
 
 

 
 
 

 
 

 
ユーザーマニュアル 

Elo Touch Solutions  
1523L / 1723L タッチモニター 

 SW601956 C17版  



 
ユーザーマニュアル –1523L, 1723L 

SW601956 2 / 27 ページ  
 

Copyright © 2021 Elo Touch Solutions, Inc. 無断複写・転載を禁じます。 

事前にElo Touch Solutions, Inc.社の許可書を取得しないで、本書のいかなる部分を電子、磁気、光学、化学、手動

などで複製、送信、転写、情報検索システムに記録、あるいはいかなる言語あるいはコンピューター言語などへの翻

訳などいかなる形態あるいはいかなる方法でも禁止されています（但し、必ずしもこれらに限定されません）。 

 

責任放棄声明 

この文書に記載された情報は、予告なしに変更されることがあります。Elo Touch Solutions, Inc. 及びその関連会社

（まとめて、「Elo」と呼ぶ）では本書の内容に関して明言あるいは保証、特に、特定目的の暗黙の商品性あるいは適切

性の保証はしません。ELO は時折本書記載内容を改訂あるいは変更する権利を有しており、その際、Elo はそのよ

うな改定あるいは変更に関する通知をする責任はありません。 

 

登録商標承認 

Elo（ロゴ）、Elo Touch Solutions、IntelliTouchはEloおよびその関連会社の商標です。WindowsはMicrosoft 
Corporationの商標です。 

 

注意事項 

またタッチパネルの清掃の際には、タッチモニター全ての電源をＯＦＦして実施して下さい。 

誤ってデータ入力や操作してしまう可能性やタッチ動作に影響を与える可能性があります。 

また、タッチパネルの清掃には、中性のクリーナーを使用してください。 
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第1章：はじめに 
 

製品の詳細 

お買い上げいただいたタッチモニターはElo Touch Solutionsのタッチ技術と最新表示設計により高性能と

高信頼性を実現しています。このような機能を組み合わせることによってユーザーとタッチモニター間で情

報が自然に流れるようになります。 

このタッチモニターは16.2Mカラー、カラーアクティブマトリックス薄膜トランジスタ（TFT）液晶ディスプレー（

LCD）パネルを組み入れ、高品質ディスプレー性能を提供しています。LEDバックライトは電力消費を大幅

に節減し、水銀を取り除きます（CCFLバックライトパネルと比較）。本LCDモニターの性能を強化する機能

として、プラグ&プレイの互換性、OSD（オンスクリーンディスプレイ）制御があります。 
 

注意事項 

装置をより長く使用してユーザーの安全性に関する危険を防止するため、本取扱説明書の全ての警告、注

意、保守手順を遵守してください。詳細情報ついては、安全 & 保守の章を参照してください。 

本説明書には装置の適切なセットアップと保守に関する大切な情報が記載されていますので、特に、イン

ストール、取り付け、操作の章を注意してお読みになられてから、タッチモニターをセットアップして電源を入

れてください。 
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第2章：インストール 

タッチモニターの開梱 

箱を開けて、以下の品目があるか確認してください。 

•  タッチモニター 1台 

• ユーザーマニュアルCD 1枚備考)新仕様では付属していません。 

•    規制情報のパンフレット（日本語） 1枚 

•   クイックインストールガイド 1枚 

•    VGAケーブル 1本 

•  DVI ケーブル 1本 

•  USB ケーブル 1本 

•  オーディオケーブル 1本 

•  AC-DC アダプタ 1個 

•  日本国内用電力ケーブル 1本 

•  3P-2Pアダプタ 本 

•  VESAマウント用フィラ－ 1個及び固定用M4ネジ4本 備考)シリアル番号の4桁目が”3”の旧仕

様品には同梱されていません。 

• 欧州EEIラベル 1式（地域別） 
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スタンドの位置 

タッチモニターのスタンドはLow positionとHigh positionのふたつの位置に変えることができます。 

.  

