
世界No.1のモニター ブランド*であるデル・テクノロジーズは、小グループでの作業から
大人数でのコラボレーションまで、さまざまなニーズに対応するモニターを幅広く提供
しています。自宅でもオフィスでも、場所を問わないスマートでスピーディーなチーム連

携をご体験ください。

チームワークの新しいスタンダード

詳細については、デル・テクノロジーズの担当者にお問い合わせいただくか、Dell.com/cseriesをご覧ください。

Dell Cシリーズ モニター

http://Dell.com/cseries


コラボレーションの効率性を向上

コラボレーションの重要性はかつてないほど高まっています。働き方改革の流れはますます加速し、企業はデジタル化への
順応を迫られています。多くの企業が、新しい働き方に必要なものを判断して改革を進めようと動き出しています。

Dell Cシリーズ モニターは、どのような会議スペースでも世界レベルのコラボレーションを実現します。デスクで行うビデオ会議や
出先でのコラボレーションから幅広い会議スペース エコシステムまで、さまざまなスクリーン ソリューションを用意しています。 

67%の意思決定者が、従業員の一部に対してテレワーク
環境の整備を拡張する予定があると回答しています。**

従業員に柔軟なコラボレーション環境を提供

46%の組織が、オフィスで勤務する従業員がテレワークの同僚
やお客様とのコラボレーションをより効果的に進められるようにす
るために、会議室を増やす予定があると回答しています。**

Dellビデオ会議モニター

内蔵の5MPカメラとスピーカー、ノイズキャンセリング機能付
きマイク、専用のMicrosoft Teamsボタンにより、まるで同じ
場所にいるかのようなコラボレーションを実現します。 

Dell大型モニター

最新のタッチ テクノロジーを搭載した大型モニターが出席者
の注目を集めます。最大4Kの解像度で、サイズの選択が

可能です。 

Dellミーティング スペース ソリューション

広範なハードウェアとソフトウェアで構成される会議室向け
の製品でシンプルなミーティングの開催を実現し、あらゆる

会議スペースでコラボレーションを強化します。 

Dellポータブル モニター 

Dellポータブル モニターで、場所を問わないデュアルスクリー
ンの生産性をご体験ください。ノートパソコンに必携の究極
のモニターを目指して作られました。超薄型軽量で容易な
移動や携帯性を目的としてデザインされています。



Dell Cシリーズ モニターが選ばれる理由

新世代のコラボレーション体験を最大限にご利用いただくために、デル・テクノロジーズ
ではさまざまなサイズのパネルを設計しています。また、お客様が予算と業務内容に合
わせてコラボレーション スペースを構築できるよう、幅広いオプションも提供しています。
携帯用やデスク用モニターから（14～34インチの曲面モニター）、鮮明な大型モニター
（55～86インチ）、会議スペースに最適なモニターまで用途に応じたソリューションをご
用意しています。ビジネス向けに設計されたモニターには、自宅からでもオフィスでも、場
所を問わずに優れたコラボレーション体験を引き出せるテクノロジーが搭載されています。 

優れた設計

世界レベルのテクノロジーには、世界レベルのパートナーが不可欠です。デル・テクノロ
ジーズは、コラボレーション テクノロジーの領域でMicrosoft、ロジクール、Zoomなどの世
界トップクラスの企業と連携しています。Dellミーティング スペース ソリューションでは、動
作認定された実証済み会議室向けエコシステムを提供、面倒なセットアップ作業は必
要ありません。 比類のないパートナー

Dellコラボレーション モニターは3年間の良品先出しサービス1の対象です。交換が必要
になった場合、ハードウェア限定保証期間中2であれば交換品を出荷します。より長期
間の保証をご希望の場合は、ハードウェア限定保証期間を最長5年間まで延長するこ
とができます。頼れるサポート



C8621QT

特長：4Kの解像度、インタラクティブ
な20ポイント タッチ、非光沢/汚れ防
止加工が施された画面、PCスロットで
OptiPlex Microの取り付けが可能、IPS
ガラス パネル

C7520QT

特長：4Kの解像度、インタラクティブ
な20ポイント タッチ、非光沢/汚れ防
止加工が施された画面、PCスロットで
OptiPlex Microの取り付けが可能、IPS
ガラス パネル

C6522QT

特長：4Kの解像度、インタラクティブ
な20ポイント タッチ、非光沢/汚れ防
止加工が施された画面、パーム リジェ
クション機能、PCスロットでOptiPlex 
Microの取り付けが可能、IPSガラス パ
ネル

C5522QT

特長：4Kの解像度、インタラクティブな
20ポイント タッチ、非光沢/汚れ防止加
工が施された画面、パーム リジェクション
機能、PCスロットでOptiPlex Microの取
り付けが可能、IPSガラス パネル

