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モニターについて
経年使用による輝度変化を抑え、安定した輝度を保つためには、ブライトネスを下げて使用されることをお
すすめします。

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。また、有効ドット数の割合は 99.9994% 以上です。

液晶パネルに使用される蛍光管（バックライト）には寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたり、
点灯しなくなったときには、販売店またはエイゾーサポートにお問い合わせください。

液晶パネル面やパネルの外枠は強く押さないでください。強く押すと、干渉縞が発生するなど表示異常を起
こすことがありますので取り扱いにご注意ください。また、液晶パネル面に圧力を加えたままにしておきま
すと、液晶の劣化や、パネルの破損などにつながる恐れがあります。（液晶パネルを押したあとが残った場合、
画面全体に白い画像または黒い画像を表示すると解消されることがあります。）

液晶パネルを固いものや先の尖ったもの（ペン先、ピンセット）などで押したり、こすったりしないように
してください。傷がつく恐れがあります。なお、ティッシュペーパーなどで強くこすっても傷が入りますの
でご注意ください。

同じ画像を長時間表示することによって、表示を変えたときに前の画像が残像として見えることがあります。
長時間同じ画像を表示するようなときには、スクリーンセーバーやタイマー機能の活用をおすすめします。

本製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に露が
生じることがあります（結露）。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ちく
ださい。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。

モニターを快適にご使用いただくために

画面が暗すぎたり、明るすぎたりすると目に悪影響をおよぼすことがあります。状況に応じてモニター画面
の明るさを調整してください。

長時間モニター画面を見続けると目が疲れますので、1時間に 10 分程度の休憩を取ってください。
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3第１章　特徴と概要

第 1章 特長と概要
このたびは当社カラー液晶モニターをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

1‐1 特長
• ワイドフォーマット 24.1 インチ（SX2461W/SX2461W-U）/ 
27.0 インチ（SX2761W）
• HDCP 対応
• 2 系統信号入力搭載（DVI-I × 2　コネクタ）
• DVI デジタル入力（TMDS）対応
• 水平周波数、垂直周波数、表示解像度、は以下の通り
水平周波数 アナログ信号入力時 24 ～ 94kHz

デジタル信号入力時 31 ～ 76kHz
垂直周波数 アナログ信号入力時 49 ～ 86Hz

49 ～ 76Hz （1600 × 1200）
49 ～ 61Hz （1920 × 1200）

デジタル信号入力時 59 ～ 61Hz
69 ～ 71Hz （VGA TEXT 時）

表示解像度 1920 ドット× 1200 ライン
• フレーム同期モード対応　59 ～ 61Hz
 ※ ＜拡大モード＞の設定が「フルスクリーン」または「拡大」の場合のみ

• スムージング（ソフト～シャープ）機能（拡大表示時）
• ファインコントラスト機能を搭載。表示画像に適した画面選択が可能
• 色弱者の色覚を再現できる支援ソフトウェア「UniColor Pro」を添付
（「UniColor Pro」CD-ROMを参照）
 ※  SX2461W-U のみ

• マウスやキーボードを使って操作できるユーティリティソフトウェア
「ScreenManager Pro for LCD (Windows 用 )」を添付（「EIZO LCD ユー
ティリティディスク」CD-ROMを参照）
• BrightRegulator（ブライトレギュレータ）機能
• 高さ調整機能付きスタンドによる、自由な高さ調整
• 縦型表示対応（時計回りに 90°回転）

1‐2 操作ボタン名称

1 2 3 4 5 6 7 8 9

操作ボタン

調整メニュー（※ScreenManager®）

1. センサー（BrightRegulator） 6. エンターボタン
2. 調整ロックボタン 7. コントロールボタン（左・下・上・右）
3. 入力切替ボタン 8. 電源ボタン
4. モードボタン 9. 電源ランプ
5. オートボタン

ランプ状態 動作状態
青 画面表示
橙 節電モード
消灯 電源オフ
※ ScreenManager® は当社調整メニューのニックネームです。

参  考
• 画面表示時の電源ランプ（青）を
消すことができます（「画面表示
時の電源ランプを消す［電源ラン
プ］」P18 参照）。
• オフタイマー設定時の電源ランプ
表示については「モニター電源
を切る時間を設定する［オフタイ
マー］」（P15）を参照してください。

参  考
• 本機はモニターの縦型表示に対応
しています。縦型表示にした場合
は、調整メニューの向きも変更す
ることができます（「2‐10 設置
方向を設定する」P20 参照）。
• モニターを縦型表示にした場合、
ご使用のグラフィックスボードに
よっては設定を変更する必要があ
ります。詳細は、グラフィックス
ボードの取扱説明書を参照してく
ださい。
• 本機はスタンド部分を取り外して
アーム（別のスタンド）を取り付
けることができます。（「5‐1 アー
ム取付方法」P28 参照）
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1‐3 機能一覧と調整メニュー基本操作方法
画面・カラーを調整したいときは

 メインメニュー（操作方法は P6参照） アナログ信号入力の場合のみ

P9 参照

 ファインコントラストモード

• 調整メニューとファインコントラストメニュー
を同時に表示させることはできません。

1  画面調整をする（自動調整）
  を押します。

もう一度   を押します。

P8 参照

カラー調整をする（簡易調整）
［ファインコントラストモード］
モニターの用途に応じた表示モード（5種類）へ簡単
に切り替えることができます。

●  「Custom/sRGB/Text/Picture/Movie」それぞれの
モードに対して、「ブライトネス /色温度 /ガンマ」
の設定ができます。表示モードごとに設定できる
機能は異なります。

 P12 参照

明るさを調整する
  または  を押して調整します。

 P13 参照

カラー調整をする（詳細調整）

●  「Custom/sRGB/Text/Picture/Movie」それぞれ
のモードに対して、「ブライトネス /色温度 /ガ
ンマ /色の濃さ /色合い /ゲイン /6色調整」の
設定ができます。表示モードごとに設定できる
機能は異なります。

お買い上げ時の設定に戻す
●  カラー調整をリセットする 
［リセット］ …………………………… P21 参照

 P13 参照

2  画面調整をする（詳細調整）
［アナログ信号入力時］ ［デジタル信号入力時］

 

●  縦縞を消す［クロック※］ …………… P9 参照
●  ちらつきやにじみをとる 
［フェーズ※］ …………………………… P9参照
●  表示位置のずれを直す 
［ポジション※］ …………………………  P10 参照
●  余分な画像や、画像の切れを直す 
［解像度※］ ……………………………… P10 参照
●  色階調を自動調整する 
［レンジ調整※］ ………………………… P11 参照
●  文字や線のぼやけを直す 
［スムージング］ ……………………… P11 参照
●  画面にノイズが現れた場合に設定する 
［信号フィルタ※］ ……………………… P25 参照

「※」はアナログ信号入力の場合に調整できます。
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便利な設定や調整をしたいときは

節電設定をする

●  モニターの節電設定をする 
［VESA DPMS/DVI DMPM］

 P16 参照

EIZO ロゴ表示を設定する
●  EIZO ロゴの表示 
［EIZO ロゴ表示機能］ ………………… P18 参照

操作ボタンをロックする
●  操作をロックする［調整ロック］ …… P19 参照

接続する
●  ２台のコンピュータを接続する …… P22 参照
●  USB 対応の周辺機器に接続する …… P24 参照

 メインメニュー（操作方法は P6参照）

表示言語を設定する

●表示言語を設定する［言語選択］

 P21 参照

オフタイマー設定をする
●  モニター電源を切る時間を設定する 
［オフタイマー］ ……………………… P15 参照
表示サイズを切り替える
●  表示サイズを切り替える 
［拡大モード］ ………………………… P17 参照
●  画像の非表示部分の明るさを変える 
［ボーダー］ …………………………… P17 参照
BrightRegulator を設定する
●  明るさの自動調整を設定する 
［BrightRegulator］ …………………… P21 参照
設置方向を設定する
●  調整メニューの向きを設定する 
［設置方向］ …………………………… P20 参照
電源ランプを設定する
●  画面表示時の電源ランプを消す 
［電源ランプ］ ………………………… P18 参照
モニターの操作音を設定する
●  ビープ音を設定する 
「ビープ音」 …………………………… P18 参照 
調整メニューの表示を設定する
●  調整メニューの表示を変更する 
［メニューサイズ /メニューポジション / 
メニューオフタイマー /半透明］ …… P19 参照