Low position 

スタンドをHigh positionに変えるには、蝶ねじをベースの底部の「H」ねじ孔にしっかりと留めます。 

     

High position 

スタンドをLow positionに変えるには、蝶ねじをベースの底部の「L」ねじ孔にしっかりと留めます。 
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コネクタパネル & インターフェース 

 

タッチモニター接続 

1. モニターのDVI、VGA入力コネクタ間のDVI/VGAビデオケーブルをDVI/VGAビデオ源それぞれに接続

してください。ビデオケーブルのねじを締めて、最高の性能を発揮するようにしてください。 

2. モニターのUSBケーブルとPCのUSBポート間をUSBタッチケーブルで接続してください。  

3. モニターのオーディオ入力ジャックとオーディオ源のオーディオケーブルを接続してください。 

4. 電源アダプターの入力コネクタをAC電源に接続してください。電源アダプターの出力コネクタをモニター

の入力電源ジャックに接続してください。 

5. タッチモニターはオフの状態で出荷されますので、電源ボタンをオンにしてください。 

 

USB タッチ出力  
 

 

オーディオ入力 
3.5mm TRS ジャック 
1Vms 以下 

 

DC 電源入力：（ﾌﾟﾗｸﾞ 5.5/2.1φ用） 
バレル内径 = 6.4mm 
ピン外径 = 2.0mm 
バレル深さ= 8.8mm 
入力電圧 – 12V DC 5% 
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タッチ技術ソフトウェアドライバのインストール 

お持ちのコンピュータと超音波表面弾性波方式タッチパネルが動作するにはドライバ－ソフトウェアをイン

ストールしなければならない場合があります。 

Windows 7/8.1、Vista用などのタッチドライバは弊社Webサイトから最新版を入手してください。 

投影型静電容量タッチモニターはWindows HIDドライバーを使用するのでドライバーを追加する必要はあ

りません。 

(超音波表面弾性波方式モデルの最新の仕様は、HID準拠となっており、Windows7以上のOSでは、デジ

タイザ－として、弊社ダッチドライバ－をインスト－ルしなくても動作します) 

注意)弊社タッチドライバ－をご使用の場合は、Windowsのコントロ－ルパネル内で「タブレットの設定」は
行わないでください。 実施した場合は、弊社タッチドライバ－を一回アンイスト－ルした後、再度インスト－
ルする必要があります。 

 

EloタッチドライバはElo Touch Solutions ウェブサイトwww.elotouch.com 

（あるいはタッチパネル・システムズのウェブサイトwww.tps.co.jp/support ） 

•  タッチドライバの最新バージョン 

•  タッチドライバの追加情報 

•   タッチドライバのインストール詳細ガイド 

•   その他のオペレーティングシステムのタッチドライバ 
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最新のタッチドライバをダウンロードするには 

1. www.elotouch.com/Support/Downloads/Driver/DriverDownload/Default.aspx にアクセスします 

2. 「Operating System (オペレーティングシステム)」ドロップダウンメニューで、オペレーティングシステムを

選択します。」 

3. 「Technologies (技術)」ドロップダウンメニューで技術を選択します。 

4. ご利用のタッチモニターに必要なドライバをクリックします。 

5. 「Driver License Agreement (ドライバの使用許諾契約)」ページが表示されたら、「Accept (同意する)」
をクリックします。 

6. あなたのメールアドレスを入力して「Next Step (次のステップ)」をクリックします。 ドライバのダウンロー

ドが自動的に開始されます。 

7. 新規ユーザーの場合は、必要な情報を記入し、「Register (登録)」をクリックします。 ドライバのダウンロ

ードが自動的に開始されます。 



 
ユーザーマニュアル –1523L, 1723L 

SW601956 10 / 27 ページ  
 

オプション品 
以下のオプション品が購入可能です。 
注意）タッチモニタ－と同時に納入できない場合があります。 
 
4) プリンタ－格納フリップスタンド  
備考）無償保証期間は 3 年、外形図は MS601942 参照。 

a) USB ｹｰﾌﾞﾙ （ﾀｲﾌﾟＡ－ﾀｲﾌﾟ B:長さ 40cm） 
b) M4 ﾈｼﾞ 4 個 
c) ｹｰﾌﾞﾙﾀｲ 3 本 
d) ｸｲｯｸｲﾝｽﾄ-ﾙｶﾞｲﾄﾞ（英語） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

① 黒 
PN：E353950 (ELO-mPOS PRINTER STAND-I-SERIES-BK) あるいは同等品 
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第3章：取り付け 

VESA背面取り付け（フィラ－を取り付けた状態） 

15型タッチモニターにはM4ねじ用穴75x75mm 4個が付いている取り付けパターンがモニターの裏面にあり

ます。プラスドライバーを使ってスタンドを取り外し、実装インターフェイスにアクセスします。VESA FDMI準拠

の順番は次のようにコード化されています：VESA MIS-D、75、C。 

 

