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このカタログの内容は、2012年9月現在のものです。

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

PNT207Jビ（デ）-１２２４ I.50

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。 ■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。

■商品の保証について　●保証期間はお買い上げから1年間です（ただし、光源のLEDバックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません）。●当製品は、一日15時間以内でのご使用を前提に設計されています。これを超
える24時間連続稼働等は保証対象外となりますのでご了承ください。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店、または当社が指定す
るサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保障期間中
でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●ご使用には電源の接続等が必要です。●設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください（建物
の構造によっては、壁や床面の補強が必要になったり、取り付けられない場合があります）。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。
●カラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色にムラや明るさのムラが生じる場合がありま
すが、いずれもディスプレイの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々
に軽減されます。●当製品は、各種の画面サイズ切替機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びく
ださい。営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切替機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行うと、著作権法上で保護されている著作権の権利を侵害する恐れがあります
のでご注意ください。●ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場所に設置する場合は、ファンを設けるなど、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用
温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。●V型（60V型など）とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●振動が加わる場所、塵埃が多い場所への設置は避けて
ください。●直射日光の当たる場所への設置は避けてください（屋外では使用できません）。
■カタログについてのご注意　●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●画面はすべてハメコミ合成です。
実際の表示とは異なります。●会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

※1 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。　※2 AVポジション｢ダイナミック｣時。輝度は、入力モードや映像調整により変わります。また、輝度は経年
により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。　※3 パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。　※4 同梱のD-sub/音声変換ケーブルを使用し接続してください。　※5 HDMIはPC/AV共用
です。　※6 スライドショー機能で再生できるファイル形式はJPEGです。　※7 壁掛け設置の場合、USBメモリーの抜き差しが困難です。市販のUSB延長ケーブルを接続したうえで、壁掛け設置してください。　※8 ACアダプター使用時。
※9 本体（19V入力時）。　※10 前面のロゴを隠したい時に上から貼り付けてください。 　●仕様は一部変わることがあります。

■商品ご理解のために

LB-T601

LB-T461
LB-T401

LB-T461
LB-T401

設置方法

壁掛け＊
フロアスタンド（PN-ZS601）

壁掛け＊
フロアスタンド（PN-ZS321）

横設置時
必要な取付金具/スタンド取付金具

PN-ZS41L

縦設置時
PN-ZK60L
PN-ZK60L
PN-ZK40L

PC入力アナログRGB/音声

USBメモリー挿入口 LAN端子

壁掛けでもフロアスタンドでもスマートに情報発信。
縦・横対応の｢軽量＆スリムディスプレイ｣誕生。

薄 型 ・ 軽 量 設 計 スリムで軽量の60V・46V・40V型をラインアップ。

縦・横設置兼用設計 用途やスペースに合わせ、縦設置・横設置が可能。

スライドショー機能内蔵 USBメモリーの静止画スライドショー機能を内蔵。※1 ※2

LEDバックライト＆｢UV2A技術※3｣搭載液晶パネル。省 エ ネ ＆ 高 画 質
■価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談
　ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、
　左記におたずねください。

●リース・クレジットのご用命は
　シャープファイナンスへ。

バックライト
最大解像度
最大表示色
画素ピッチ
最大輝度（標準値）※2
コントラスト比（標準値）
視野角
表示画面サイズ
映像
同期
パワーマネージメント
コンピューター信号
HDMI
音声
USBメモリー
ヘッドホン
LAN端子

使用温度範囲
使用湿度範囲

形名
設置方向

液晶パネル

入力信号

入力端子※3

出力端子※3
入出力端子※3
スピーカー出力

設置

電源
消費電力

周囲条件

外形寸法（ディスプレイ部のみ）
（突起部を除く）

本体質量（ディスプレイ部のみ）

主な付属品
ACアダプター（LB-T461/T401のみ）、AC電源コード（2ピン）（LB-T601:約2.5ｍ、LB-T461/
T401:約2ｍ）、壁掛けスリム金具、リモコン、リモコン用乾電池（単3形･2個）、取扱説明書、
保証書、D-sub/音声変換ケーブル、縦置き用ロゴシール、ブランクシール※10、ケーブルクランプ

