DELL デジタル ハイエン
ド シリーズ 27 および 32
インチ 4K USB-C ハブ
モニター

U2723QE
U3223QE
現実の色を忠実に再現

世界 No.1 のモニター ブランド *

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
現実の色を忠実に再現
IPS Black テクノロジー ^ を採用した世界初のモニターで生産性を最大
化しましょう。デジタル ハイエンド シリーズ 27 インチおよび 31.5 インチ 4K
USB-C ハブ モニターは、豊富な接続オプションとマルチタスク機能を提供
するだけでなく、鮮やかな色彩とコントラストも実現します。

鮮明な画質

生産性を最大化

精巧なデザイン

画期的な IPS Black テクノロジー

Ethernet や 多 数 の 他 の デ バ イ

あらゆる環境にフィットする、上質

による 4K の鮮明さ、優れた色彩、

ス に 接 続 で き る USB-C ハ ブ モ

な仕上がりの洗練されたモニター

卓越したコントラストのモニターが

ニターによって、あらゆる場所の

です。ほぼ縁なしの InfinityEdge

仕事の効率を後押しします。広い

作 業 が 合 理 化 し ま す。KVM、

設 計 に よ り、 エ ッ ジ ツ ー エ ッ ジ の

色 域 と VESA 認 定 DisplayHDR

Picture-by-Picture、Picture-

ビューをお楽しみください。使いや

400 を特長とする 27 インチおよび

in-Picture などの機能を使用す

すさに加えて、柔軟な調整が可

31.5 イ ン チ 4K モ ニ タ ー が、 忠 実

れば、2 台の 4K モニターをセット

能なため、1 日中快適に作業で

度の高いビジュアルを実現します。

アップして、マルチタスクを効率的

きます。

に行って、生産性を向上させるこ
とができます。
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デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
IPS Black テクノロジーを搭載
した世界初のモニター ^
細部まで鮮明に表示
大型 31.5 インチ
(U3223QE) または 27 イ
ンチ (U2723QE) モニター
で 4K(3,840 x 2,160) の
解像度

卓越したコントラスト
IPS Black テクノロジー ^ を搭載し
た世界初のモニター。2,000:1 のコ
ントラスト比で驚異的な色彩を実
現するとともに、暗いシーンの視認
性を飛躍的に向上

リアルなビジュアル
10 億 7,000 万色と広範な色域をカバー。
100% sRGB、100% Rec.709、98%
DCI-P3、VESA 認定 DisplayHDR ™ 400
によって忠実度の高いビジュアルを実現

色のパフォーマンスを損なう
ことなく有害なブルーライト
の発生を軽減する、組み込
みの ComfortView Plus
で目への負担を軽減

ほぼ縁なし InfinityEdge
の採用により、複数のモニ
ターでコンテンツのシームレ
スな表示が可能

DSC (Display Stream
Compression) テクノロ
ジーにより、2 台の 4K モニ
ターをデイジー チェーン接
続して妥協のない画質を
実現

各種調整機能で快適に
前後角度、左右回転、縦
横回転、高さ調整可能（最
大 150mm）

使いやすいジョイス
ティック コントロール
オンスクリーン ディスプレ
イ (OSD) メニュー内を
操作

各モニターが USB-C（最大
90W の電力供給）、RJ45
（有線 Ethernet）、超高
速 USB 10Gbps、およびす
ばやくアクセスできる前面
ポートを備え、生産性の高い
ハブとして機能

上質なプラチナ シルバー仕
上げ
自宅とオフィスで洗練された
デザインを演出する外観

ENERGY STAR® TCO
Certified Edge、EPEAT®
Gold 登録済み

Picture-by-Picture/
Picture-in-Picture および
KVM（自動 KVM を使用）
によって 2 つの PC ソースを接
続し、効率的にマルチタスクを
実行

クリックして確認：
Dell デジタル ハイエンド シリーズ 27 インチ 4K USB-C ハブ モニター – U2723QE
Dell デジタル ハイエンド シリーズ 32 インチ 4K USB-C ハブ モニター – U3223QE
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デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
画期的な IPS Black テクノロジーが鮮やかな
ビジュアルを実現
卓越したコントラスト