 

M4 ねじ、 
取り付け面から 

のねじの長さ 
12MM 以下、4 個 

ケンジントン・ロック

レセプタクル  
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17型タッチモニターにはM4ねじ用穴75x75mm 4個が付いている取り付けパターンがモニターの裏面にあ

ります。プラスドライバーを使ってスタンドを取り外し、実装インターフェイスにアクセスします。VESA FDMI
準拠の順番は次のようにコード化されています：VESA MIS-D、75、C。 

 
 
 
 
 
 
 

注意：M4ネジ締め時のトルクは1.2Nm以下で行って下さい。 
  

M4 ねじ、 
取り付け面から 

のねじの長さ 
12MM 以下、4 個 

 

ケンジントン・ロック

レセプタクル  



 
ユーザーマニュアル –1523L, 1723L 

SW601956 13 / 27 ページ  
 

ベース取り付け 
15 型タッチモニターの場合、以下のようにスタンドベースの底面に固定用の M4 ねじ用穴が 3 箇所あります。  
更に、5φのスルーホールが 4 か所、Counter top mount 用の穴が 2 箇所あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
17 型タッチモニターの場合、以下のようにスタンドベースの底面に固定用の M4 ねじ用穴が 3 箇所あります。  
更に、5.5φのスルーホールが 4 か所、Counter top mount 用の穴が 2 箇所あります。 
 
  

 

 

M4 ネジ長さ 7mm 以下 

M4 ネジ長さ 7mm 以下 
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第4章：操作 

電源 

タッチモニターをオン/オフにするには、タッチモニターの電源ボタンを一度押してください。 

タッチモニター底面の電源表示盤LEDは以下の表に従って機能します。 
TouchMonitor/コンピュータモジュールの 

ステータス LED ステータス 

OFF（オフ） OFF（オフ） 
SLEEP（スリープ） PULSING（点滅） 

ON（オン） ON（オン） 
 

装置がSLEEP（スリープ）やOFF（オフ）モードのときは電力消費量が低くなります。電力消費の仕様詳細

に関しては、 Eloウェブサイト：http://www.elotouch.com あるいはタッチパネルシステムズの製品仕様書

を参照してください。 

スクリーンにタッチすると、接続されたホストPCがSLEEP（スリープ）モードから切り替わります（マウスを移

動したり、キーボードのキーを押したりしたときと同様に）。 

信頼性を改善したり無駄な電源消費量を減らすには、長い間使用しないことが分かっているときに電源ア

ダプタ－ をモニターから外すようにしてください。 

超音波表面弾性波 デュアルタッチ 

Windows 7コンピュータに接続の場合、タッチモニターは2点同時タッチに反応します。Windows XPコンピ

ュータに接続しているときは、タッチモニターはシングルタッチを検知します。 

本タッチスクリーンは必要な場合は、Eloドライバコントロールパネルの位置較正機能を通して表示のビデ

オ画像に合わせて再較正できます。 

弊社のタッチドライバ－で動作する製品であればマルチモニタ－に対応します。 

モニターを複数使用するには、デスクトップ上のショートカットEloConfigをダブルクリックしてElo 
Touchscreen構成スクリーンを開きます。  
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「Eloタッチスクリ－ンの位置補正」を選択して複数のモニターを較正します 

 

 

投影型静電容量タッチ技術 

Windows 7コンピュータと接続すると、タッチモニターは同時に10点のタッチに反応します。Windows XPコ
ンピュータと接続すると、タッチモニターは1点のタッチに反応します。 

Windows HIDドライバを使用するので、この技術が作動するために追加ドライバは必要ありません。 

この技術にはタッチ位置のキャリブレ－ション（位置較正）は必要ありません。 
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ジェスチャーのサポート 

超音波表面弾性波デュアルタッチおよび投影型静電容量タッチ技術によって1回タッチや複数回タッチに対

応する複数のジェスチャーが可能になります。Windows 7が対応するさまざまなチェスチャーについては、

Microsoft のウェブサイト http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd940543 を参照してください。 

ビデオ 

表示のネイティブ解像度はその幅と高さがピクセル数で測定されます。一般的に、最高の性能を発揮する

には、コンピュータの出力解像度と本モニターのネイティブ解像度、15型は1024 x 768、17型は1280 x 
1024に一致したときに本モニターで表示される画像は最高の表示画像で表示されます。 

