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S243HLbmii
T Series

T230Hbmidh

極薄エコスタイル タッチスタイル

型番

JANコード

サイズ

表示領域（幅×高さ）

本体色

画素ピッチ

最大解像度

可視角度（水平／垂直）

液晶パネル方式

走査周波数（水平／垂直）

輝度

コントラスト比

応答速度

表示色

NTSC比

チルト角（前／後）

スイベル／高さ／ピポッド

入力信号

入力端子

スピーカー

T230Hbmidh

4515777522380

23インチ ワイド光沢液晶

509.76×286.74mm

0.265mm

1920×1080 Full HD／16：9／

光沢（硬質強化パネル）

160°／160°

300cd/m2

80000：1（ACM）

左右35度／上下最大110mm／

非対応

D-Sub 15ピン、DVI-D 24ピン

（HDCP対応）、HDMITM Ver.1.1、

USB（TYPE B／タッチモニター

制御用）

内蔵（1.5W×2）

　フルモード

固定拡大機能

オンモード（当社実測値）

スタンバイ／オフモード

　使用温度

　使用湿度

　スタンドあり

スタンドなし

100×100mm対応

内蔵（100-240V）

35.5W

0.89W／0.75W

567×404×217mm

8.5Kg

6.6Kg

ISO13406-2、MPRⅡ、PSE、CCC他

マニュアルCD、VGAケーブル、

DVI-Dケーブル、電源ケーブル、

クイックスタートガイド、台座、

保証書、オーディオケーブル

（1.8M）、USBケーブル

ブラック

TN

30KHz～80KHz／55Hz～75Hz

2ms（GTG）

1670万色

72％

5°／15°

アナログRGB／デジタル／オーディオ

S243HLbmii

4515777532549

24インチ ワイド液晶

531.4×298.9mm

0.276mm

1920×1080 Full HD／16：9

170°／160°

250cd/m2

8000000：1（ACM）

－

D-Sub 15ピン、HDMITM 

Ver.1.1×2

内蔵（2W×1）

表示アスペクト

VESAマウント

電源入力

消費電力

環境条件

本体寸法（W）×（H）×（D）

本体重量

安全規格など

グリーン購入法

RoHS

J-Moss

国際エネルギースタープログラム

PCリサイクル

付属品

保証期間

非対応

ACアダプター（DC19V/2.1A、

100-240V、50/60Hz）

17.15W

0.55W／0.45W

569×425×192mm

6.5Kg

取り外し不可

ISO13406-2、MPRⅡ、PSE他

マニュアルCD、VGAケーブル、

DVI-HDMITM変換ケーブル、

HDMITMケーブル、ACアダプター

／電源ケーブル、クイックス

タートガイド、台座、保証書、

オーディオケーブル（1.8M）

（台座含む）

対応

対応

0～40℃

20～85％

対応

対応

対応

対応

対応

3年（パネル・バックライト1年）

●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめ
ご了承ください。●T230Hbmidhに装備されたUSB端子と、付属のUSBケーブルは、マルチタッチ機能を有効にするためのものです。T230Hbmidhのマルチタッチ機能は、Windows® 7 Home Premium、ProfessionalおよびUltimateエディ ションで
のみご利用いただけます。●掲載のコントラスト比はACM使用時のものです。ACMオフ時のコントラスト比は1000：1となります。

どこまでも美しく。どこまでも新しく。

あなたに一番ここちよく。

エイサー液晶ディスプレイ

S Series / T Series

S  S e r i e s

E c o l o g y

S l i m

T  S e r i e s

http: / /w w w.acer.co.jp /

F l e x i b l e

T ou ch

安全に関するご注意 正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「ユーザーズマニュアル」をお読みください。
水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

●お問い合わせ・ご用命は

©2010 Acer Inc. All rights reserved. Acer, the Acer logo, and Aspire are registered trademarks of Acer Inc. 
Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, 
are the property of their respective owners.

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング18F
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日本エイサー株式会社

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界シェア第2位のPCベンダーです（2009年第3四半期に
おいて、Gartner Dataquest）。優れたデザイン、使いやすさ、信頼の置けるITソリューションにより、
世界各国で常に高い評価をいただいております。詳しくはwww.acer.comをご覧ください。

Acer Inc.について

2010年3月現在 MA.LS3T0.MAR MA.LS3T0.MAR 

http://www2.acer.co.jp/support/

0570-016868
ナビダイヤル フリーダイヤル 

ご購入後のテクニカルなご質問はこちらへ。

無償保守サービス（3年間）

※お申し込みの際は、ご購入日・販売店名が記載された保証書が必要です。

エイサーサポートWeb

10：00～18：00（月～金曜日）
※土・日・祝日・年末年始・当社指定休業日を除く。

24時間365日
いつでもお気軽に
お電話ください。

製品のご購入日から3年間（パネル・バックライトは1年保証）は、製品を弊社までお送りいただく
だけで無償にて修理を承ります。

「よくあるご質問」をQ＆A形式で掲載。画像や図などを用いて、わかりやすく解説しています。

日本エイサーカスタマーサービスセンター

0120-561-813

ご購入前のご相談・お問い合わせはこちらへ。

エイサーご購入ホットライン

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※ナビダイヤルは通話料のみでご利用いただけます。

PHS、IP電話からは、06-7634-9100をご利用ください。※通話料はお客様のご負担となります。

J-Moss
グリーンマーク

グリーン
購入法

国際エネルギー
スタープログラム

PCリサイクル RoHS指令

●当製品は日本国内仕様です。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標また
は商標です。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色彩が異なる場合があります。●製品仕様の表記・
数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なり
ます。●本カタログに記載されているシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。
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3系統入力対応のインタフェース3系統入力対応のインタフェース

