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No. NR10-026 Rev.A 

作成：2010 年 10 月 5 日 

株式会社ナナオ 企画部 販売促進課 

 

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 

マルチタッチ対応の 17.0 型液晶モニターを発売 
 

1．概要 

株式会社ナナオ（本社：石川県白山市、代表取締役社長：実盛 祥隆）は、Windows 7 のマルチタ

ッチ機能をサポートする 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター「EIZO FlexScan 

T1751-L」を 2010 年 11 月 10 日（水）より発売します。価格はオープン※1。 
※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。参考価格：ＥＩＺO ダイレクト販売価格 94,800 円（税込） 

 

EIZO FlexScan T1751-Lは、Windows 7のマルチタッチ機

能のサポートにより、2 本の指を使ってさまざまな操作を直

感的に行うことができるタッチパネル液晶モニターです。 

タッチ方式は赤外線光学イメージング方式を採用。入力

方法の制限が少なく、手袋をはめたままの状態や、一般的

なタッチペンでも入力操作が可能です。また、専用のタッチ

ペンを標準添付しており、手書き入力にも使用できます。 

 

タッチ面は、表面に傷が付きにくい強化ガラスを採用。磨耗にも強いのでタッチ耐久性に優れて

います。また、タッチポイントのずれが発生しないので、長期間ローメンテナンスで運用できます。 

 

液晶パネルは、画面を斜めから見ても色変位が少ない広視野角 VA パネルを採用しており、画

面にタッチパネル用のフィルム等の貼付けもないことから、透過性に優れたクリアな表示を実現し

ています。 

 

スタンド部には、チルト角度を 6 段階に幅広く調整できる「LaidBack Stand（レイドバックスタンド）」

を採用。使いやすい角度に調整することで、快適に作業が行えます。 

 

各種安全規格や環境規格、医療規格にも適合しており、マルチタッチ対応のニーズがある各種

情報端末やサイネージ用途を始め、文教分野や医療機器への組込み用途への販売も見込んでい

ます。 

 



No.NR09-026 Rev.A  2/3 

2．製品特長／機能 

■マルチタッチ対応。直感的なタッチ操作が可能 

マウスを使わずに、タップやドラッグ、スクロールなどの操作が

行えます。Windows 7 のマルチタッチ対応アプリケーションでは

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

の指を使って直感的に行うことができます。 

 

■さまざまな物でタッチ可能 

専用ペン以外のタッチペンや、手袋をはめたままでもタッチ操作が可能です。

細かなタッチ操作や手書き入力に便利な専用タッチペンも標準添付してい

ます。 

 

■耐久性に優れローメンテナンス 

タッチ面に強化ガラスを採用。磨耗に強くタッチ耐久性に優れ、細かな傷も付きにくくなっています。

既存のEIZO FlexScanタッチパネルシリーズと同様の3年間の保証期間を設けており、長期間安心

して使用できます。また、タッチポイントのずれが起こらないため、定期的な再調整が不要で、ロー

メンテナンスな運用が可能です。 

 

■VA パネル採用、透過性に優れたクリア表示 

画面を斜めから見た際の色の変位が少ない広視野角 VA パネル採用しています。高コントラスト比

1500：1 を実現し、画面にタッチパネル用のフィルム等の貼付けもないことから、透過性に優れたク

リアな表示が行えます。 

 

■調整範囲の広いスタンドを搭載 

チルト角度をワンタッチで簡単に調整可能な LaidBack Stand（レイドバックスタン

ド）を採用。使い方に合わせて 10 度ずつ 6 段階に広範囲なチルト操作が可能で

す。無理なくマルチタッチ操作が行える角度や、長時間の使用でも腕や目が疲

れにくい角度に調整することで、快適に作業が行えます。また、安定感があるた

め、ぐらつきなく、しっかりとタッチ操作できます。 

 

■その他特長 

・コンテンツに合わせて最適な表示モードを選択できる FineContrast 機能 

・画面を適度な明るさに自動調整する Auto EcoView 機能 

・10bit 内部演算/10bit-LUT による滑らかな階調表現 

・スピーカー搭載・ヘッドホンジャック搭載で音声ニーズに対応 

・2 色のカラーバリエーション 

 