コンピュータの出力解像度がネイティブ解像度でない場合、モニターはそのパネルのネイティブ解像度に調

整します。これは、必要に応じて入力画像をX軸やY軸に伸縮・圧縮して表示のネイティブ解像度に合わせ

ます。拡大縮小アルゴリズムの必至副産物は、コンピューターのビデオ画像を表示に合わせてモニターが

拡大縮小したときに忠実性を失うことです。この忠実性の喪失は近距離で機能豊富な画像を閲覧するとき

に最も如実に現われます（例えば、フォントが小さな文字を含む画像など）。 

お求めのタッチスクリーンはビデオ調整を必要とする可能性はあまりありませんが、アナログVGAビデオの

場合、ビデオグラフィックカードの出力変化に対応するには、ユーザーがOSDを通して調整してタッチモニタ

ーの表示画像の質を最適化する必要があります。これらの調整はタッチモニターに「保存」されます。また、

さまざまなビデオモードのタイミングを調整する必要性を減らすために、モニターがビデオ業界で最も一般

的なビデオタイミングのモードに正しく縮小拡大して表示されます。本モニターの技術仕様に関しては、タッ

チパネル・システムズ製品仕様書等を確認してください。 
  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd940543
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表示可能タイミング 

注意)弊社の製品仕様書、ユーザ－ガイド等及び製品のEDIDに記載されていない表示タ

イミングに関しては、仮に表示したとしても弊社は動作保証できません。 

1) ET1523L 

解像度 リフレッシュレート Hz 

VGA TEXT720×400 70 
VGA640×480 60,75 

SVGA800×600 56,60,75 
XGA1024×768 60,75 

2) ET1723L 

解像度 リフレッシュレート Hz 

VGA TEXT720×400 70 
VGA640×480 60,75 

SVGA800×600 56,60,75 
XGA1024×768 60,75 

SXGA1280×1024 79.98 

 

オンスクリーンディスプレイ（OSD） 

タッチモニター底部にはOSDボタンが4つあります。これらのボタンでさまざまな表示パラメターを調整しま

す。 

 
 
ボタンとその機能は以下の表の通りです。 

ボタン OSDが表示されていないときの機能：  OSDが表示されているときの機能： 
Menu 
（メニュー） OSDの主要メニューを表示 前のOSD メニューに戻る 

 OSD 輝度を表示するサブメニュー 選択したパラメター値を減らす/前のメニュー

項目を選択する 

 OSD コントラクトを表示するサブメニュー 選択したパラメター値を増やす/次のメニュー

項目を選択する 
Select 
（選択） 映像信号入力選択メニュ－ 調整パラメターを選択する / 

サブメニューを選択して入力する 
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OSDボタンが入力ビデオの上に表示するオンスクリーンのグラフィカル・ユーザー・インターフェースを制御します