C5519Q

特長：4Kの解像度、タッチ非対応、非
光沢/汚れ防止加工が施された画面、
オプションのブラケットでOptiPlex Micro
の取り付けが可能、垂直配向ガラス

ベストなプレゼンテーション
DELL大型モニター

優れた画面性能
シームレスなコラボレーションを目指した設計、55、75、86インチの4Kインタラクティブ タッチ モニターで、聞き手の注意をそらしま
せん。 4K解像度で鮮やかな画像を映し出し、IPSテクノロジーが実現する広い視野角により、室内のほぼどこからでも画面全体
で一貫性のある色が再現されます。非光沢/汚れ防止コーティングにより、煩わしい反射が軽減され、指紋がつきにくいため、常
に鮮明です。

スムーズなコラボレーション
最大20点のタッチ ポイントでインタラクティブに対応し、グループでのコラボレーションが直感的で簡単に行えます。指やタッチペン
でリアルタイムに書き込んだり、描画したり、さらに書き込んだ内容を手のひらで消すこともできます。反応の遅れはほとんどありま
せん。業界標準のほとんどのソフトウェアに対応した、自然で直感的なタッチ操作を体感してください。

目にやさしい
Dell ComfortViewは、ブルーライトの放射を低減し、長時間の作業でも目の疲れが軽減されます。



ベストなプレゼンテーション
DELL大型モニター

あらゆるユーザーに配慮。デル・テクノロジーズ独自の技術
独自のDell Screen Dropは、身長差のあるユーザーに合わせて高さを調
整できる世界初のアクセシビリティー機能です。***パネルの横にあるボ
タンを使用すると、表示された画像を3段階の高さで下げることができる
ため容易に手が届きます。この機能は、Dell 4Kインタラクティブ タッチ モ
ニター（C5518QT、C5522QT、C6522QT、C7522QT、C8621QT）
で使用できます。

オールインワン ソリューション
Dell 4Kインタラクティブ タッチ モニターは、Dell OptiPlex 
Micro PC（別売）に対応した独自設計を採用、シーム
レスにOptiPlex Microを背面パネルに統合できます。シン
プルな導入とネットワーク管理を実現するオールインワン ソ
リューションです。IT部門では組織の標準OSイメージをモニ
ターに簡単にアップロードすることでき、企業のセキュリティお
よびサービス標準に準拠させることができます。

安心のロック機能
ITマネージャーがメニューや電源オプションを管理できるロッ
ク モード機能により、不測のシャットダウンや設定変更を防
止できます。

Dell Screen Drop機能では、4つの高さ設定が可能です。

100% 66% 50% 33%



コラボレーション スペースを変革 
DELLミーティング スペース ソリューション

DELLミーティング スペース ソリューションでコラボレーションをシンプルに 

テスト済み、検証済み、すぐに使えるソリューション：これらの包括的な会議室用エコシステムは、事前にテストおよび検証
が済んでいるため、煩わしい設定をすることなくすぐに使えます。デル・テクノロジーズで最小かつ最もパワフルなデスクトップの
OptiPlex Micro（業界トップのコラボレーション ソフトウェア システムMicrosoft Teams RoomsまたはZoom Roomsをプ
リインストール）、卓越したスクリーン テクノロジーを採用したDell大型モニター、ロジクールの先進的なビデオ会議向け周
辺機器類が同梱されています。 

強化された機能、簡単な接続、シンプルな管理が特長のソリューションで、コラボレーションの生産性を向上できます。 
少人数の打ち合わせから大人数の会議まで、さまざまな業務内容と予算に対応するソリューションをご用意しています。 

コンピューティング
Dell OptiPlex Microがモニター背面の
システム収納部に収められています。

ロジクール一体型会議用カメラ
スタジオ品質のビデオとクリアで明瞭
な音質を提供するオールインワンの 
オーディオ ビジュアル システムです。
事前構成済みで互換性も認定され
ているためセットアップが簡単です。

コラボレーション ソフトウェア
Dell OptiPlex Microには、お客様が選択
したコラボレーション ソフトウェアがプリインス
トールされます。
Microsoft Teams Rooms

Zoom Rooms

DELL大型モニター
背面にシステム用のスペースがあり、
OptiPlex Microを簡単に統合できます。

ロジクールTAP 
タッチ コントローラー
コンテンツ共有用のHDMI入力
ポートを備えた10.1インチのタッチ 
コントローラーです。



コラボレーション スペースを変革
DELLミーティング スペース ソリューション

小規模な会議スペース 大規模な会議スペース中規模の会議スペース

あらゆる面からビジネスをサポート
当社のミーティング スペース ソリューションには、デル・テクノロジーズ製ハードウェアに対する3年間の保証2、およびロジクール製デ
バイスに対する2年間の保証が付帯します。 