お買い上げ時の設定に戻す
●  すべての設定をリセットする 
［リセット］ …………………………… P21 参照
２台のコンピュータを接続する
●  表示コンピュータの優先を設定する 
［入力プライオリティ］ ……………… P23 参照

情報をみる

●設定状況、使用時間などを確認する 
［インフォメーション］

 P21 参照
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調整メニューの基本操作方法
［調整メニューの表示と機能の選択］
(1) 操作ボタンの  を押します。メインメニューが表示されます。
(2) 操作ボタンの / / /  で機能を選択し、  を押します。サブメニューが表示されます。
(3) 操作ボタンの / / /  で機能を選択し、  を押します。調整 /設定メニューが表示されます。
(4) 操作ボタンの / / /  で調整し、  を押します。設定が確定します。

［調整メニューの終了］
(1) サブメニューで＜リターン＞を選択し、  を押します。メインメニューが表示されます。
(2) メインメニューで＜メニューオフ＞を選択し、  を押します。調整メニューが終了します。

参  考
•  をすばやく続けて 2回押しても調整メニューを終了させることができます。
• メインメニュー / サブメニューで  を 2 回押しても＜メニューオフ＞ / ＜リターン＞を選択することができ 
ます。
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2‐1 ユーティリティディスクについて
本機には「EIZO LCD ユーティリティディスク」（CD-ROM）、「UniColor Pro」（CD-ROM）※が付属しています。
ディスクの内容やアプリケーションソフトウェアの概要は、下記を参照してください。

● EIZO LCD ユーティリティディスク（CD-ROM）

項目 概要 Windows 用 Macintosh 用

Readmeja.txt または「お読みください」ファイル ○ ○

カラープロファイル 
（ICC プロファイル）

モニターのカラー特性情報が入ったファイルです。
○ ○

画面調整ユーティリティ アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に使用
するパターン表示ソフトウェアです。

○ ―

画面調整パターン集 アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立
つパターン集です。画面調整ユーティリティが、ご
使用のコンピュータに対応していない場合、このパ
ターン集を使って調整することができます。

○ ○

ScreenManager Pro for LCD モニターの調整をマウスとキーボードを使ってコン
ピュータからコントロールするユーティリティで
す。（USB ケーブルによるモニターとコンピュータ
の接続が必要です。詳細は、第３章「3-2 USB 対応
の周辺機器に接続する」を参照してください。） ○ ―

※ WindowMovie チェック 
ソフトウェア

WindowMovie は、ScreenManager Pro for LCD の
機能です。詳細は「EIZO LCD ユーティリティディ
スク」（CD-ROM）内の ScreenMananger Pro for 
LCD の取扱説明書を参照してください。

モニターの取扱説明書（PDF ファイル）

ScreenManager Pro for LCD を使用するときは
ScreenManager Pro for LCD のインストール方法、使用方法については、「EIZO LCD ユーティリティディスク」
（CD-ROM）内の ScreenManager Pro for LCD の取扱説明書を参照してください。

● UniColor Pro（CD-ROM）※

項目 概要 Windows 用 Macintosh 用

UniColor Pro 色弱者の色覚を再現できる支援ソフトウェアです。
（USB ケーブルによるモニターとコンピュータの接
続が必要です。詳細は、第３章「3-2 USB 対応の周
辺機器に接続する」を参照してください。）

○ ○

UniColor Pro の取扱説明書（PDF ファイル）

カラーユニバーサルデザインハンドブック（PDF ファイル）

UniColor Pro を使用するときは
UniColor Pro のインストール方法、使用方法については、「UniColor Pro」（CD-ROM）※内の UniColor Pro の
取扱説明書を参照してください。 

※ SX2461W-U のみ

第 2章 設定と調整をする
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2‐2 画面の調整をする

デジタル信号入力の場合

デジタル信号入力の場合は、本機の設定データに基づいて画面が正しく
表示されます。詳細な調整をおこなう場合は「2‐3 カラー調整をす
る（P12）」以降を参照してください。

アナログ信号入力の場合

モニターの画面調整とは、使用するコンピュータに合わせ、画面のちら
つきを抑えたり画像の表示位置やサイズを正しく調整するためのもので
す。快適に使用していただくために、モニターを初めてセットアップし
たときや使用しているコンピュータの設定を変更した場合には、画面の
調整をしてください。正確に表示されている場合は、調整の必要はあり
ません。

［調整手順］

1  自動サイズ調整をします。
● 画面のちらつき・表示位置・サイズを自動調整する 
［オートボタン］
（1）  を押します。
「もう一度オートボタンを押すとオートアジャストが実行されま
す」のメッセージが 5秒間表示されます。

(2) メッセージが表示されている間にもう一度  を押します。
自動調整機能が働き（動作中であることを示すアイコンが表示さ
れます）、画面のちらつき・表示位置・サイズが正しく調整されます。

2  アナログ画面調整用のパターンを準備します。
(1) 「EIZO LCD ユーティリティディスク」をコンピュータにセット

します。

(2) ご使用のOSがWindows の場合 : ディスクの起動メニューから

「画面調整ユーティリティ」を起動します。

 ご使用のOSがWindows 以外の場合 : 画面調整パターン集を開

きます。

   
• 画面が正確に表示された場合 → 手順 5へ
• 画面が正確に表示されていない場合 → 手順 3へ

注意点
• 調整はモニターの電源を入れて、
30 分以上経過してからおこなっ
てください。

注意点
• この機能は画面の表示可能エリア
全体に画像が表示されている場合
に正しく動作します。コマンドプ
ロンプトのような画面の一部に
しか画像が表示されていない場合
や、壁紙など背景を黒で使用し
ている場合には正しく動作しませ
ん。 
• 一部のグラフィックスボードで正
しく動作しない場合があります。

参  考
• 画面調整パターン集の開きかたお
よび内容については、Readmeja.
txt または「お読みください」
ファイルを参照してください。
Macintosh をお使いの方はディス
クの起動メニューから、直接開く
ことができます。
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3  アナログ画面調整用のパターンを表示して、再度自動サイズ調整
をします。

● 画面のちらつき・表示位置・サイズを自動調整する 
［オートボタン］
(1) 「画面調整ユーティリティ」または画面調整パターン集を使
用して、パターン 1を全画面に表示します。

(2)  を押します。
「もう一度オートボタンを押すとオートアジャストが実行されま
す」のメッセージが 5秒間表示されます。

(3) メッセージが表示されている間にもう一度  を押します。
自動調整機能が働き（動作中であることを示すアイコンが表示さ
れます）、画面のちらつき・表示位置・サイズが正しく調整されます。

   
• 画面が正確に表示された場合 → 手順 5へ
• 画面が正確に表示されていない場合 → 手順 4へ

4  調整メニューの＜ピクチャー調整 >メニューで詳細な調整をしま
す。

● 縦縞を消す［クロック］
(1) ＜ピクチャー調整＞メニューで＜クロック＞を選択し、  
を押します。
＜クロック＞メニューが表示されます。

(2)  または  で縦縞が消えるように調整し、  を押しま
す。
調整が完了します。

● ちらつきやにじみをとる［フェーズ］
(1) ＜ピクチャー調整＞メニューで＜フェーズ＞を選択し、  
を押します。
＜フェーズ＞メニューが表示されます。

(2)  または  で最もちらつきやにじみのない画面に調整
し、  を押します。
調整が完了します。

参  考
• 調整が合ったポイントを見逃しや
すいので、コントロールボタンは
ゆっくり押して調整するようにし
てください。
• 調整後、画面全体ににじみやちら
つき、横線が出た場合は次の「ち
らつきやにじみをとる［フェー
ズ］」にすすみ調整をおこなって
ください。

注意点
• お使いのコンピュータやグラ
フィックスボードによっては、完
全になくならないものがありま
す。
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● 表示位置のずれを直す［ポジション］
液晶モニターは画素数および画素位置が固定であるため、画像
の正しい表示位置は１箇所です。ポジション調整とは画像を正
しい位置に移動するための調整です。