ので、以下の表示パラメターの直感的調整が可能になります。 
パラメター 利用可能調整 

Brightness 
（輝度） 

モニターの輝度を増減する。 
初期設定：初期設定：15型:100 17型:80  備考)旧仕様の場合17型も100です。 

Contrast 
（コントラスト） 

モニターのコントラストを増減する。 
初期設定：グレイシェードが最高の性能 

Clock（クロック） パネルのピクセルドットクロックの微調整をする。 
VGA入力ビデオのみに利用可能  

Phase（位相） パネルのピクセルドットクロック位相の微調整をする。 
VGA入力ビデオのみに利用可能  

Auto Adjust 
（自動調整） 

入力アナログVGAビデオシグナルにシステムクロックを自動的に調整し、水平位置、垂

直位置、クロック、位相メニュー項目に影響を及ぼす。 
VGA入力ビデオのみに利用可能  

H-position 
（水平位置） 

1ピクセルごとに画像を表示部の水平に移動する。 
初期設定：中心 
VGA入力ビデオのみに利用可能  

V-position 
（垂直位置） 

1ピクセルごとに画像を表示部の垂直に移動する。 
初期設定：中心 
VGA入力ビデオのみに利用可能  

Sharpness 
（鮮明さ） 

表示画像の鮮明さを調整する。 
初期設定：鮮明さ調整なし 
非ネイティブ入力ビデオ解像度のみに利用可能 

Color Temperature 
（色温度） 

表示の色温度を選択する。利用可能の色温度は9300K、7500K、6500K、5500K、およ

びユーザー定義。ユーザー定義のオプションが選択されたら、スケール0から100の個々

のR/G/Bゲインを変更してユーザーが色温度を変更できる。 
初期設定：R/G/Bゲインのユーザー定義をすべて100に設定する。 

OSD Timeout 
（OSDタイムアウト） 

この調整によって最後に押したボタンからOSDが閉じるまでのタッチモニターの待機時

間を調整する。調整可能範囲は5 ～60秒。 
初期設定：15 秒。 

OSD Language 
（OSD言語） 

OSD情報を表示する言語を選択する。選択言語：英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語

、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語。 
初期設定：英語 

Information(情報) モニタ－などのSNを表示する。 
Volume（音量） 内蔵スピーカー出力の音量を調整する。  

Mute（消音） 消音と出音の音声出力を切り替える。  
初期設定：出音  

Recall Defaults 
（初期設定に戻る） 

「Recall Defaults（初期設定に戻る）」を選択するとOSD調整可能パラメター（OSD言語

を除く）とプリセットビデオモードのタイミングを工場初期設定値に回復する。 
Video Source  
（ビデオソース） 

モニターはアクティブビデオをVGA、DVI、コネクターでスキャンし続ける。この調整によっ

て表示に優先度が与えられる入力ポートを選択する。 

OSDを通して調整したすべてのタッチモニターは入力したらすぐに自動的に記憶されますので、タッチモニ

ターのプラグを外したり、電源をオン/オフにするたびにリセットする必要がありません。電源異常があっても

、タッチモニターの設定は工場仕様に初期設定されません。 
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OSDおよび電源ロックアウト 

「Menu（メニュー）」と「Up（上へ）」ボタンを2秒間同時に押し続けると、OSDロック機能が有効/無効になりま

す。OSDロックが有効化されると、Menu（メニュー）、Up（上へ）、Down（下へ）あるいはSelect（選択）キー

を押してもシステムに何の影響もありません。 

「Menu（メニュー）」と「Down（下へ）」ボタンを2秒間同時に押し続けると、パワーロック機能が有効/無効に

なります。パワーロックが有効化されると、電源スイッチを押し続けてもシステムに何の影響もありません。 
 
 

 
  



 
ユーザーマニュアル –1523L, 1723L 

SW601956 20 / 27 ページ  
 

第5章：技術サポート 
 
タッチモニターの不具合がある場合、以下の提案を参照してください。 
不具合が直らない場合は、代理店か、サポ－トセンタ－までご連絡ください。 

よくある問題の解決方法 
 

問題 提案トラブルシューティング 
システムを作動させてもタッチモニタ－が起動

しない 
電源アダプタがきちんと接続されているか確認してください。

DC電源アダプタが機能しているか確認してください。 

モニターの文字がぼやけて見える アナログ入力の場合、オ－トアジャストを実行あるいはシャ－

プネスの調整をしてください。 

表示されない 

LEDが点滅している場合、スリープモードになっているかもし

れません。キーを押すか、マウスを移動するか、タッチスクリー

ンをタッチして画像が再表示されるか様子をみてください。 
ケーブルの接続がゆるくなっていないか確認してください。 

モニターに「out of range」が表示される 
あるいはモニターの表示画像が普通でない 

コンピューターの解像度/タイミングをタッチモニターの許容範

囲内になるように設定してください（仕様に関してはウェブサイ

トを参照してください）。 
解像度が起動毎に変わる ディスプレイドライバ－をアップデ－トしてみてください。 

OSD ボタンや電源ボタンを押しても反応しない OSDロックや電源ロックがオンになっているか確認してくださ

い。 

タッチの機能が作動しない 
超音波表面弾性波方式の場合、コンピューターに最新のEloド
ライバ（デジタイザ－用）がインストールされているか確認して

ください。 

タッチの位置がずれる  

超音波表面弾性波方式の場合、タッチ面の縁の領域にテ－プ

等を貼っていないことを確認してください。 
超音波表面弾性波方式の場合、タッチ位置の較正を行って下

さい。 

タッチの反応が良くない マウスエミュレ－ション用に設計されたアプリケ－ションの場合

、タッチドライバ－の設定変更が必要になります。 
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技術サポート 
 

技術サポ－トを得るには、以下の方法で情報を得ることができます。 

• ウェブサイト 
• サポ－トセンタ－ 

 

ウェブサイトを利用して 
ワールドワイド ：http://support.elotouch.com/ 

日本 ： www.tps.co.jp/support 

をご覧ください。 

 