画面の高さ・角度を自在に調整可能画面の高さ・角度を自在に調整可能

8000000：1のスーパーハイコントラスト比8000000：1のスーパーハイコントラスト比
コントラスト比を高める独自のACMテクノロジー搭載により、驚異の

8000000：1（デフォルト1000：1）を実現。さらに、白色LED効果によって

輝度ムラも軽減。文字も映像も写真もすべて色鮮やかでクリアな描写

クオリティによる美しさで楽しめます。

白色LEDバックライトによる低消費電力設計白色LEDバックライトによる低消費電力設計
省電力・長寿命・水銀レスの白色LEDバックライトを採用することにより、24インチの

大画面液晶でありながら、わずか約17.2W（通常）の低消費電力を実現。従来の同型製品の

消費電力と比べ、最大63％の削減に成功しています。

映像はもちろん、デザインや操作性も美しく。個性を主張する新スタイルをあなたのために。映像はもちろん、デザインや操作性も美しく。個性を主張する新スタイルをあなたのために。SSeries TSeries

※最薄部

厚みを極限まで抑えた厚みを極限まで抑えた

極薄極薄14 . 5mmのウルトラスリム。4 . 5mmのウルトラスリム。

長寿命・省電力の長寿命・省電力の

白色LEDバックライトを搭載し、白色LEDバックライトを搭載し、

エコ性能も追求。エコ性能も追求。

※

2424インチ ワイド液晶インチ ワイド液晶

S243HLbmii T230Hbmidh

極薄14.5mm（最薄部）のウルトラスリム極薄14.5mm（最薄部）のウルトラスリム
ポートやスピーカーをスタンド部分に集約し、画面の厚みを14.5mm（最薄部）まで大胆に

スリム化。どんな机にもスマートに映えるのみならず、インテリアとしても機能する

美しくスタイリッシュなウルトラスリムボディに仕上げています。

指先だけで簡単に画面を操作できるWindows® タッチ対応パネルを装備。

複数の指を認識するマルチタッチ仕様により、人差し指と親指を使って画像を

拡大・縮小したり、友人や恋人と一緒にゲームなどを楽しんだりできます。
※ マルチタッチ機能を利用するには、搭載OSがWindows® 7のHome Premium、Professional、Ultimateのいず
れかのエディションである必要があります。

画面の設置スタイルを自分好みに手間なくカスタマイズできます。高さ

調整は背面に備えたスイッチをスライドさせるだけ。画面の前後の傾きや

回転も工具などを使うことなく、簡単に使いやすく調整できます。

D-Sub（15ピン）、DVI-D（24ピン）、HDMITMの3系統入力に対応した充実のインタ

フェース。VGAケーブルとDVI-Dケーブルが付属されているので、自宅に届いた

その日からすぐPCなどにつなげて楽しめます。

マルチ対応のインタフェース

アナログ×1、HDMITM×2の3系統入力を確保。付属の
ケーブルを使えば、アナログ／HDMITMからDV Iへの
変換も行えます。

モード選択だけで最適表示

表示環境の設定は、ムービー、グラフィック、標準、テキスト
の中からモードを選ぶだけ。お好みの画質に設定できる
ユーザーモードも備えています。

Acer eColor Management

硬質の強化ガラスパネルを搭載

硬質の強化ガラスを採用したキズが付きにくいハードなパネル設計。
タッチ操作なども画面のキズつきを気にすることなく行えます。

フルハイビジョン映像に対応

ブルーレイソフトなどのハイビジョン画質ならではの映像美を思う
存分楽しめる、1920×1080のFull HDに対応しています。

極薄エコスタイル

2323インチ ワイドインチ ワイド光沢光沢液晶液晶
タッチスタイル

80000:18000000:1

タッチスタイルで直感的に画面を操作タッチスタイルで直感的に画面を操作

上下最大110mm
高さ調整

前方5度、後方15度
角度調整

左右35度
回転調整

画面に指先を触れながら画面に指先を触れながら

直感的に思いのままに操作できる直感的に思いのままに操作できる

WiW i nd ow s  d ow s  タッチ に対応。に対応。

画面の高さや角度などの設定も画面の高さや角度などの設定も

使いやすく自由に調整可能。使いやすく自由に調整可能。

®

キーボードやマウスを使うことなく、シンプルタッチでスマートに操作。