(1) ＜ピクチャー調整＞メニューで＜ポジション＞を選択し、 
 を押します。

＜ポジション＞メニューが表示されます。

(2) 画像の位置が合うように / / / で調整し、  を
押します。
調整が完了します。

● 余分な画像や、画像の切れを直す［解像度］
調整メニューに表示されている解像度と、入力信号の解像度が
同じになるように調整できます。

(1) ＜ピクチャー調整＞メニューで＜解像度＞を選択し、   を
押します。
＜解像度＞メニューが表示されます。

(2)  または  で垂直方向を調整し、  または  で水平方
向を調整し、   を押します。
調整が完了します。

表示ドット数が多いため、余分な画像が表示されている

表示ドット数が少ないため、画像が切れている

参  考
• 調整後、画面に縦縞が現れた場合
は、｢縦縞を消す [クロック ]｣ に
戻り、再度調整をおこなってくだ
さい。（クロック→フェーズ→ポ
ジション）
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注意点
• 表示解像度によってはスムージン
グの設定をする必要はありません
（スムージングアイコンを選択す
ることはできません）。

5  色階調を調整します。
● 色階調を自動調整する［レンジ調整］
信号の出力レベルを調整し、すべての色階調（0～ 255）を表
示できるように調整できます。

(1) 「画面調整ユーティリティ」または画面調整パターン集を使
用して、パターン 2を全画面に表示します。

(2) ＜ピクチャー調整＞メニューで＜レンジ調整＞を選択し、 
 を押します。

「オートボタンを押すとオートレンジが実行されます」のメッセー
ジが表示されます。

(3) メッセージが表示されている間に、  を押します。
色階調が自動的に調整されます。

(4) パターン 2を閉じます。「画面調整ユーティリティ」を起動
している場合は終了します。

6  スムージングの設定をします。
● 文字や線のぼやけを直す［スムージング］
低解像度を「フルスクリーン」、「拡大」モードで表示した場合、
表示された画像の文字や線がぼやけて見える場合があります。

(1) 調整メニューの＜ピクチャー調整＞メニューを選択し、  
を押します。

(2) ＜ピクチャー調整＞メニューで＜スムージング＞を選択し、 
 を押します。

＜スムージング＞メニューが表示されます。

(3)  または  で調整し、  を押します。
設定が完了します。
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2‐3 カラー調整をする

簡易調整［ファインコントラストモード］

モニターの明るさなどを表示画像に適した表示モードに切り替えるこ
とができます。

● ファインコントラストモードの種類
表示モード（５種類）を選択できます。

モード 目　　的
Custom お好みの設定にすることができます。
sRGB sRGB 対応の周辺機器と色を合わせる場合に適しています。
Text 文書作成や表計算などの文字表示に適しています。
Picture 写真やイラストなどの画像表示に適しています。
Movie 動画の再生に適しています。

ファインコントラストメニュー
例）Custom

現在のモードを表示

ブライトネス、色温度
ガンマの現在の設定状態を表示

● ファインコントラストモードを選択する
(1)  を押します。
ファインコントラストメニューが画面左下に表示されます。

(2)  を押すたびに５つのモードが順に切り替わり表示されます。
→ Custom→ sRGB → Text → Picture → Movie

(3) お好みのモードを選択し、  を押します。
設定が完了します。

● ファインコントラストモードのカラー設定を変更する
＜ブライトネス＞、＜色温度＞、＜ガンマ＞の調整 /設定ができます。

(1) ファインコントラストメニューで  または  で調整 / 設定したい
項目を選択します。

(2)  または  で調整し、  を押します。
設定が完了します。

参  考
• 調整メニューとファインコントラ
ストメニューを同時に表示させる
ことはできません。

注意点
• 色温度、ガンマの値はモードに
よっては固定されています。（「表
示画像に適したモードを選ぶ」
P13 参照）

参  考
• 調整メニューの＜カラー＞メ
ニューでは各モードごとにさら
に詳細なカラー調整ができます。
（「表示画像に適したモードを選
ぶ」P13 参照）
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詳細調整［調整メニュー］

ファインコントラストの表示モードごとに独立したカラー調整の設定、
保存ができます。

● 表示画像に適したモードを選ぶ
○：調整可　―：調整不可

アイコン 機能名
ファインコントラストモード

Custom sRGB Text Picture Movie

ブライトネス※ ○ ○ ○ ○ ○

色温度※ ○ ― ○ ○ ○

ガンマ※ ○ ― ○ ― ―

色の濃さ ○ ― ○ ○ ○

色合い ○ ― ○ ○ ○

ゲイン ○ ― ― ― ―

6色調整 ○ ― ― ― ―

リセット ○ ○ ○ ○ ○

※ これらの調整項目はファインコントラストメニューでも調整 /設定ができます。

メニュー 内　　容 調整範囲
ブライトネス 画面全体の明るさを好みの

状態に調整します。
0～ 100%

参  考
• 調整メニューが表示されていない状態から  または  を
押しても、明るさの調整ができます。調整後は  を押して
ください。
• 「%」表示は調整値の目安としてご利用ください。

色温度 色温度を選択します。 4000K ～ 10000K まで 500K 単位
で選択します。（9300K 含む）

参  考
• 調整値を「オフ」に設定するとパネル本来の色温度になりま
す。
• 「K」表示は調整値の目安としてご利用ください。 

ガンマ ガンマ値を設定します。 1.4 ～ 3.0、Fixed
参  考
• ガンマ機能についてはデジタル信号入力でのご使用をおすす
めします。アナログ信号入力の場合は 1.8 ～ 2.2 に設定して
ください。
• ファインコントラストモードの「Custom」を選択している
場合のみ、「Fixed」が選択できます。

色の濃さ 色を鮮やかにします。 -100 ～ 100
最小値（-100）で白黒の画面となり
ます。

注意点
• 本機能を使用することによって、すべての色階調を表示でき
ないことがあります。

参  考
• 調整メニューとファインコントラ
ストメニューを同時に表示させる
ことはできません。
• ファインコントラストモードの種
類により、調整できる機能は異な
ります。

注意点
• アナログ信号のカラー調整をおこ
なうときは、まず＜レンジ調整＞
をおこなってください。（「色階調
を自動調整する」P11 参照）
• 調整はモニターの電源を入れて、
30 分以上経過してからおこなっ
てください。
• ＜カラー＞メニューの＜リセット
＞を選択すると、現在設定してい
るカラーモードの色調のみ初期設
定（工場出荷状態）に戻ります。
• モニターにはそれぞれ個体差があ
るため、複数台を並べると同じ画
像でも異なる色に見える場合があ
ります。複数台の色を合わせると
きは、視覚的に判断しながら微調
整してください。 
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メニュー 内　　容 調整範囲
色合い 肌色などを好みの色合いに

します。
-100 ～ 100

注意点
• 本機能を使用することによって、すべての色階調を表示でき
ないことがあります。

ゲイン 赤、緑、青をそれぞれ調整
し、好みの色調にします。

0～ 100%
赤、緑、青のそれぞれの明度を調
整することにより、任意の色調を
作ります。背景が白またはグレー
の画像を表示して調整してくださ
い。

参  考
• 「%」表示は調整値の目安としてご利用ください。 
• ゲイン設定時、色温度は「オフ」になります。

6色調整 <色合い >、<色の濃さ > 
を Red, Yellow, Green, 
Cyan, Blue, Magenta それ
ぞれ個別に調整します。

色合い：-100 ～ 100
色の濃さ：-100 ～ 100

リセット 選択しているファインコントラストモードのカラー調整状態を
すべて初期状態に戻します。

● カラーを調整 /設定する
(1) 調整メニューの＜カラー＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜カラー＞メニューで調整したい機能を / / /  で選択し、 

 を押します。
選択した機能メニューが表示されます。

(3) / / /  で調整し、  を押します。
設定が完了します。
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2‐4 オフタイマー /節電設定をする
● モニター電源を切る時間を設定する［オフタイマー］
モニターの使用時間を設定することによって、設定した時間が経過する
と自動的にモニターの電源が切れます。モニターに長時間同じ画像を表
示させていると生じる残像現象を軽減するための機能です。一日中同じ
画像を表示させておくような場合にご利用ください。

［オフタイマーの流れ］
タイマー モニターの状態 電源ランプ

設定時間（1H ～ 23H） オン 青点灯
設定時間終了 15 分前 予告時間※ 青点滅
設定時間終了後 電源オフ 消灯

※ 予告期間中に  を押すと、押した時点から 90 分延長することができます。延長は回
数に制限がなく何度でもできます。

［設定方法］
(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜オフタイマー＞を選択し、  を押します。
＜オフタイマー＞メニューが表示されます。