サポ－トセンタ－の利用 
日本では、タッチコンピューターの操作方法や技術的なお問合せ先としてサポート窓口を用意しております。

連絡先や受付時間は以下を参照下さい。 

タッチパネル・システムズ サポートセンター 
電話番号：03-5464-5835、FAX番号：03-5464-5478 
e-mail：tpstech@tps-support.com 

受付時間：月曜日～金曜日（但し、弊社指定休日は除く） 
9:00～12:00、13:00～17:00 

 

http://support.elotouch.com/
http://www.tps.co.jp/support
mailto:tpstech@tps-support.com


 
ユーザーマニュアル –1523L, 1723L 

SW601956 22 / 27 ページ  
 

第6章：安全 & 保守 
安全 

感電の危険を避けるため、以下の安全上の注意事項に従い、タッチモニターはユーザーが修理できるものではありませんの

で分解しないでください。 

インストールの際は、技術仕様の章に記載の特定環境条件を維持するように実行してください。 

お手入れ/お取り扱い 
タッチモニターが最適レベルで機能するように以下の点に従ってください。 
 

• クリーニングを行う際は、電源オフの状態で行ってください。 
• 装置内に液体が入らないよう、洗剤等を直接タッチスクリーンや機器に直接噴霧したり、かけたりしないでください。 
• 装置内に液体が入ってしまった場合は、資格があるサービス技術者による点検を受けるまで電源を入れないでください。 

• 表示ユニットのキャビネットをクリーニングする場合は、薄めた中性洗剤で軽く湿らせた清潔な布を使用してください。 
• タッチスクリーンのタッチ面は、ガラスでできております。クリーニングは、窓ガラス用洗剤かガラス磨きスプレーなどを清

潔な布またはスポンジにつけて行って下さい。 

• タッチ面に液体などが付着した状態で通電した場合、タッチ動作が不安定になる場合がありますので、注意して下さい。 

• プラスチック外装部の清掃にエタノ－ル/メタノ－ルを使用しないで下さい。劣化する場合があります。 
• 金属部のクリ－ニングに次亜塩素酸ナトリウム等を使用すると金属が腐食する可能性がありますので注意してください。 
• 環境温度および湿度が仕様範囲内に維持され、通気口がふさがれていないことを確認してください。 

 

 

電気装置および電子装置の破棄（WEEE）指令 

 

欧州連合では本ラベルは「本製品は家庭廃棄物として処理してはならない」と

いう意味です。修理やリサイクルのために適切な施設で処理してください。 
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第7章：規制情報 
I. 電気安全情報： 

メーカーのラベルに記載の電圧、周波数、電流などの要件を必ず順守してください。規定の電源と異なったものを接続

するなど要件に従わない場合、不適切な稼動、装置への損傷、火災の原因を招く恐れがあります。 

本装置内にはユーザーが修理できる部品はありません。本装置が生じる危険電圧があり、安全上の問題を招く恐れ

があります。修理は資格があるサービス技術者のみが行ってください。 

装置を主電源に接続する前のインストールについてご質問がある場合は、資格のある電気技師またはメーカーにお

問合せください。 

II. 放射および電磁波耐性情報 
米国内のユーザーに対する通知：本装置はFCC規則第15章に定められたクラスBデジタル装置に関する規制要件に

基づいて所定の試験が実施され、これに適合するものと認定されています。これらの規則要件は、住宅で設置した場

合に有害な妨害から妥当に保護するためのものです。指示に従って本装置を取り付け、使用しなかった場合、電磁波

を発生・使用し、外部に放射することがあり、無線通信に有害な混信を招く恐れがあります。  

 カナダのユーザーに対する通知：本装置はカナダの業界によって無線妨害規制で定められたデジタル装置から放出

される電波雑音に関するクラスBに適合しています。  

欧州連合のユーザーに対する通知：装置に付属の電源コードと相互接続ケーブルだけを使用してください。規定のコ

ードやケーブル以外を使用すると下記の規格規定の電気安全、放出あるいは電磁波耐性に関する認証マークを損な

う可能性があります。 

 この情報技術機器（ITE）にはメーカーのラベルに認証マークを貼付するように義務付けられており、このマークは下

記の指示および基準に従って検査されたことを意味します。本装置は、欧州規格 EN 55032 Class B の EMC 指
令 2014/30/EU、および欧州規格 EN 62368-1 に定められた CE マークの認定要件を満たすことがテスト済みで

