








































マルチフォーマット対応
アナログ ・ デジタル入力
ディスプレイ

製品比較一覧表

組込み用液晶ディスプレイ

４Kディスプレイ

業務用マルチメディアディスプレイ
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「LCD97 シリーズ」は、9.7 型の小型液晶でありながら、解像度 1024×768 (XGA）、輝度 （350 cd/m2）、広視野角 ( 水平 170°/ 垂直 170°)、及びコントラ
スト 比（800:1）の IPS 方式液晶パネルを採用。HDMI/DVI-D/VGA/ ビデオ / オーディオのデジタルとアナログ両入力に対応した、 多用途スクエア型液晶モニターで
す。また、 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) に対応し Blu-ray 等のコンテンツ不正コピー防止する著作権保護技術が使用されたコンテン
ツ表示が可能です。メニューボタンによる画角自動調整、 ダウンスキャン表示にも対応しており、 最大 1600×1200 (UXGA) までのアナログ映像入力に対応します。
工場でのモニターや監視カメラ、ハイビジョン映像機器等、様々な映像機器との接続が可能です。
タッチパネルモデル「LCD97T/TW」は 5 線式抵抗膜方式を採用。従来の 4 線式と比較し、 入力精度が高く耐久性が向上しています。付属のソフトウェアにより USB
ケーブル制御で Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 に対応いたします。
本体は厚さ約 30mm、重量約 630g の薄型軽量設計で、持ち運びにも便利です。取り外し可能な折りたたみ型の自立スタンドは、安定性が高く強固な作りで、モニ
ター背面に搭載した VESA 規格 75 x 75mm のネジ穴に固定。スタンド裏にも 4 点フック穴を用意しており、壁掛け運用にも適しています。　また、各種映像機器と
の接続用に専用の HDMI、 DVI ケーブルを付属。VGA とビデオ（RCA）接続には、 ケーブルの取り回しを考え、 映像 ・ 電源 ・ 音声ケーブルを一本にまとめた付属の
SKS 接続ケーブルを利用します。 「LCD97」「LCD97W」は、 あらゆる業務用途から産業用機械組み込み、 個人ユースまで様々な利用用途でのご利用に最適な小
型液晶モニターです。    

特長

型番

LCD97
LCD97W
LCD97T
LCD97TW

カラー

ブラック
ホワイト
ブラック
ホワイト

JAN

4582169232325
4582169232332
4582169232349
4582169232356

種別

タッチパネルモデル

標準モデル

■ 高解像度（1024×768）・ 広視野角 ( 水平 170°/
　　垂直 170°) スクウェアタイプの高画質 IPS 液晶パネルを
　　採用
■ 5 線式抵抗膜方式タッチパネル搭載モデルあり
■ HDCP 対応 HDMI 入力端子搭載 
■ ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能  
■ 薄型（約 30mm 最薄部約 15mm）/ 
　　軽量（約 570g ※スタンド部除く） 
■ 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能  
■ 反転表示機能  
■ 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用  
■ VESA マウントインターフェース規格 FPMPMI
　　75x75mm  対応

9.7 INCH SQUARE

LCD97 
HDCP 対応 9.7 型 業務用マルチメディアディスプレイ
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解像度（1024x768）、輝度（350 cd/m2）、コントラスト比（800:1）、
視野角（水平 170°/ 垂直 170°）の IPS 方式液晶パネルを採用。
9.7 型の小型液晶に高解像度、 広視野角液晶パネルを採用すること
で少ない色変色に鮮明な色彩での映像表示を可能としました。

■ 高解像度 ・広視野角 IPS液晶パネルを採用

IPSパネル採用でどこから見ても美しい！！IPSパネル採用でどこから見ても美しい！！

本体横幅約 235mm、 厚さ約 30mm（最薄部 15mm）の小型、
薄型設計。 スペースの限られた場所での設置可能です。 また、 本体重
量約 630g で持ち運びにも適した重さです。

■ 薄型、 小型、 軽量で設置や持ち歩きに便利

横幅235mmの省スペースモデル！横幅235mmの省スペースモデル！
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