(3)  または  で「有効」を選択します。
(4)  または  でモニターの使用時間（１～ 23 時間）を設定し、  
を押します。
設定が完了します。

［復帰方法］
•  を押します。

注意点
• 節電モード時でもオフタイマーは
機能しますが、予告機能は働きま
せん。予告なしに電源が切れます。
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● モニターの節電設定をする［ VESA DPMS / DVI DMPM ］

■ アナログ信号入力の場合
本機は「VESA DPMS」に準拠しています。

［節電の流れ］
コンピュータの状態 モニターの状態 電源ランプ

オン オペレーションモード 青
節電モード スタンバイ

サスペンド
オフ

節電モード 橙

［設定方法］
(1) 調整メニューの＜ PowerManager ＞メニューを選択し、  を押し
ます。
設定メニューが表示されます。

(2)  または  で「VESA DPMS」を選択し、  を押します。
設定が完了します。

［復帰方法］
• キーボードまたはマウスを操作します。

■ デジタル信号入力の場合
本機は「DVI DMPM」に準拠しています。

［節電の流れ］
コンピュータの設定に連動し５秒後に節電モードに入ります。
コンピュータの状態 モニターの状態 電源ランプ

オン オペレーションモード 青
節電モード 節電モード 橙

［設定方法］
(1) 調整メニューの＜ PowerManager ＞メニューを選択し、  を押し
ます。
設定メニューが表示されます。

(2)  または  で「DVI DMPM」を選択し、  を押します。
設定が完了します。

［復帰方法］
• キーボードまたはマウスを操作します。

注意点
• 電源プラグを抜くことで、確実に
モニター本体への電源供給は停止
します。 
• モニターが節電モードに入って
も、USB 機器が接続されている場
合、USB 機器は動作します。その
ためモニターの消費電力は、節電
モードであっても接続される機器
によって変化します。
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2‐5 表示サイズを切り替える
● 表示サイズを切り替える［拡大モード］
推奨解像度以外の解像度は、自動で画面いっぱいに拡大されますが、 
＜その他＞の＜拡大モード＞機能を使用して表示サイズを切替えること
ができます。

メニュー 機　　　能

フルスクリーン 
（初期設定）

画面いっぱいに画像を表示します。ただし、拡大比率は縦・
横一定ではないため、表示画像に歪みが見られる場合が
あります。　

拡大
画面いっぱいに画像を表示します。ただし、拡大比率を縦・
横一定にするため、水平・垂直のどちらかの方向に画像
が表示されない部分が残る場合があります。

ノーマル 設定した解像度のままの大きさで画像が表示されます。

例：1280 × 1024 を表示した場合

（1920 × 1200）

フルスクリーン
（初期設定） 拡大 ノーマル

（1500 × 1200） （1280 × 1024）

［設定方法］
(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜拡大モード＞を選択し、  を押します。
＜拡大モード＞メニューが表示されます。

(3)  または  で「フルスクリーン」/「拡大」/「ノーマル」のいず
れかを選択し、  を押します。
設定が完了します。

● 画像の非表示部分の明るさを変える［ボーダー］
「ノーマル」、「拡大」モード時には、画像の周囲にボーダー（画像が表
示されていない暗い部分）が表示されます。

ボーダー

(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜ボーダー＞を選択し、  を押します。
＜ボーダー＞メニューが表示されます。

(3)  または  で調整し、  を押します。
調整が完了します。
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2‐6 電源ランプ /EIZO ロゴ表示を設定する
● 画面表示時の電源ランプを消す［電源ランプ］
画面表示時の電源ランプ（青）を消すことができます。

(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜電源ランプ＞を選択し、  を押します。
＜電源ランプ＞メニューが表示されます。

(3)  または  で「無効」を選択し、  を押します。
設定が完了します。

● EIZO ロゴの表示［EIZO ロゴ表示機能］
本機の電源を入れた時に、EIZO ロゴが画面中央に表示されます。この
ロゴの表示 /非表示の切り替えができます。

(1)  を押して、電源を切ります。
(2)  を押しながら、  を押してモニターの電源を入れます。
ロゴの表示 /非表示が切り替わります。

2‐7 モニターの操作音を設定する
● ビープ音を設定する［ビープ音］
スイッチを操作するときの操作音や接続エラー音などを鳴らすか鳴らさ
ないか設定できます。

音の種類 こんな時に鳴ります
ピッという音 •  で項目を選択した場合

•  /  /  /  で設定値を最大または最小に
した場合
•  を押した場合

ピーという音 •  を押した場合
•  で登録をおこなった場合

ピッピッピッピッという
音

• モニターの接続が正しくおこなわれていない場合
• コンピュータの電源が入っていない場合
• 使用範囲外の周波数を受信している場合

15 秒に 1度ピッピッと
いう音

• オフタイマーで設定した電源オフ時間終了 15 分
前（予告期間）

(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜ビープ音＞を選択し、  を押します。
＜ビープ音＞メニューが表示されます。

(3)  または  で「オン」または「 オフ」を選択し、  を押します。
設定が完了します。

参  考
• 初期設定では、電源ランプは電源
を入れたときに点灯します。

参  考
• 初期設定ではロゴが表示されま
す。
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2‐8 操作ボタンをロックする
● 操作をロックする［調整ロック］
一度調整 /設定した状態を変更しないように、操作ボタンをロックしま
す。
ロックできるボタン •  （エンターボタン）

•  （オートボタン）
•  （モードボタン）
•  /  /  /  （コントロールボタン）

ロックできないボタン •  （電源ボタン）
•  （入力切替ボタン）
•  （調整ロックボタン）

(1)  を 2 秒以上押します。
調整ロックがかかります。

［解除方法］
(2) 再度  を 2 秒以上押します。
調整ロックが解除されます。

2‐9 調整メニューの表示を設定する
● 調整メニューの表示を変更する［メニューサイズ / メニュー
ポジション /メニューオフタイマー /半透明］

メニューサイズ
調整メニューの表示サイズを変更できます。

(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜メニュー設定＞を選択し、  を押します。
(3) ＜メニュー設定＞メニューで＜メニューサイズ＞を選択し、  を押
します。
＜メニューサイズ＞メニューが表示されます。

(4)  または  で「拡大」を選択し、  を押します。
設定が完了します。

メニューポジション
調整メニューの表示位置を移動できます。

(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜メニュー設定＞を選択し、  を押します。
(3) ＜メニュー設定＞メニューで＜メニューポジション＞を選択し、  
を押します。
＜メニューポジション＞メニューが表示されます。

(4) / / /  で位置を移動し、  を押します。
設定が完了します。
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参  考
• ファインコントラストメニューの
表示時間は変更できません。

メニューオフタイマー
調整メニューの表示時間を設定できます。

(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜メニュー設定＞を選択し、  を押します。
(3) ＜メニュー設定＞メニューで＜メニューオフタイマー＞を選択し、 

 を押します。
＜メニューオフタイマー＞メニューが表示されます。

(4)  または  で「有効」を選択します。
(5)  または  で、時間（15 秒 /30 秒 /45 秒 /60 秒）を選択し、  
を押します。
設定が完了します。

半透明
調整メニューの表示透明度が設定できます。

(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜メニュー設定＞を選択し、  を押します。
(3) ＜メニュー設定＞メニューで＜半透明＞を選択し、  を押します。
＜半透明＞メニューが表示されます。

(4)  または  で調整し、  を押します。
設定が完了します。

2‐10 設置方向を設定する
● 調整メニューの向きを設定する［設置方向］
モニターを縦型表示にした場合は、調整メニューの向きも変更すること
ができます。

(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜メニュー設定＞を選択し、  を押します。
(3) ＜メニュー設定＞メニューで＜設置方向＞を選択し、  を押しま
す。
＜設置方向＞メニューが表示されます。

(4)  または  で「縦置き」を選択し、  を押します。
設定が完了します。 

(5) モニタースクリーンを時計回りに 90°回転します。

参  考
• モニターを縦型表示にした場合、
ご使用のグラフィックスボードに
よっては設定を変更する必要があ
ります。詳細は、グラフィックス
ボードの取扱説明書を参照してく
ださい。
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参  考
• 主な初期値については、「主な初
期設定（工場出荷設定）値」（P31）
を参照してください。