す。 

すべてのユーザーに対する一般情報：本装置は無線周波数エネルギーを発生・使用し、外部に放射することがありま

す。本書に従って本装置を取り付けしたり利用しなかった場合は、無線通信およびテレビ通信の電波妨害を引き起こ

す可能性がありますが、場所によって妨害の原因が異なるため、特定の場所によっては妨害が起きないという保証は

ありません。 

1) 放射および電磁波耐性の要件に見合うため、ユーザーは下記事項を順守してください。 

a) 本デジタル装置と他のコンピューターを接続する場合は、付属のI/Oケーブルのみを使用してください。 

b) 要件を順守するために、メーカー指定のラインコードのみを使用してください。 

c) 要件順守の責任がある当事者によって明確に承認されていない装置を変更・修正すると、ユーザーは装置の

操作権利を失う場合がありますのでご注意ください。 

2) 本装置が無線あるいはテレビ受信、あるいはその他の装置の受信妨害を引き起こす原因であると思われる場合： 

a) 装置の電源をオフ/オンにして放射元を確認してください。 

本装置が妨害元であると確認される場合は、下記のいずれかの方法で妨害しないように修正してください。 
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i) 妨害を受けたレシーバーからデジタル装置を離す。 

ii) 妨害を受けたレシーバーに対してデジタル装置を再配置（向きを変える）する。 

iii) 妨害を受けたレシーバーのアンテナを再配置する。 

iv) デジタル装置とレシーバーの分岐回路が異なるようにデジタル装置を違うACコンセントに差し込む。 

v) デジタル装置が使用しない一切のI/Oケーブルの接続を切って取り除く。（愁嘆処理していないI/Oケーブル

は、電波周波数の放出レベルを増す可能性がある。） 

vi) デジタル装置を接地コンセントのみに差し込む。ACアダプタープラグを使用しないこと。（接地したラインコ

ードを取り外したり切ったりすると無線周波数の放出レベルを増加する可能性があり、ユーザーに致死的な感

電の危険を及ぼす可能性もある。） 

さらに援助が必要な場合は、ディーラー、メーカー、ベテランの無線あるいはテレビ技術者に相談してください。 

 

III. 規格認証    
本モニターは以下の規格に適合しています。 

オーストラリアC-Tick 

カナダCUL, IC 

中国CCC 

欧州CE 

英国 UKCA 

日本VCCI 

韓国KC 

台湾BSMI 

米国FCC, UL 

IV. 中国RoHS认证 
根据中国法律（电子信息产品污染控制管理办法），本节将列出本产品可能含有的有毒或有害材料

的名称和含量。 
 

部件名称 有毒或有害物质与元素 
 铅 (Pb)  汞 (Hg)  镉 (Cd)  六价铬 

(Cr6+) 
多溴联苯 
(PBB) 

多溴联苯醚
(PBDE) 

塑料部件 O O O O O O 
金属零件 X O O O O O 
电线和电缆 

组件 

X O O O O O 

液晶显示面板 X O O O O O 
触摸屏面板 X O O O O O 
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印制线路板 X O O O O O 
软件（CD等） O O O O O O 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制. 

〇:  表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下. 

X:   表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求.对于带X的项

目，已经根据欧洲RoHS认证豁免。 

标志说明 

(1) 根据 SJ/T11364 的要求，电子信息产品标有以下污染控制标识。 此产品在 10 年内不会对环境产生影响。 

 

(2) 绿色产品标识 
 

 

 

 

V. 電源アダプタ仕様 
電気定格： 
入力：100 ～ 240VAC、50/60Hz 
出力：12VDC、4.16A以上、LPS（有限電源） 
 

VI. モニター仕様 
電気定格： 
入力：12VDC、4.16A 
作動条件： 
温度：0°C ～ 40°C 
湿度：20% ～ 80% （非結露） 
高度：0 ～ 3,048m 
保存条件： 
温度：-20°C ～ 60°C 
湿度：10% ～ 90% （非結露） 
高度：0 ～ 12,192m 
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第8章：保証情報 
 