当社のミーティング スペース ソリューションは、少人数での打ち合わせやブレインストーミング用の小規模なコラボレーション スペー
ス、チームが情報共有やプレゼンテーションを行う中規模スペース、トレーニング用の大規模スペース、さらにはモダナイズされた
教室など、あらゆるスペースに適合するように設計されています。 

あらゆる会議スペースに対応



シームレスなチームワーク 
DELLビデオ会議モニター

オンライン会議の体験を変革する世界で初めてMICROSOFT TEAMS向けに認定された 

ビデオ会議用モニター†

スムーズなコラボレーション：世界レベルのコラボレーション テクノロジーを採用したポップアップ式のIRカメラと5Wの内蔵スピー
カーにより、くっきりと鮮明なビデオ画像を使用してクリアで活気のあるコミュニケーションが可能です。 

優れた接続性と使いやすい管理機能：ワイヤレス ネットワークの接続速度が遅い場所では、LANポート（RJ45）を介した有
線接続により、安全で信頼性の高いインターネット接続を確保できます。 

USB-C®のメリット：USB-Cで簡単にセットアップでき、デスクがすっきり片付きます。1本のケーブルで、電源供給、データ転送、
ビデオと音声の送受信に対応します。

Cortanaに話しかけることで、 
ハンズフリーで操作できます。 

Windows Hello™3の顔認識機能で安
全にすばやくサインイン。パスワードを覚
えたり入力したりする手間を省きます。 

前後左右の角度調整、高さ調
整の各機能を利用して、終日
快適に作業できるようモニターを
設置できます。

ComfortView Plusが
常にブルーライトを低
減し、快適なコラボレー
ションを実現します。

高解像度のFHDビデオ会議用ポップアッ
プ カメラで、仮想体験を変革します。 



あらゆる場所でコラボレーション
DELLビデオ会議モニター

Dell 34インチ曲面ビデオ会議モニター
C3422WE

Dell 27インチ ビデオ会議モニター 
C2722DE

Dell 24インチ ビデオ会議モニター
C2422HE

快適なコラボレーション 

目にやさしい：ComfortView Plus5は、常時稼働する内蔵型のブルーライト低
減スクリーン機能です。ブルーライトの放射を抑えて目の疲れを軽減しながら、
優れた色精度を実現します。

使いやすさを重視した設計：使いやすいジョイスティック コントロールで、メニューを移動したり画面設定を調整したりできます。 

美しさと機能性の両立：このスタイリッシュなモニターは、ベースが小さく、ケーブルをモニター ライザーの中に隠せるケーブル管理デザイン
を採用しており、オフィスや自宅のデスクをすっきり整頓できます。

生産性を向上させるハブ 

接続機能で生産性を向上：USB-C
およびLANポート（RJ45）などの有線
接続を使用すると、安定したEthernet
接続、電源供給、音声やビデオの送受
信をモニターから行うことができるため、
デスクがすっきりと片付きます。

USB-Cのメリット：常に電力供給を
有効にする機能を使用して、USB-C経
由で、最大90Wの電力でノートパソコン
を充電できます。モニターの電源がオフ
になっているときにも充電を継続します。
この1本のケーブルによるソリューション
で、作業スペースのセットアップにかかる
時間を最大72%短縮し4、煩わしいケー
ブルの数を減らして、電力、データ、音
声をすべて同時に伝送できます。 

素早く簡単に：2つの超高速USB 5Gbps（USB 3.2 Gen）クイック アクセス ポートで必要な機器に接続し、手に届くところに配置で
きます。



どこにいてもデュアルスクリーンの生産性を実現
DELL 14インチ ポータブル モニター 

出先でもデュアル スクリーンの生産性を実現 

DELL 14インチ ポータブル モニター – C1422H

ノートパソコンに必携の究極のモニター：この超薄型軽量の14インチFHDポータブル モニターは、どこで作業してもデュアルスク
リーンの生産性の高さを実感できます。重さは1.5ポンド（700g）未満、厚さは4分の1インチ（65mm）未満という非常にスリ
ムな外観が特徴です。 

シームレスな表示：FHDパネルにはIPSテクノロジーを採用。視野角が広くなり、コラボレーションにも最適です。

目を奪われるような画面：屋内でも屋外でも画像やビデオを鮮明に保つ輝度制御機能により、ディスプレイを明るく表示でき
ます。 

このモニターは、スタンドの角度を 
10～90度の範囲で自由に調整で
き、作業に合わせて柔軟に対応で
きます。

14インチFHDポータブル モニ
ターとシームレスに連携、容易
な共有とプレゼンテーションを
実現する設計です。 

ビデオ送信、電力供給の両方が可能な
USB-Cケーブル1本でモニターを簡単にセッ
トアップできるため、効率的なプラグアンド
プレイが実現。切り替えも素早く行うことが
できます。さらに、パワー パススルー6機能
により、中断することなく作業できます。