参  考
• BrightRegulator 機能を使用する
場合はセンサーをふさがないよう
に注意してください。

2‐11 モニター情報をみる /表示言語を設定する
● 設定状況、使用時間などを確認する［インフォメーション］
設定状況および機種名、製造番号、モニターの使用時間が確認できます。

(1) 調整メニューの＜インフォメーション＞メニューを選択し、  を押
します。
＜インフォメーション＞メニューが表示されます。

(2) 続けて  を押して、設定状況などを確認します。

● 表示言語を設定する［言語選択］
調整メニューの言語が選択できます。

選択できる言語
英語 /ドイツ語 /フランス語 /スペイン語 /イタリア語 /スウェーデン
語 /簡体語 /繁体語 /日本語

(1) 調整メニューの＜言語選択＞メニューを選択し、  を押します。
＜言語選択＞メニューが表示されます。

(2) / / /  で言語を選択し、  を押します。
設定が完了します。

2‐12 BrightRegulator を設定する
● 明るさの自動調整を設定する［BrightRegulator］
モニター正面のセンサーが周囲の明るさを検知し、明るさに応じて自動
的に画面の明るさを調整します。

(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜BrightRegulator＞を選択し、  を押します。
＜ BrightRegulator ＞設定画面が表示されます。

(3)  または  で ｢ 有効 ｣または ｢無効 ｣を選択し、  を押します。
設定が完了します。

2‐13 お買い上げ時の設定に戻す
● カラー調整をリセットする［リセット］
現在設定しているカラーモードの色調のみ初期設定（工場出荷状態）に
戻します。

(1) 調整メニューの＜カラー＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜カラー＞メニューで＜リセット＞を選択し、  を押します。
＜リセット＞メニューが表示されます。

(3)  または  で「リセット」を選択し、  を押します。
設定が完了します。

● すべての設定をリセットする［リセット］
調整 /設定状態をすべて初期設定（工場出荷状態）に戻します。

(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜リセット＞を選択し、  を押します。
＜リセット＞メニューが表示されます。

(3)  または  で「リセット」を選択し、  を押します。
設定が完了します。

参  考
• 工場検査などのため、購入時に使
用時間が「0」ではない場合があ
ります。
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3‐1 2 台のコンピュータを接続する
本機は、背面のDVI-I コネクタに 2台のコンピュータを接続し、切り替
えて表示することができます。
接続例

DVI-I コネクタ
（Signal2）

DVI-I コネクタ
（Signal1）

コンピュータ 1 コンピュータ 2
例
1
デ
ジ
タ
ル

DVI 信号ケーブル
（付属 FD-C39）

信号ケーブル
（付属 FD-C16）

D-Sub15 ピン 
（ミニ）

ア
ナ
ロ
グ

例
2
ア
ナ
ロ
グ

D-Sub15 ピン
（ミニ）

信号ケーブル
（オプション VI200）

信号ケーブル
（付属 FD-C16）

D-Sub15 ピン 
（ミニ）

ア
ナ
ロ
グ

例
3
デ
ジ
タ
ル

DVI 信号ケーブル
（オプションDD200）

信号ケーブル
（付属 FD-C39）

DVI デ
ジ
タ
ル

入力信号の切替方法

入力切替ボタン

 で切り替えます。押すたびに信号が切り替わります。なお、信号を
切り替えた時には、現在表示されている信号の種類（入力信号１または
2 / アナログまたはデジタル）が画面右上に表示されます。

第 3章 接続する
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● 表示コンピュータの優先を設定する［入力プライオリティ］
２台のコンピュータを接続した時、どちらか一方のコンピュータを優先
的に表示させることができます。モニターは定期的に入力信号を確認し、
＜入力プライオリティ＞設定で優先を設定した信号が入力された場合、
優先信号に自動で切り替わります。

優先設定 機　　能
１

（「入力信号 1」からの入力）

以下のような場合に「入力信号 1」の信号が表示
されます。
• モニターの電源を入れた場合
• 「入力信号 2」を表示していても、「入力信号 1」
のコンピュータの電源を入れた場合
• 「入力信号 2」を表示していても、「入力信号 1」
のコンピュータが節電モードから復帰した場合

２

（「入力信号 2」からの入力）

以下のような場合に「入力信号 2」の信号が表示
されます。
• モニターの電源を入れた場合
• 「入力信号 1」を表示していても、「入力信号 2」
のコンピュータの電源を入れた場合
• 「入力信号 1」を表示していても、「入力信号 2」
のコンピュータが節電モードから復帰した場合

マニュアル コンピュータの信号を自動検知しません。操作ス
イッチの  で表示させたい入力信号を選択して
ください。

［設定方法］
(1) 調整メニューの＜その他＞メニューを選択し、  を押します。
(2) ＜その他＞メニューで＜入力プライオリティ＞を選択し、  を押し
ます。
＜入力プライオリティ＞メニューが表示されます。

(3)  または  で「１」/「２」/「マニュアル」のいずれかを選択し、 
 を押します。

設定が完了します。

参  考
• 節電機能について  
＜入力プライオリティ＞で「１」
または「２」が選択されている場
合は、2台のコンピュータの両方
が節電モードに入っている場合の
みモニターの節電機能が動作しま
す。 
• コンピュータが 1台しか接続され
ていない場合は、優先信号が入力
信号１または２のどちらに設定さ
れていても、信号は自動検知され
ます。
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3‐2 USB 対応の周辺機器に接続する
本機はUSB 規格に対応しているハブを搭載しています。USB 対応のコ
ンピュータまたは他のUSB ハブに接続することにより、本機がUSB ハ
ブとして機能し、USB に対応している周辺機器と接続できます。

● 必要なシステム環境
（1） USB ポートを搭載したコンピュータ、あるいは USB 対応の

コンピュータに接続している他のUSB ハブ
（2） Windows 2000/XP/Vista またはMac OS 9.2.2 およびMac OS 

X 10.2 以降
（3） EIZO USB ケーブル（MD-C93）

● 接続方法（USB 機能のセットアップ方法）
（1） はじめにコンピュータとモニターを信号ケーブルで接続し、

コンピュータを起動しておきます。
（2） USB 対応のコンピュータ（あるいは他の USB ハブ）のダウ

ンストリームとモニターのアップストリームを USB ケーブ
ルで接続します。

（3） セットアップが完了すると、モニターが USB ハブとして機
能し、さまざまなUSB対応の周辺機器をモニターのUSBポー
ト（ダウンストリーム）に接続することができます。

SX2461W/SX2461W-U の場合

アップストリーム

ダウンストリーム

SX2761Wの場合

アップストリーム
ダウンストリーム

USBケーブルの接続により自動的にUSB機能がセットアップされます。

注意点
• 使用するコンピュータ、OS およ
び周辺機器によっては動作しない
場合があります。各機器のUSB 対
応については各メーカーにお問い
合わせください。
• モニターが節電モードの場合、ま
たモニターの電源を切っても、電
源プラグをコンセントに接続して
いる場合は、USB ポート（アップ
ストリームおよびダウンストリー
ム）に接続されている機器が動作
します。そのためモニターの消費
電力は、節電モードであっても
接続される機器によって変化しま
す。
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第 4章 こんなときは
症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。

• 画面が表示されない場合 → 項目 1、2を参照してください。 
• 画面に関する症状（デジタル信号の場合） → 項目 3～ 8を参照してください。 
• 画面に関する症状（アナログ信号の場合） → 項目 3～ 13 を参照してください。
• その他の症状 → 項目 14 ～ 17 を参照してください。 
• USB に関する症状→ 項目 18 を参照してください。 

症　　　　状 原因と対処方法
1. 画面が表示されない
• 電源ランプが点灯しない

• 電源コードは正しく差し込まれていますか。電源を切り、
数分後にもう一度電源を入れてみてください。
•  を押してみてください。

• 電源ランプが点灯：青色 • ＜ゲイン＞の RGB の各調整値を高くしてみてください
（P14 参照）。

• 電源ランプが点灯：橙色 •  で入力信号を切り替えてみてください。 
• マウス、キーボードを操作してみてください。 
• コンピュータの電源は入っていますか。 

2. 以下のようなメッセージが表示される この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正し
く入力されないときに表示されます。

• 信号が入力されていない場合の表示です。

 

• コンピュータによっては電源オン時に信号がすぐに出力
されないため、左のような画面が表示されることがあり
ます。 
• コンピュータの電源は入っていますか。 
• 信号ケーブルは正しく接続されていますか。 
•  で入力信号を切り替えてみてください。