リアルなビジュアル

目の快適さが向上

IPS Black テクノロジー を搭載した世

4K 解像度、10 億 7,000 万色、

ComfortView Plus は、内蔵の低ブ

界初のモニターが、2,000:1 のコントラ

広い色域（100% sRGB、100%

ルーライト スクリーン機能を常にオン

スト比で驚異的な色彩と深みのある

Rec.709、98% DCI-P3）および

にして、色精度を維持しながらブルー

黒を実現します。左右 178 度の広い

VESA DisplayHDR 400 により、卓越

ライトの放射を低減します。

視野角により、どの角度から見ても鮮

した色の画像が鮮明に表示されます。

^

やかな映像をお楽しみいただけます。
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デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
生産性を向上させる接続機能
USB-C ハブ モニターは、USB-C（最大 90W の電力供給）、有線 Ethernet アクセス用の RJ45、高速データ
転送のための超高速 USB など、広範な接続オプションを提供します。

ワークスペースを合理化

データおよびビデオの送信が可能なUSB-C接続でケ
ーブルをすっきりと整理でき、幅広いノートパソコンに
最大90W1の電力を供給できます。

ネットワークに接続
LANポート（RJ45）
で、Ethernetでネットワークに安定
して接続できます。

すばやく簡単

接続用ハブ
YOUR
HUB FOR
として機能
CONNECTIVITY
管理しやすい

MACアドレス パススルー4で管理機
能を強化しています。組み込みの
PXEブートとWake on LANが優れ
た利便性を提供します。

生産性をジャンプスタート

只モニターの電源ボタンを押すだけで、モニターおよ
び接続されているDell製PCが電源同期機能によ
ってシームレスに起動されます。3

5

クイック アクセスUSB-C
および超高速USB 10
Gbpsポートにより、高速
データ転送と最大15W2の
充電が可能です。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
2 台の接続された PC からコンテンツの作業
を行って、マルチタスク効率を向上
生産性を最大化
• 2 台の PC ソースを接続すると、自動 KVM 機
能によって、2 台目の接続先 PC にコントロール
がシームレスに切り替わります。
• 内蔵の KVM（キーボード、ビデオ、マウス）を
使用して、1 つのキーボードとマウスで両方の PC
を制御できます。
• Picture-by-Picture (PBP) と Picture-inPicture (PIP) によって、両方の PC のコンテン
ツを同時に表示できます。

Picture-in-Picture（PIP）
一方の PC からアプリケーションを

デュアル モニター構成と同様に、2 つの

操作し、もう一方の PC のインセッ

異なる PC ソースのコンテンツを画面に

ト ウィンドウでコンテンツを表示し

並べて表示します。

ます。

6

Picture-by-Picture（PBP）

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
生産性の向上
Dell のデュアル モニター構成により、生産性が最大で 21% 向上します。5

生産性の向上

ほぼ縁なし

容易なセットアップ

DSC (Display Stream Compression)

ほぼ縁なしの InfinityEdge デザインに

1 台のモニターの OSD（オンスクリー

テクノロジーを使用して 2 台の 4K モニ

より、複数のモニターでコンテンツのシー

ン メニュー ディスプレイ）設定は、接

ターをデイジーチェーン接続することで、

ムレスな表示が可能になります。

続されているモニター間で同期できる

妥協のない画品を体験できます。

ため、マルチモニターのセットアップも簡
単です。6

世界初の 27 インチおよび 31.5 インチ 4K モニター。Display Stream Compression (DSC) 採用のため、
USB-C を介して追加の 4K モニターをフル解像度でデイジー チェーン接続できます。†
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デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
一歩先をゆく設計
上質なプラチナ シルバー仕上げのスタイリッシュな
Dell デジタル ハイエンド シリーズ モニターは、自宅と
オフィスの両方の環境をスタイリッシュに演出します。