■スタンド可動イメージ 

■マルチタッチ操作イメージ 
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3．FlexScan T1751-L 製品仕様 
型番 T1751-LBK（ブラック）、T1751-LGB（グレイブラック） 

サイズ   43cm (17.0)型 (可視域対角 43.2cm) 

タッチパネル部 タッチパネル方式 赤外線光学イメージング方式 

  通信方式 USB シリアル転送 

  表面硬度 5.5Mohs 

  対応 OS Windows 7（64-bit、32-bit）/Vista（64-bit、32-bit） 

種類 (表面ノングレア仕様) VA 

視野角 (コントラスト比 10：1 時、typ.) 水平 178゜／垂直 178゜ 

最大輝度 (typ.)／コントラスト比 

(typ.) 

180cd/m2 ／ 1500：1 

応答速度 (typ.) 黒→白→黒： 25ms 

推奨最大解像度 1280×1024 

標準表示面積 (横×縦) 337.9×270.3mm 

画素ピッチ 0.264×0.264mm 

最大表示色 約 1677 万色：8bit 対応 (約 10 億 6433 万色中／10bit-LUT) 

液晶パネル  

(カラーTFT) 

表示階調 256 階調 (1021 階調中) 

ドットクロック (デジタル／アナログ) 108MHz／135MHz 

走査周波数 デジタル：水平／垂直 ※2 31～64kHz／59～61Hz（VGA Text 時：69～71Hz） 

  アナログ：水平／垂直 ※2 24.8～80.0kHz／50～75.0Hz 

入出力端子 デジタル映像入力 DVI-D 24 ピン×1 (HDCP 対応※3) 

アナログ映像入力 D-Sub 15 ピン (ミニ)×1  

サウンド入力 ステレオミニジャック×1 

USB 機能／USB ハブ USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×1／－ 

スタンド機構  チルト 15°/25°/35°/45°/55°/65° 

スピーカー   500mW＋500mW 

電源   AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz 

最大消費電力 34W 

節電時消費電力 1.2W 以下 (1 系統信号入力時、USB 接続時) 

消費電力 

待機時消費電力 0.6W 以下 

標準使用時 本体(スタンド含む) 392×199～366×191～360mm 外観寸法  

(幅×高さ×奥行) モニター部 392×357×66.5mm 

質量 本体（スタンド部含む）／モニター部 約 5.3kg／約 4.5kg 

動作環境条件 温度／湿度(R.H.、結露なきこと) 0～35℃／20～80% 

主な適合規格 

※最新の適合状況は、EIZO Web サイトにてご確認下さい。

CB、CB（IEC60601-1）、TUV/GM、CE、cTUVus、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、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（★★☆）※6 

主な付属品 モニターケーブル：デジタル DVI-D～DVI-D×1 

  モニターケーブル：アナログ D-Sub 15 ピン (ミニ)～D-Sub 15 ピン (ミニ)×1 

  その他 2 芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、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 

保証期間 お買い上げの日より 3 年間 ※7 

※2 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 は 、

http://www.eizo.co.jp/company/ecology/jmoss/index.html 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、★★☆は達成率 70％未満、★★★は達成率 70％以上を示します。 ※7 使用時間は 30,000 時間以内に限ります。 

 

 
EIZO、FlexScan は株式会社ナナオの登録商標です。Windows、Windows Vista は米国およびその他の国における登録商標です。外観および仕様は

改善のため予告なく変更することがあります。Copyright © 2010 EIZO NANAO CORPORATION  All rights reserved. 

 

【 お客様からのお問い合わせ先 】 

ＥＩＺＯコンタクトセンター TEL：0120-956-812  FAX：076-275-4128 

ホームページ：http://www.eizo.co.jp/ 
 

【 報道関係各位のお問い合わせ先 】 

株式会社ナナオ 企画部 販売促進課  

TEL：076-277-6795   FAX：076-277-6796  E-mail：press@eizo.co.jp 

ホームページ：http://www.eizo.co.jp/press 


