24.0 型 電子カルテ画像表示用カラーディスプレイ

Eonis 24"

(MDRC-2324 SNIB)

Eonis 24” は、JESRA X-0093*B-2017 (管理グレード 2)に対応したカラーディスプレイです。
電子カルテや検査リストなどが確認しやすいワイドフォーマットの画角を採用し、クリニカルグレードに
おいて多様化する表示需要をサポートします。
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製品仕様
製品名称

Eonis 24” (MDRC-2324 SNIB)

対角寸法

24.0” (609.6 mm)

種類/バックライト

IPS (LED)

有効画面寸法 (横 x 縦)

518.4 mm x 324.0 mm (20.4 x 12.8")

アスペクト比

16 : 10

解像度

2.3MP Wide (1,920 x 1,200)

ピクセルピッチ

0.270 x 0.270 mm

視野角

178°

表示色

10bit カラー (DisplayPort 入力時)

輝度

430 cd/m²

キャリブレーション推奨輝度 (出荷時)

250 cd/m²

コントラスト比

1,000 : 1

応答速度((Tr + Tf)/2) (通常)

7 ms

ハウジング・カラー

RAL 9004

ビデオ入力信号

DisplayPort x 1 系統
DVI-I x 1 系統

USB ポート

USB 2.0 Upstream : 1 系統
USB 2.0 Downstream : 2 系統

電源

100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7-0.4A

測定センサー

フロントセンサー (輝度調整機能)

周囲光補正

ALC (プリセット)

寸法 (横 x 縦 x 奥行き)

スタンド付 :
横型 : 568.0 x 420.6~530.6 x 201.3
縦型 : 383.0 x 577.1~629.1 x 201.3 mm
スタンドなし：
横型 : 568.0 x 383.0 x 67.3 mm
縦型 : 383.0 x 568.0 x 67.3 mm

本体重量

スタンド付 : 6.8kg
スタンドなし：4.6kg

高さ調整範囲

110 mm

チルト

-5° to +22°

ピボット

対応 ( 0°/ 90°)

VESA 規格

100 x 100 mm

消費電力

20W (スタンバイ時：0.5W 未満)

品質管理規格対応

JESRA X-0093*B-2017 (管理グレード 2)

梱包時：寸法 (横 x 縦 x 奥行き)

760 x 513 x 235 mm

梱包時：重量

8.8 kg (付属品含む)

付属品

信号ケーブル (DisplayPort ケーブル), USB ケーブル, 電源ケーブル,
System disc (MediCal QAWeb, Graphics Board Driver, User Guide)

製品保証

5 年間
（LCD パネルは 3 年間 / キャリブレーション推奨輝度保証は 10,000 時間）

動作温度

0℃ 〜 40℃ (仕様内では 15℃ 〜 35℃)

動作湿度

8% 〜 80％（ただし、結露・氷結なきこと）
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