目的を持った設計
コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良

使いやすいジョイスティック コントロール

され、モニター ライザーにコードを収納できます。

使いやすいジョイスティック コントロールで、画面メ
ニューを操作したり、設定を調整したりできます。

各種調整機能で快適に

前後角度、縦横回転、左右回転、モニターの高さ（最大 150mm）調整によって、快適な作業環境を実現できます。

90°

30°

21°

8

-90°

-30 °

150mm

-5°

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
高い生産性
Dell Display Manager は、包括的な管理ツールによって日常の
生産性を向上させ、最適なスクリーン体験、効率的なディスプレ
イ管理、簡単なマルチタスク処理を提供します。

あらゆるレベルで生産性向上

シームレスな移行

多様な管理機能

EasyArrange を使用すると、38 種類

自動リストア機能により、作業を中

ア セ ッ ト 管 理 レ ポ ー ト に よ り、IT マ ネ ー

のプリセットのウィンドウ パーティション

断した場所が記憶されるので、ケー

ジャーはモニター情報を迅速に取得、ト

と最大 5 つのウィンドウをカスタマイズ

ブルを外した後でもアプリケーションは

ラッキングできるほか、1 回のセットアップで

できる機能によって 1 つ以上の画面に

前回の場所に戻ります。

一度に複数のモニターを構成できます。

複数のアプリケーションを簡単にタイル
表示でき、マルチタスク機能が向上し

互換性の向上

ます。

複数のオペレーティング システム を

利便性を高める鍵
ショートカット キーは時短に効果的で
す。ディスプレイの管理設定も簡単で、
より迅速に作業を開始できます。
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詳細はこちら
7

サポートする Dell Display Manager
により、生産性を維持することができ
ます。

Dell Display Manager

使用方法を理
解している

Dell タイトル ガイド

推奨周辺機器
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Dellデジタル ハイエンド
Webカメラ | WB7022

Dell Premierワイヤレス
ANCヘッドセット | WL7022

世界で最もインテリジェントな 4K
Web カメラで、クラス最高の画
質をご体験いただけます。8

Teams 認定のワイヤレス ヘッド
セットです。どこでも簡単にコラ
ボレーションできます。アクティブ
ノイズ キャンセリング機能とス
マート センサーにより、通話を
自動的にミュート / ミュート解
除できます。

Dell Premierマルチデバイ
ス ワイヤレス キーボードお
よびマウス | KM7321W

3 台のデバイスでシームレスに
マルチタスクを実行できる高機
能なフル サイズのキーボードと、
立体形状のマウスの組み合わ
せです。プログラム可能なショー
トカット機能を搭載し、バッテ
リーは 36 か月持続します。9

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
Dell モニターの持続可能性

環境基準

環境に配慮した梱包

消費電力の節減

モニターの 85% が再生プラスチックで

Dell のビジネス向けモニターは環境を念

非使用時にモニターを暗くするまた

製造されており 、ENERGY STAR

頭に置いて設計され、100% リサイクル

はスリープ モードにする PowerNap13

可能な段ボールに梱包されています。12

で、モニター非使用時の消費電力を

10

®

や TCO Certified Edge な ど の 最
新 の 環 境 基 準 に 準 拠 し、EPEAT
Gold に登録されています。
11

11

®

節減できます。

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
デジタル ハイエンド シリーズ 27 イ
ンチ 4K USB-C ハブ モニター –
U2723QE 仕様詳細

デジタル ハイエンド シリーズ 32 イ
ンチ 4K USB-C ハブ モニター –
U3223QE 仕様詳細

68.47 cm
27 インチ

80.01 cm
31.5 インチ

プリセット表示領域（横 X 縦）

596.74 mm x 335.66 mm
23.49 インチ x 13.21 インチ

697.31 mm x 392.23 mm
27.45 インチ x 15.44 インチ

最大プリセット解像度

3840 x 2160（60Hz 時）

3840 x 2160（60Hz 時）

IPS Black テクノロジー

IPS Black テクノロジー

前面の偏光板（3H）ハード コーティングに非光沢加工

前面の偏光板（3H）ハード コーティングに非光沢加工

178 °（垂直）/178 °（水平）

178 °（垂直）/178 °（水平）

0.1554 mm x 0.1554 mm

0.18159 mm x 0.18159 mm

163.18

137.68

2,000:1（標準）

2,000:1（標準）

アスペクト比

16:9

16:9

バックライト テクノロジー

LED

表示サイズ（対角線）

パネル タイプ
モニター画面コーティング
視野角
画素ピッチ
ピクセル / インチ（PPI）
コントラスト比

輝度

400 cd/m ( 標準 )