• 入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを
示す表示です（範囲外の信号は赤色で表示されます）。
 例：  

• コンピュータを再起動してみてください。
• グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な
表示モードに変更してください。詳しくはグラフィック
スボードの取扱説明書を参照してください。

3. 画面が明るすぎる /暗すぎる • ＜ブライトネス＞を調整してください（LCDモニターの
バックライトには、寿命があります。画面が暗くなった
り、ちらついたりするようになったら、エイゾーサポー
トにご相談ください）。

4. 文字がぼやけて見える • ＜スムージング＞で調整してみてください（P11 参照）。
5. 残像が現れる • 長時間同じ画像を表示する場合に、スクリーンセーバー

を設定したり、オフタイマー機能を活用してください。 
• この現象は液晶パネルの特性であり、固定画面で長時間
使用することを極力避けることをおすすめします。 

6. 画面に緑 ､赤 ､ 青 ､ 白のドットが残るまたは点灯しな
いドットが残る

• これらのドットが残るのは液晶パネルの特性であり、故
障ではありません。

7. 画面上に干渉縞が見られる / パネルを押したあとが消
えない

• 画面全体に白い画像または黒い画像を表示してみてくだ
さい。症状が解消されることがあります。

8. 画面にノイズがあらわれる • アナログ信号の場合、＜ピクチャー調整＞の＜信号フィ
ルタ＞で 1～ 4を選択しモードを切り替えてみてくださ
い。
• HDCP 方式の信号を入力した場合、正常な画面がすぐに
表示されないことがあります。
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症　　　　状 原因と対処方法
9. 画像がずれている • ＜ポジション＞調整で画像の位置を合わせてください

（P10 参照）。
• ご使用のグラフィックスボードのユーティリティなどに
画像の位置を変える機能があれば、その機能を使用して
調整してください。

10. 画像の一部が表示されない /余分な画像が表示される • ＜解像度＞で入力信号の解像度と解像度調整メニューの
解像度が合うように調整してください（P10 参照）。

11. 画面に縦線が出ている /画面の一部がちらついている • ＜クロック＞で調整してみてください（P9参照）。

12. 画面全体がちらつく、にじむように見える • ＜フェーズ＞で調整してみてください（P9参照）。 

13. 画面の上部が下図のように歪む • コンポジットシンク（X-OR）の信号とセパレートシン
クの垂直同期信号が同時に入力されている場合に起こり
ます。入力する信号をコンポジットかセパレートのどち
らか一方にしてください。

14. 調整メニューにおいて、＜ピクチャー調整＞の＜ス
ムージング＞アイコンが選択できない

• 表示解像度によってはスムージングの設定をする必要は
ありません（スムージングアイコンを選択することはで
きません）。
• 以下の場合は選択できません。 
• 1920 × 1200
• 1600 × 1200 時、＜拡大モード＞で「拡大」を選択し
ている場合
• ＜拡大モード＞で「ノーマル」を選択している場合

15. 調整メニューのメインメニューが起動できない • 調整ロックが機能していないか確認してみてください
（P19 参照）。

16. ファインコントラストメニューが表示できない • 調整メニューのメインメニューが起動していませんか。
（詳細調整［調整メニュー］P13 参照）
• 調整ロックが機能していないか確認してみてください
（P19 参照）。

17. 自動調整機能が動作しない • 自動調整機能はデジタル信号入力時には動作しません。
• 調整ロックが機能していないか確認してみてください
（P19 参照）。
• 一部のグラフィックスボードで正しく動作しない場合が
あります。
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症　　　　状 原因と対処方法
18. USB ケーブルで接続したモニターが認識されない／モ
ニターに接続しているUSB 周辺機器が動作しない

• USB ケーブルは正しく差し込まれていますか。 
• 別の USB ポートに差し替えてみてください。別のポー
トで正しく動作した場合は、エイゾーサポートにご相談
ください（詳しくはコンピュータの取扱説明書を参照し
てください）。 
• 次の動作を試してみてください。 
• コンピュータを再起動してみる 
• 直接コンピュータと周辺機器を接続してみる 
• モニター（USB ハブ）に接続しない状態で各機器が正常
に動作する場合は、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。
• ご使用のコンピュータおよびOSが USB に対応している
かご確認ください（各機器のUSB 対応については各メー
カーにお問い合わせください）。 
• Windows をご使用の場合、コンピュータに搭載されて
いる BIOS の USB に関する設定をご確認ください（詳し
くはコンピュータの取扱説明書を参照してください）。
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第 5章 ご参考に
5‐1 アーム取付方法
本機はスタンド部分を取り外すことによって、アーム（あるいは別のス
タンド）に取り付けることが可能になります。アームまたはスタンドは
当社オプション品をご利用ください。

［取付方法］

1  液晶パネル面が傷つかないよう、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きます。

2  スタンド部分を取り外します。（別途ドライバーを準備ください。）
ドライバーを使って、本体部分とスタンドを固定しているネジ 4

箇所を取り外します。

3  モニターをアーム（またはスタンド）に取り付けます。
アームまたはスタンドの取扱説明書で指定のネジを使って取り付

けます。

注意点
• 取り付けの際は、アームまたはス
タンドの取扱説明書の指示に従っ
てください。
• 他社製のアームまたはスタンドを
使用する場合は、以下の点をアー
ムまたはスタンドメーカーにご確
認の上、VESA 規格準拠のものを
お選びください。取付には本機に
付属しているネジ（M4× 12mm）
をご使用ください。
- 取付部のネジ穴間隔： 
100mm× 100mm
- プレート部の厚み：2.6mm
- 許容質量：モニター本体の質量
（スタンドなし）とケーブルなど
の装着物の総質量に耐えられる
こと

• アームまたはスタンドを使用する
場合は、以下の範囲（チルト角）
で使用してください。
- 上 45°下 45° 
（横表示時、および時計回り 90°
に縦表示時）

• ケーブル類は、アームを取り付け
た後に接続してください。 

5‐2 お手入れ
本製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニン
グをおこなうことをおすすめします。

キャビネット
柔らかい布を中性洗剤でわずかにしめらせ、汚れをふき取ってください。

液晶パネル面
• 汚れのふき取りにはコットンなどの柔らかい布や、レンズクリーナー
紙のようなものをご使用ください。 
• 落ちにくい汚れは、少量の水をしめらせた布でやさしくふき取ってく
ださい。ふき取り後、もう一度乾いた布でふいていただくと、よりき
れいな仕上がりとなります。 

注意点
• 溶剤や薬品（シンナーやベンジン、
ワックス、アルコール、その他研
磨クリーナなど）は、キャビネッ
トや液晶パネル面を痛めるため絶
対に使用しないでください。

参  考
• 液晶パネル面のクリーニングに
は ScreenCleaner（オプション品）
をご利用いただくことをおすすめ
します。
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5‐3 仕様
SX2461W/SX2461W-U
液晶パネル 61cm（24.1）型カラー TFT、アンチグレア、ハードコーティング

視野角：左右 178°、上下 178°（CR≧ 10）

ドットピッチ 0.270mm

水平走査周波数 アナログ信号入力時 24 ～ 94kHz
デジタル信号入力時 31 ～ 76kHz

垂直走査周波数 アナログ信号入力時 49 ～ 86Hz（ノンインターレース）
（1600 × 1200 モード時 49 ～ 76Hz）
（1920 × 1200 モード時 49 ～ 61Hz）
デジタル信号入力時 59 ～ 61Hz（ノンインターレース）
（VGA TEXT 時 69 ～ 71Hz）