柔軟性に優れたUSB-Cケーブルはス
ムースな移動と効率性を目指して設計さ
れました。柔らかくて柔軟性に優れたワイ
ヤは持ち運びが楽で小さなバッグにも収ま
ります。



コラボレーションに快適さと安心を

場所を問わずコラボレーションに対応：14インチ ポー
タブル モニターは簡単に共有とプレゼンテーションが行え
るように設計されているため、シームレスに作業を進め
ることができます。

柔軟に調整して快適に使用：場所を選ばず快適に
使えるように、スタンドの角度を10～90度の範囲で自
由に調整でき、作業に合わせて柔軟に対応できます。 

目にやさしい便利なモニター：明るさを調整するクイック アクセス ボタンと、ボタンを押すだけでブルーライトを低減できる機能の
ComfortViewを搭載したシンプルなオンスクリーン表示です。

高い信頼性と保護：このモニターにはどこにでも安心して持ち運ぶことができる保護スリーブの他、3年間の良品先出しサービスが
付帯しています。1 

ユーザーの利便性を追求 
効率性に優れたプラグアンドプレイ：ビデオ送信、電力
供給の両方が可能なUSB-Cケーブル1本でモニターを簡
単にセットアップできるため、効率的なプラグアンドプレイが
実現。切り替えも素早く行うことができます。 

柔軟なケーブル：柔軟性に優れたUSB-Cケーブルはス
ムースな移動と効率性を目指して設計されました。すっき
りとしたセットアップと優れた携帯性をお楽しみください。柔
らかくて柔軟性に優れたワイヤは持ち運びが楽で小さな
バッグにも収まります。 

どこにいてもデュアルスクリーンの生産性を実現
DELL 14インチ ポータブル モニター 

パワー パススルー：パワー パススルー機能により、中断することなく作業できます。6

汎用性を重視したデザイン：両側にUSB-Cポートを備えたデュアルポート設計により、ノートパソコンの左右どちら側にもモニターを置くこ
とができるため、汎用性と携帯性が向上します。

簡単なモジュラー式：USB-C接続による利便性、USB-C対応のデル・テクノロジーズ製システムおよびデバイスへの接続効率をご活用
ください。7 
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* Dellモニターは8年連続（2013年第2四半期～2021年第1四半期）で世界No.1になりました。出典：『IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2021年第1四半期）
** 出典：『A Forrester Consulting Thought Leadership Spotlight Commissioned by Dell Technologies: How Monitors Deepen Your Employee Experience and Support Your Distributed 

Workforce』（2020年7月）
*** デル・テクノロジーズの社内分析（2018年11月）に基づきます。C8621QT、C7520QT、C5518QTモニターにのみ搭載されています。
†  競合他社のデスクトップ モニター製品の公開情報を用いて実施されたデル・テクノロジーズの分析に基づきます（2020年10月）。
1 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所およびモニターの大きさ（55インチ以上）によって
異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontractsをご覧ください。

2 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、dell.com/warrantyを
ご覧ください。

3 Windows Helloには、指紋認証リーダー、照明IRセンサー、他の生体センサーなどの専用のハードウェアが必要です。
4 出典：デル・テクノロジーズの委託によるPrincipled Technologiesレポート（2018年11月）に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.

com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
5 出典：TÜV Rheinland認定済み – 低ブルーライト ハードウェア ソリューション、フリッカーフリー
6 別売りの電源アダプターが必要です。
7 デル・テクノロジーズ製以外のUSB-Cデバイスでの機能は異なる場合があります。

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。デル・テクノロジーズは、誤植および記載漏れ、または写真における誤りに対して
責任を負いません。

© 2021 Dell Corporation Limited.DellおよびDellのロゴは、米国またはその他の国におけるDell Inc.の登録商標または商標です。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登
録商標です。その他の商標および商号が、その商標、商号、または製品を所有する企業に言及する目的で、この文書で使用されることがあります。上記以外の商標や会社名は、一切Dellに帰属
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Dellモニター
数々の賞に輝く革新的なDellモニターは、お客様のニーズと予算に合わせてお選
びいただけるよう豊富な種類をご用意しています。生産性を向上させる数々の
機能、比類のない信頼性、業界屈指の高度なモニター テクノロジーを備えてい

ます。

製品の提供状況は国によって異なります。  
詳細については、デル・テクノロジーズの担当者までお問い合わせください。
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