PN-ZS601　オープン価格

本カタログは大豆油
インキで印刷しています。

● このカタログの用紙には、環境に
配慮した植林木を使用しています。

●写真は、液晶ディスプレイ（LB-T401） + 
　フロアスタンド（PN-ZS321） +
　スタンド取付金具（PN-ZS41L）の組み合わせです。

LB-T601用

PN-ZS321　オープン価格
LB-T461/T401用

■取付金具（別売）/スタンド取付金具（別売）対応表

■フロアスタンド

LB-T601用

■取付金具
 
PN-ZK60L　オープン価格

LB-T461/T401用

■スタンド取付金具
 
PN-ZS41L　オープン価格

LB-T461/T401用 
PN-ZK40L　オープン価格

2012-9

液晶ディスプレイ

●写真はイメージです。ご使用にはディスプレイ部への電源の接続等が必要です。また画面はすべてハメコミ合成写真です。　
●フロアスタンド、スタンド取付金具は別売です。　●本製品は屋内専用です。　
※1 USBメモリーは付属していません。再生できるファイル形式はJPEGです。
※2 壁掛け設置の場合、USBメモリーの抜き差しが困難です。市販のUSB延長ケーブルを接続したうえで、壁掛け設置してください。
※3 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

AC100V　50／60Hz（ACアダプター使用時）

LB-T601

60V型ワイド（対角152.5㎝）
「UV2A技術※1」搭載液晶

水平0.692×垂直0.692（㎜）

横1329.1×縦747.6（㎜）

10W+10W

4点留め
（ピッチ400㎜）（ネジM6）

AC100V　50／60Hz
148W

幅約1,382×奥行約35×
高さ約809（mm）

約21kg

LB-T401

40V型ワイド（対角101.6㎝）
「UV2A技術※1」搭載液晶

水平0.461×垂直0.461（㎜）

横885.6×縦498.2（㎜）

5W+5W

4点留め
（ピッチ200㎜）（ネジM6）

74W※8／65W※9

幅約926×奥行約33×
高さ約541（mm）

約9kg

PC/AV入力
（HDMI）

＊壁に設置する場合は、同梱の壁掛けスリム金具が必要です。●LB-T461/T401のイメージです。

＊別途、別売のスタンド取付金具が必要です。
　対応表（下表）をご覧ください。

＊縦付けの場合は別途、別売の取付金具が
　必要です。対応表（下表）をご覧ください。

PN-ZS601

PN-ZS321

●外形寸法
●本体質量
●取付方向
●高さ

幅約508×奥行約508（㎜）
約5kg
横・縦付用

画面中央の高さ
横付時
1235（㎜）
1185（㎜）
1135（㎜）
1085（㎜）

縦付時
1300（㎜）
1250（㎜）
1200（㎜）
1150（㎜）

●外形寸法
●本体質量
●取付方向
●高さ

幅約1180×奥行約990（㎜）
約32kg
横・縦付用
4段階調節

画面中央の高さ
横付時
1200（㎜）
1190（㎜）

縦付時
1200（㎜）
1180（㎜）

本体仕様一覧表

接 続 端 子 部

周辺機器（別売）
LB-T461
横／縦置き

46V型ワイド（対角116.8㎝）
「UV2A技術※1」搭載液晶

LED（エッジ型）
1,920×1,080ドット
約1,677万色

水平0.530×垂直0.530（㎜）
400cd/㎡
4000：1

左右176°／上下176°（コントラスト比≧10）
横1018.1×縦572.7（㎜）

アナログRGB（0.7Vｐ-ｐ）［75Ω］、HDMI
水平／垂直セパレート（TTL:正／負）

アナログRGBのみ対応
アナログミニD-sub15ピン（1系統）※4

1系統（1080p対応）※5
φ3.5mmミニステレオジャック（1系統）※4
1系統（静止画スライドショー用）※6 ※7
φ3.5mmミニステレオジャック（1系統）
10BASE-T／100BASE-TX（1系統）