解像度 1920 ドット× 1200 ライン

ドットクロック（最大） アナログ信号入力時 202.5MHz
デジタル信号入力時 162MHz

最大表示色 約 1677 万色

表示サイズ（水平×垂直） 518.4mm× 324.0mm

電源 AC100V ± 10%、50/60Hz、1.1A

消費電力 画面表示時 110W以下（USB 機器接続時）
100W以下（USB 機器非接続時）

節電モード 2W以下（1系統入力時、USB 機器非接続時）

電源ボタンオフ時 1W以下（USB 機器非接続時）

信号入力コネクタ DVI-I コネクタ（HDCP 対応）× 2

アナログ信号　入力同期信号 セパレート、TTL、正 / 負極性

コンポジット、TTL、正 / 負極性

アナログ信号　入力映像信号 アナログ、正極性（0.7Vp-p/75 Ω）

デジタル信号伝送方式 TMDS（Single Link）

ビデオ信号メモリー アナログ信号　45 種（プリセット 30 種）

デジタル信号　10 種（プリセット 0種）

プラグ＆プレイ機能 VESA DDC 2B/EDID structure 1.3

寸法 本体（ハイトアジャス
タブルスタンド）

566mm（幅）× 456 ～ 538mm（高さ）× 230mm（奥行き）

本体（スタンドなし） 566mm（幅）× 367mm（高さ）× 85mm（奥行き）

質量 本体（ハイトアジャス
タブルスタンド）

11.0kg

本体（スタンドなし） 7.4kg

可動範囲 チルト角度 上 40°下 0°

スィーベル角度 右 35°左 35°

昇降 82mm

ローテーション 90°
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環境条件 温度 動作温度範囲：0℃～ 35℃
輸送保存温度範囲：-20℃～ 60℃

湿度 相対湿度範囲：30%～ 80%	R.H.（非結露状態）

USB 規格 USB	Specification	Revision	2.0	準拠

ポート アップストリーム× 1、ダウンストリーム× 2

供給電源 ダウンストリーム：最大 500mA/1 ポート

SX2761W
液晶パネル 69cm（27.0）型カラー TFT、アンチグレア、ハードコーティング

視野角：左右 178°、上下 178°（CR≧ 10）

ドットピッチ 0.303mm

水平走査周波数	 アナログ信号入力時 24 ～ 94kHz
デジタル信号入力時 31 ～ 76kHz

垂直走査周波数 アナログ信号入力時 49 ～ 86Hz（ノンインターレース）
（1600 × 1200 モード時 49 ～ 76Hz）
（1920 × 1200 モード時 49 ～ 61Hz）
デジタル信号入力時 59 ～ 61Hz（ノンインターレース）
（VGA	TEXT 時 69 ～ 71Hz）

解像度 1920 ドット× 1200 ライン

ドットクロック（最大）	 アナログ信号入力時 202.5MHz
デジタル信号入力時 162MHz

最大表示色 約 1677 万色

表示サイズ（水平×垂直） 581.76mm× 363.6mm

電源 AC100V ± 10%、50/60Hz、1.1A

消費電力 画面表示時 115W以下（USB 機器接続時）
110W以下（USB 機器非接続時）

節電モード 1.7W以下（1系統入力時、USB 機器非接続時）

電源ボタンオフ時 0.9W以下（USB 機器非接続時）

信号入力コネクタ DVI-I コネクタ（HDCP 対応）× 2

アナログ信号　入力同期信号 セパレート、TTL、正 / 負極性

コンポジット、TTL、正 / 負極性

アナログ信号　入力映像信号 アナログ、正極性（0.7Vp-p/75 Ω）

デジタル信号伝送方式 TMDS（Single	Link）

ビデオ信号メモリー アナログ信号　45	種（プリセット 30 種）

デジタル信号　10	種（プリセット 0種）

プラグ＆プレイ機能 VESA	DDC	2B/EDID	structure	1.3

寸法 本体（ハイトアジャス
タブルスタンド）

630mm（幅）× 492.5 ～ 610.5mm（高さ）× 254.7mm（奥行き）

本体（スタンドなし） 630mm（幅）× 412mm（高さ）× 86mm（奥行き）

質量 本体（ハイトアジャス
タブルスタンド）

13.2kg

本体（スタンドなし） 8.7kg
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可動範囲 チルト角度 上 40°下 0°

スィーベル角度 右 35°左 35°

昇降 118mm

ローテーション 90°

環境条件 温度 動作温度範囲：0℃～ 35℃
輸送保存温度範囲：-20℃～ 60℃

湿度 相対湿度範囲：30%～ 80% R.H.（非結露状態）

USB 規格 USB Specification Revision 2.0 準拠

ポート アップストリーム× 1、ダウンストリーム× 2

供給電源 ダウンストリーム：最大 500mA/1 ポート

主な初期設定（工場出荷設定）値
BrightRegulator 無効
スムージング 3
ファインコントラストモード Custom
PowerManager VESA DPMS（アナログ信号入力時）

DVI DMPM（デジタル信号入力時）
拡大モード フルスクリーン
入力プライオリティ 1
オフタイマー 無効
メニュー設定 メニューサイズ ノーマル

メニューオフタイマー 45 秒

ビープ音 オン

言語選択 日本語
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入力信号接続
• DVI-I コネクタ

 
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16

19 20 2117 18 22 23 24

C1 C2

C3 C4
C5

ピンNo. 入力信号 ピンNo. 入力信号 ピンNo. 入力信号
1 T.M.D.S. Data 2- 11 T.M.D.S. Data1/3 Shield 21 NC*
2 T.M.D.S. Data 2+ 12 NC* 22 T.M.D.S. Clock shield
3 T.M.D.S. Data2/4 Shield 13 NC* 23 T.M.D.S. Clock+
4 NC* 14 +5V Power 24 T.M.D.S. Clock-
5 NC* 15 Ground (return for +5V, 

Hsync and Vsync)
C1 Analog Red

6 DDC Clock (SCL) 16 Hot Plug Detect C2 Analog Green
7 DDC Data (SDA) 17 T.M.D.S. Data0- C3 Analog Blue
8 Analog Vertical Sync 18 T.M.D.S. Data0+ C4 Analog Horizontal Sync
9 T.M.D.S. Data1- 19 T.M.D.S. Data0/5 Shield C5 Analog Ground (analog 

R,G,&B return)
10 T.M.D.S. Data1+ 20 NC*

 (NC*: No Connection)

• USB ポート

 

アップストリーム

シリーズ Bコネクタ

ダウンストリーム

シリーズ Aコネクタ

接点番号 信号名 備　考
1 VCC ケーブル電源
2 ‐Data シリアルデータ
3 + Data シリアルデータ
4 Ground ケーブルグランド

別売オプション品一覧
クリーニングキット EIZO「ScreenCleaner」

信号ケーブル
VI 200
DD200

スピーカーユニット i・Sound L3
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5‐4 用語集

色温度
白色の色合いを数値的に表したものを色温度といい、K：ケルビン（Kelvin）で表します。炎の温度と同様に、
画面は温度が低いと赤っぽく表示され、高いと青っぽく表示されます。
5000K：やや赤みがかった白色
6500K：暖色で紙色に近い白色
9300K：やや青みがかった白色 

解像度
液晶パネルは決められた大きさの画素を敷き詰めて、その画素を光らせて画像を表示させています。本機
種の場合は横 1920 個、縦 1200 個の画素がそれぞれ敷き詰められています。このため、1920 × 1200 の
解像度であれば、画像は画面いっぱい（1対 1）に表示されます。

ガンマ
一般に、モニターは入力信号のレベルに対して非直線的に輝度が変化していきます。これをガンマ特性と
呼んでいます。画面はガンマ値が低いとコントラストが弱く、ガンマ値が高いとコントラストが強くなり
ます。

クロック
アナログ入力方式のモニターにおいて、アナログ入力信号をデジタル信号に変換して画像を表示する際に、
使用しているグラフィックスボードのドットクロックと同じ周波数のクロックを再生する必要がありま
す。このクロックの値を調整することをクロック調整といい、クロックの値が正常でない場合は画面上に
縦縞が現れます。

ゲイン
赤、緑、青それぞれの色の値を調整するものです。液晶モニターではパネルのカラーフィルターに光を通
して色を表示しています。赤、緑、青は光の３原色であり、画面上に表示されるすべての色は３色の組み
合わせによって構成されます。３色のフィルターに通す光の強さ（量）をそれぞれ調整することによって、
色調を変化させることができます。

フェーズ
アナログ入力信号をデジタル信号に変換する際のサンプリングタイミングのことです。このタイミングを
調整することをフェーズ調整といいます。クロックを正しく調整した後でフェーズ調整をおこなうことを
おすすめします。

レンジ調整
信号の出力レベルを調整し、すべての色階調を表示できるように調整します。カラー調整をおこなう前に
はレンジ調整をおこなうことをおすすめします。
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DVI（Digital Visual Interface）
デジタルインターフェース規格の一つです。コンピュータ内部のデジタルデータを損失なくダイレクトに
伝送できます。
伝送方式に TMDS、コネクタにDVI コネクタを採用しています。デジタル入力のみ対応のDVI-D コネクタ
と、デジタル /アナログ入力可能なDVI-I コネクタがあります。