特に指定のない限り、あるいは買い手に対する受注承諾がない限り、売り手は製品の材質や仕上がりに欠陥がな

いことを買い手に保証します。Touchmonitors および製品部品の保証は三（3）年間とします。 

売り手はモデル部品の寿命についての保証はしません。売り手の供給者は、常時および時折、製品または部品と

して出荷した部品の変更を行うことがあります。 

上記の保証に適合する製品の不具合が発見した場合、売り手は買い手に対して迅速に（どのような場合でも発見

から三十（30）日以内に）書面にて通知しなければなりません。通知には、そのような不具合に関する状況など商用

的に適度な詳細を記述しなければなりません。可能な場合は、売り手はインストールした製品の検査を行わなけれ

ばなりません。売り手による書面の指示があった場合を除いて、通知はそのような製品の保証期間内に売り手が

受領する必要があります。そのような通知を送付してから三十（30）日以内に、買い手は不良品であるとされている

製品を受領時の出荷用ダンボール箱、あるいは機能的に同等のものに梱包して買い手の費用および危険で売り

手宛に発送しなければなりません。 

不良品であるとされている製品を受領してから、および売り手が上記の保証を製品が満たしていないという確認を

してから適度な期間内に、売り手は (i) 製品の修理あるいは変更、(ii) 製品の交換 のどちらかの方法によってそ

のような不良品を修正しなければなりません。製品のそのような変更、修理、交換、および返却する際には買い手

に対して最低の保険を含み、費用は売り手側が支払うこととします。 製品発送中に起きる紛失あるいは損傷の危

険は買い手が負い、買い手はその製品に保険をかけることができます。買い手は製品の返品にかかった郵送料を

売り手から払い戻し請求できますが、売り手が不良品でないと判断した場合は払い戻し請求はできません。製品の

変更、修理は売り手のオプションによって行い、売り手の施設か買い手の敷地のどちらかで行います。売り手が上

記の保証に適合した製品の変更、修理、交換を提供できない場合は、売り手は売り手のオプションによって製品購

入価格から買い手が提示する保証期間の定額減価償却を差し引いた額を買い手に払い戻しするか、買い手の口

座に入金する必要があります。 

これらの救済措置は保証不履行が起きた場合の買い手専用の救済措置とします。上記に明示されている保証を

除いて、売り手は製品の目的適合性、品質、商品性、権利を侵害していないことなどの点を含む明示または暗示の

保証を認めません。売り手の従業員、あるいはいかなる当事者も本書に記載の保証以外は商品の一切の保証を

してはなりません。保証に基づく売り手の負担は製品の購入価格を払い戻しすることに限定します。いかなる場合

も売り手は買い手が購入、あるいは取り付けた代替品の価格、あるいは一切の特別な、誘発的、間接的、偶発的

な損傷などの責任は負いません。 

買い手は危険を前提とし、(i) 買い手の製品の使用目的に対する適合性、一切のシステム設計あるいは製図の評

価、(ii) 買い手が使用する製品の適用法、規制、規約、標準規格に対する順守の判断、などに関するすべての責

任から補償しかつ無害に保つことを補償し同意します。買い手は、売り手が製造、供給した製品、部品を含むある

いは盛り込むすべての保証およびその他の請求に対するすべての責任を保持しかつ受理します。買い手は買い

手が認可する製品に関する一切かつすべての言明事項、保証に対する唯一の責任を負います。買い手は売り手

を補償し、買い手の製品、言明事項、保証に起因する一切の負債、請求、損失、価格、費用など（妥当な弁護士の

料金を含む）同様のものに対して損害を売り手に与えません。 
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当社のウェブサイトをご確認ください。 
 

www.elotouch.com 

 

以下の最新情報をご覧ください。 

•  製品別情報 

•  仕様 

•  次回のイベント 

•  プレスリリース 

•  ソフトウェアドライバ 
 

Elo社へのお問い合わせ 

Elo Touch Solutions社に関する詳細については、弊社のウェブサイト www.elotouch.comある

いはwww.tps.co.jp をご覧いただくか、タッチパネルシステムズのオフィスまでご連絡ください。 
日本 
電話 (045) 478 2161 
Fax  (045) 478 2180 
www.tps.co.jp  
北米 
TEL + 1 408 597 8000 
FAX +1 408 597 8001 
elosales.na@elotouch.com 
 
 
 

欧州  
Tel +32(0)(16)704 500 
Fax +32(0)(16)704 549 
elosales@elotouch.com  
 

アジア太平洋 
Tel +86 (21) 3329 1385 
Fax +86 (21) 3329 1400 
www.elotouch.com.cn  

ラテンアメリカ 
TEL +52 55 2281 -6958 
elosales.latam@elotouch.com    
 

 

Copyright  2021 Elo Touch Solutions, Inc. 無断複写・転載を禁じます。 

 

http://www.elotouch.com/
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