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高さや角度が変えられる！フリースタイルスタンドディスプレイ
ジャイロセンサー搭載！ディスプレイを回転させるとコンテンツも自動で回転！

ノートPCへの給電もできる！ USB Type-C搭載液晶ディスプレイ
USBハブも2ポート搭載し、スマホなどの給電もできる！

軽くて薄い！ モバイルディスプレイ
コンパクトなフルHDディスプレイ

LINE UP

■ 外形寸法 約553×215×388（mm）※突起部含まず
■ 質量 約4.4kg
■ 添付品 DisplayPortケーブル（1.8m）、

USBケーブル（C-C USB3.1 Gen1 1.5ｍ）、
電源コード（1.8m、PSE適合品）、
取扱説明書

LCD-CF241EDW（ホワイト）
LCD-CF241EDB（ブラック）

23.8型 アナログ
RGB

Display
Port

USBハブ
×2

HDMIType-C

視野角

上下：178°
左右：178°

PCグリーンラベル
（Ver.13）

パネルタイプ

非光沢
ADSパネル

※ご使用される機器にDisplayPort Alt Mode（映像出力）対応のUSB Type-Cポートが必要です。
　USB Type-Cで接続の場合、ノートPCへの給電は60Wまで、USBハブは各ポート900mAまで。

※ご使用される機器にDisplayPort Alt Mode（映像出力）対応のUSB Type-Cポートが必要です。

■ 外形寸法 620×245×422～552（mm）
■ 質量 7.5kg
■ 添付品 アナログRGBケーブル（1.5m）、

DVI-Dケーブル（1.5m）､
オーディオケーブル（1.5m）､
電源コード（1.8m、PSE適合品）、
シール（2枚）※、取扱説明書
※ロゴやメニューボタン表記を隠すことができます。

LCD-MF273EDB-F（ブラック）

27型
パネルタイプ

非光沢
ADSパネル

1920×1080
フルHD

1920×1080
フルHD

視野角

上下：178°
左右：178°

PCグリーンラベル
（Ver.13）

●I-O DATA®およびI-O DATA®のロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●その他、一般に会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●内容は2019年11月現在のものです。本商品の外観・仕様は予告なく
変更することがあります。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上り上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

進化する働き方に対応

みん な が 輝 ける 環 境 を サ ポ ートしま す

アイオーの
ディスプレイ

LCD-MF161XP（ブラック）
■ 外形寸法 約380×236×9.8（mm）※突起部含まず
■ 質量 約0.9kg
■ 添付品 HDMIケーブル（1m、HDMI-HDMI[ミニ]）、

ACアダプター（1.5m、PSE適合品）、
キャリングケース、取扱説明書

15.6型

パネルタイプ

非光沢
IPSパネル

USB Type-C※

mini HDMI視野角

上下：170°
左右：170°

■ 外形寸法 557×226×393～501（mm）
■ 質量 5.7kg
■ 添付品 アナログRGBケーブル（1.5m）、

DVI-Dケーブル（1.5m）、
オーディオケーブル（1.5m）､
電源コード（1.8m、PSE適合品）、取扱説明書

LCD-MF245EDW-F（ホワイト）
LCD-MF245EDB-F（ブラック）

23.8型 パネルタイプ

非光沢
ADSパネル

1920×1080
フルHD

視野角

上下：178°
左右：178°

PCグリーンラベル
（Ver.13）

■ 外形寸法 502×220×347～455（mm）
■ 質量 約4.9kg
■ 添付品 アナログRGBケーブル（1.5m）、

DVI-Dケーブル（1.5m）、
オーディオケーブル（1.5m）､
電源コード（1.8m、PSE適合品）、取扱説明書

LCD-MF224EDW-F（ホワイト）
LCD-MF224EDB-F（ブラック）

21.5型 パネルタイプ

非光沢
ADSパネル

DVI-D

HDMI

アナログRGB

DVI-D

HDMI

アナログRGB

DVI-D

HDMI

アナログRGB

1920×1080
フルHD

視野角

上下：178°
左右：178°

PCグリーンラベル
（Ver.13）



働き方改革に効く！
働く人とシーンに合わせた環境作り

使いたいときにサッと取り出して

フリーアドレスではノートパソコン1つで作業が出来ますが、どうしても作業環境の狭さに悩みがち。
モバイルディスプレイなら持ち運びできるので、いつでもどこでも快適な作業ができます。

どこでも作業効率をアップ！
ケース付

ノートPCだけだと画面が
小さくて作業しづらい

お悩み

持ち運びに最適な
モバイルディスプレイで解決！

これで解決！

使い終われば
簡単に片付けられる！

こんな使い方も！

ごちゃご
ちゃ…

ウィンドウ
が重なっ

て

作業しづ
らい…

作業スペ
ースが増

え、

分割して
活用！ スッキリ！

もう外出時に戸惑わない！

ンドウが
重なって

業しづら
い…

視線が散
らばって

伝えにく
い…

コ ワ ー キン グ
スペ ース

テレ ワ ー ク

モ バ イル ワ ー ク

テレ ワ ー ク

在 宅 ワ ー ク シェア オ フィス

モバイルワークコワーキング コワーキング

コワーキング

在宅ワーク

USB Type-C搭載のパソコンなら

USB Type-Cが搭載されたパソコンとディスプレイであれば、電源供給と映像出力がケーブル1本で対応出来る※

のでスッキリ・シンプルな作業環境が実現できます。
※パソコン・ディスプレイともにUSB Type-Cによる電源供給・映像入出力に対応しているかご確認ください。

ディスプレイもUSB Type-Cのものを。

Type-C搭載パソコンなのに、
活かせず配線だらけ…。

お悩み

Type-C搭載ディスプレイは
電源も映像もケーブル1本でOK！

これで解決！

打ち合わせにケーブル1本
抜くだけでスグ持ち出せる！

こんな使い方も！

シェアオフィス

USB
Type-C対応

共有で使うからこそ、

打ち合わせスペースで複数の人と画面を共有する時、可動域の狭いディスプレイだと見えない場合もありますよね。
縦横・上下とフレキシブルに可動するディスプレイなら見る人に合わせた調整が出来ます。

みんなが使いやすいものを。

みんなそれぞれのPCを見ていて
打ち合わせが進めづらい…。

お悩み

省スペースな
ディスプレイで解決！

これで解決！

高さや角度、縦・横が使う人や
シーンに合わせて変えられる！

こんな使い方も！

シェアオフィス

WEBなど
縦長で

見たい時
に便利！

見る人に
合わせて

角度が変
えられる

シェアオフィス



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005300540045004500524e2d753b8cea30b530a430ba>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.500000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