DVI DMPM（DVI Digital Monitor Power Management）
デジタルインターフェースの節電機能のことです。モニターのパワー状態についてはMonitor ON（オペ
レーションモード）と Active Off（節電モード）が必須となっています。

HDCP（High-bandwidth Digital Contents Protection）
映像や音楽などのデジタルコンテンツの保護を目的に開発された、信号の暗号化方式。
DVI 端子を経由して送信されるデジタルコンテンツを出力側で暗号化し入力側で復号化することによりコ
ンテンツを安全に伝送できます。
出力側と入力側の双方の機器がHDCP 対応していないと、コンテンツを再生できない仕組みになっていま
す。

sRGB（Standard RGB）
周辺機器間（モニター、プリンター、デジカメ、スキャナーなど）の「色再現性、色空間」を統一する目
的で成立した国際基準のことです。インターネット用の簡易的な色合わせの手段として、インターネット
の送り手と受け手の色を近い色で表現できます。

TMDS（Transition Minimized Differential Signaling）
デジタルインターフェースにおける、信号伝送方式の一つです。

VESA DPMS（Video Electronics Standards Association - Display Power Management Signaling）
VESA では、コンピュータ用モニターの省エネルギー化を実現するため、コンピュータ（グラフィックスボー
ド）側からの信号の標準化をおこなっています。DPMS はコンピュータとモニター間の信号の状態につい
て定義しています。
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5‐5 プリセットタイミング
工場出荷時に設定されているビデオタイミングは以下のとおりです（ア
ナログ信号のみ）。

表示モード ドット
クロック

周波数
極　性水平：kHz

垂直：Hz

VGA 640 × 480@60Hz 25.2 MHz 水平 31.47 負
垂直 59.94 負

VGA TEXT 720 × 400@70Hz 28.3 MHz 水平 31.47 負
垂直 70.09 正

Macintosh 640 × 480@67Hz 30.2 MHz 水平 35.00 負
垂直 66.67 負

Macintosh 832 × 624@75Hz 57.3 MHz 水平 49.72 負
垂直 74.55 負

Macintosh 1152 × 870@75Hz 100.0 MHz 水平 68.68 負
垂直 75.06 負

Macintosh 1280 × 960@75Hz 126.2 MHz 水平 74.76 正
垂直 74.76 正

VESA 640 × 480@72Hz 31.5 MHz 水平 37.86 負
垂直 72.81 負

VESA 640 × 480@75Hz 31.5 MHz 水平 37.50 負
垂直 75.00 負

VESA 640 × 480@85Hz 36.0 MHz 水平 43.27 負
垂直 85.01 負

VESA 800 × 600@56Hz 36.0 MHz 水平 35.16 正
垂直 56.25 正

VESA 800 × 600@60Hz 40.0 MHz 水平 37.88 正
垂直 60.32 正

VESA 800 × 600@72Hz 50.0 MHz 水平 48.08 正
垂直 72.19 正

VESA 800 × 600@75Hz 49.5 MHz 水平 46.88 正
垂直 75.00 正

VESA 800 × 600@85Hz 56.3 MHz 水平 53.67 正
垂直 85.06 正

VESA 1024 × 768@60Hz 65.0 MHz 水平 48.36 負
垂直 60.00 負

VESA 1024 × 768@70Hz 75.0 MHz 水平 56.48 負
垂直 70.07 負

VESA 1024 × 768@75Hz 78.8 MHz 水平 60.02 正
垂直 75.03 正

VESA 1024 × 768@85Hz 94.5 MHz 水平 68.68 正
垂直 85.00 正

VESA 1152 × 864@75Hz 108.0 MHz 水平 67.50 正
垂直 75.00 正

VESA 1280 × 960@60Hz 108.0 MHz 水平 60.00 正
垂直 60.00 正

VESA 1280 × 1024@60Hz 108.0 MHz 水平 63.98 正
垂直 60.02 正

VESA 1280 × 1024@75Hz 135.0 MHz 水平 79.98 正
垂直 75.03 正

VESA 1280 × 1024@85Hz 157.5 MHz 水平 91.15 正
垂直 85.03 正

VESA 1600 × 1200@60Hz 162.0 MHz 水平 75.00 正
垂直 60.00 正

VESA 1600 × 1200@65Hz 175.0 MHz 水平 81.30 正
垂直 65.00 正

VESA 1600 × 1200@70Hz 189.0 MHz 水平 87.50 正
垂直 70.00 正

VESA 1600 × 1200@75Hz 202.5 MHz 水平 93.80 正
垂直 75.00 正

VESA CVT 1680 × 1050@60Hz 146.3 MHz 水平 65.29 負
垂直 59.95 正

注意点
• 接続されるコンピュータの種類に
より表示位置等がずれ、調整メ
ニューで画面の調整が必要になる
場合があります。 
• 一覧表に記載されている以外の
信号を入力した場合は、調整メ
ニューで画面の調整をおこなって
ください。ただし、調整をおこなっ
ても画面を正しく表示できない場
合があります。 
• インターレースの信号は、調整メ
ニューで調整をおこなっても画面
を正しく表示することができませ
ん。 
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表示モード ドット
クロック

周波数
極　性水平：kHz

垂直：Hz

VESA CVT 1920 × 1200 193.3 MHz 水平 74.56 負
垂直 59.89 正

VESA CVT RB 1920 × 1200 154.0 MHz 水平 74.04 正
垂直 59.95 負
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第 6章 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。エイゾーサポート
の拠点一覧は別紙の「お客様ご相談窓口のご案内」に記載してあります。

保証書・保証期間について
• この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事
項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行致しませんので、
大切に保管してください。
• 保証期間は、お買い上げの日より５年間かつ製品使用時間が 30,000 時間以内です。また、液晶パネルお
よびバックライトの保証期間は、お買い上げの日より３年間です。
• 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、製品の製造終了後、最
低７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。

修理を依頼されるとき
• 保証期間中の場合
 保証書の規定にしたがい、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、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている８けたの番号
です。例）S/N 12345678）
• 使用環境（コンピュータ /グラフィックスボード /OS ･システムのバージョン /表示解像度等）
• 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

修理について
• 修理の際に当社の品質基準に適合した再生部品を使用することがありますのであらかじめご了承くださ
い。
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製品回収・リサイクルシステムについて
●  本製品ご使用後の廃棄は、下記回収・リサイクルシステムにお出しください。
＊ なお、詳しい情報については、弊社のホームページもあわせてご覧ください。（http://www.eizo.co.jp）

●法人のお客様 本製品は、法人のお客様が使用後産業廃棄物として廃棄される場合、お客様の費用負担で
お引取りいたします。詳細については下記までお問合せください。

[ エイゾーサポートネットワーク株式会社 ]
電話での問合せ受付 FAX での問合せ受付

076-274-7369（専用） 076-274-2416 

月曜日～金曜日
（祝祭日及び弊社休日を除く）
9：30 ～ 17：30

24 時間受付
但し、回答は営業時間帯
（電話受付時間帯と同じ）

●個人のお客様  本製品をご購入された個人のお客様は、ご購入後すぐに同梱の「PC リサイクルマーク請
求はがき」にて PC リサイクルマークをご請求ください。 
マークは本体背面部のラベルの近くに貼付ください。

[ 情報機器リサイクルセンター ]
電話での問合せ受付 インターネットでの問合せ受付

03-3455-6107 http://www.pc-eco.jp

月曜日～金曜日
（祝祭日及び弊社休日を除く）
9：00 ～ 17：00

個人のお客様が、このマークが付いた弊社製品の回収を情報機器リサイ
クルセンターにご依頼いただいた場合は、お客様に料金をご負担いただ
くことなく回収、再資源化いたします。

特定化学物質の含有情報（グリーンマーク）
日本工業規格（JIS）C 0950:2005（通称 J-Moss）「電気・電子機器の特定の化学物質の含有
表示方法」の基準値において、本機は特定化学物質の含有率が基準値以下の製品（グリー
ンマーク製品）です。
本製品および弊社製品の「特定化学物質の含有情報」については、弊社のホームページを
ご参照ください。（http://www.eizo.co.jp）





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [532.913 708.661]
>> setpagedevice