7.5W+7.5W

4点留め
（ピッチ300㎜）（ネジM6）

91W※8／81W※9
0～40℃

30～80％（結露なきこと）

幅約1,062×奥行約35×
高さ約621（mm）

約12kg



60V型の大画面で
スマートに情報発信。

様々な場所で縦でも横でも
多彩にセッティング。

※1 LB-T401。　※2 LB-T401を同梱の壁掛けスリム金具を使って横向きに設置した場合。　※3 壁掛け横設置時の壁面からディスプレイ前面までの距離。　※4 USBメモリーは付属していません。再生できるファイル形式はJPEGです。　※5 壁掛け設置の場合、USBメモリーの抜き差しが困難です。市販のUSB延長ケーブルを接続したうえで、壁掛け設置してください。　※6 USBスライドショー起動設定時。　※7 LB-T601は100㎜以下。　
※8 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。　※9 壁に縦向きに設置するときには同梱の壁掛けスリム金具の他に別売の取付金具が必要です。裏表紙の取付金具（別売）/スタンド取付金具（別売）対応表をご覧ください。

スマートにセッティング

薄型・軽量のスリムデザイン

ホテルや企業のロビースペースで

企業のロビーやエレベーター前などでフロア案内はもちろん、イベント情報、
アピールしたいサービスや商品の紹介などをスマートに表示できます。

エステサロンや理美容店で

エステサロンで、お客様へのメニュー紹介や美容効果の説明を画像で。
またサロンではヘアケアやスキンケア商品の購入促進に貢献します。

レストランで

薄型ディスプレイでスマートに壁掛け。おすすめメニューやワイン等の
紹介、お持ち帰りメニューのアピールなど幅広いPRが可能です。

店内はもちろん、ショーケースなどで、お店のインテリア性を高め、おすすめ商品や新製品、
プラスワンの小物などが訴求できます。

●本製品は屋内専用です。　

空間演出にこだわるブティック等で

クリニックの受付や待合い室で、診療案内の他、健康情報を分かりやすく紹介。
縦・横設置兼用で、いろいろなスペースに合わせてセッティングできます。

医療機関の待合いコーナーで

商 品 ラ イ ン ア ッ プ スペースに合わせて選べる、60V型、46V型、40V型の縦横兼用ディスプレイ。

スペースや表示したいコンテンツイメージに合わせ、
縦設置・横設置が可能です。

ディスプレイの厚みは約33㎜※1、壁掛け時でも壁
面からの厚みがわずか約40㎜※2と、壁と一体化し
たスリムなセッティングができます。

USBメモリー静止画スライドショー機能内蔵

背面にUSBメモリー接続端子を搭載。USBメモ
リーを接続して、電源を入れるだけで静止画のスライ
ドショーが自動再生できます※6。コンテンツの入れ
替えもUSBメモリーを替えるだけで簡単です。

本体に接続するUSB
メモリーは接続部分の
サイズが右図のものを
ご使用ください。

コンテンツ再生も簡単

少ない電力で効率よく発光するLEDバックライトを
光源に採用し、高い省エネ性能を実現しています。

省エネ設計

当社独自の「UV2A技術※8」搭載液晶パネルによ
り、高コントラストの鮮やかな表示を実現しています。

高画質設計

デジタルサイネージは設置やコンテンツ再生のシステムが難しいと思っていませんか？

薄 型 デ ィ ス プ レ イ で 様 々 な 場 所 に 設 置 で き て 、多 彩 に 活 用 で き ま す 。

縦・横設置兼用設計

稼働時の音が気にならないファンレス設計

ファンレス設計で、騒音を低減。稼働時におけるホ
コリの吸い込みも少なく、回転部分をなくしたことで
メンテナンスも容易です。

60V型

壁掛けスリム金具（同梱）※9 壁掛けスリム金具（同梱）※9 壁掛けスリム金具（同梱）※9

LB-T601　オープン価格 46V型 LB-T461　オープン価格 40V型 LB-T401　オープン価格

60V
46V 40V

（製品裏面）

USB
メモリー

ディスプレイ

壁掛けスリム
金具（同梱）

LB-T601  :  約21ｋｇ
LB-T461  :  約12ｋｇ
LB-T401  :  約　9ｋｇ

45㎜
以下※7

9㎜以下

12㎜以下●写真はLB-T401を壁掛け横設置したイメージです。

軽量設計

LB-T601 : 約46㎜※3
LB-T461 : 約42㎜※3
LB-T401 : 約40㎜※3

薄型設計

※4 ※5


