 本製品は、使用後に産業廃棄物として廃棄される場合、有償でお引取りいたします。

最寄りの弊社営業所またはエイゾーサポートにお問い合わせください。 

 

  ［エイゾークイックコールセンター］ 

 電話での問合せ受付 

 （本社）TEL 076-274-2474 

 （東京）TEL 03-5476-8220 

 （大阪）TEL 06-6396-0357 

 月曜日～金曜日（祝祭日及び弊社休日をのぞく）10：00～17：00 

 FAX での問合せ受付 

 FAX 076-274-2416（24 時間） 

 但し、センターからのご回答は同センター営業時間帯（電話受付時間帯と同じ） 
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