400 cd/m2 ( 標準 )

色域

100% sRGB、100% Rec.709、98% DCI-P3、Delta E 2 未満（平均）（sRGB、
Rec.709、DCI-P3 の場合）、10 億 7,000 万色

100% sRGB、100% Rec.709、98% DCI-P3、Delta E 2 未満（平均）（sRGB、
Rec.709、DCI-P3 の場合）、10 億 7,000 万色

5 ミリ秒（GTG）高速モード
8 ミリ秒（GTG）通常モード

5 ミリ秒（GTG）高速モード
8 ミリ秒（GTG）通常モード

〇、DisplayHDR 400

〇、DisplayHDR 400

• 1 x DP 1.4、DSC サポート付き (HDCP 2.2)
• 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
• 1 x USB-C、DSC サポート付き（DP 1.4、HDCP 2.2）、最大 90W の電力供給、
2/4 レーン スイッチアップストリーム
• 1 x USB-C（USB 3.2 Gen 2、10Gbps KVM）アップストリーム ポート、データ専用
• 1 x DP（出力）
• 4 x 超高速 USB-A（USB 3.2 Gen 2、10Gbps）ダウンストリーム ポート
• 1 x 超高速 USB-A（USB 3.2 Gen 2、10Gbps）、B.C 1.2
• 1 x USB-C（USB 3.2 Gen 2、10Gbps、最大 15W 充電）ダウンストリーム ポート
• 1 x アナログ 2.0 オーディオ ライン出力（3.5mm ジャック）
• 1 x RJ45 ポート

• 1 x DP 1.4、DSC サポート付き (HDCP 2.2)
• 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
• 1 x USB-C、DSC サポート付き（DP 1.4、HDCP 2.2）、最大 90W の電力供給、
2/4 レーン スイッチアップストリーム
• 1 x USB-C（USB 3.2 Gen 2、10Gbps KVM）アップストリーム ポート、データ専用
• 1 x DP（出力）
• 4 x 超高速 USB-A（USB 3.2 Gen 2、10Gbps）ダウンストリーム ポート
• 1 x 超高速 USB-A（USB 3.2 Gen 2、10Gbps）、B.C 1.2
• 1 x USB-C（USB 3.2 Gen 2、10Gbps、最大 15W 充電）ダウンストリーム ポート
• 1 x アナログ 2.0 オーディオ ライン出力（3.5mm ジャック）
• 1 x RJ45 ポート

調整機能

高さ調整可能なスタンド（150 mm）
傾き（-5 ～ 21°）
回転（-30°～ 30°）
縦横の回転（-90 ～ 90 °）

高さ調整可能なスタンド（150 mm）
傾き（-5 ～ 21°）
回転（-30°～ 30°）
縦横の回転（-90 ～ 90 °）

PBP/PIP

PbP 〇
PiP 〇

PbP 〇
PiP 〇

○、KVM および自動 KVM

○、KVM および自動 KVM

はい

はい

1 x 音声ライン出力 14

1 x 音声ライン出力 14

いいえ

いいえ

○、EasyArrange、その他の主要機能

○、EasyArrange、その他の主要機能

3 年間良品先出しサービスおよび
プレミアム パネル交換

3 年間良品先出しサービスおよび
プレミアム パネル交換

385.18 mm ～ 535.18 mm
15.16 インチ～ 21.07 インチ

469.34 mm ～ 618.77 mm
18.48 インチ～ 24.36 インチ

611.4 mm
24.07 インチ

712.61 mm
28.06 インチ

185.0 mm
7.28 インチ

233.17 mm
9.18 インチ

高さ（スタンドなし）

353.01 mm
13.89 インチ

410.04 mm
16.14 インチ

幅（スタンドなし）

611.44 mm
24.07 インチ

712.61 mm
28.06 インチ

54.33 mm
2.14 インチ

55.78 mm
2.2 インチ

レスポンス タイム
HDR 対応
コネクティビティ

キーボード、ビデオ、マウス (KVM)
デイジー チェーン機能
オーディオ出力
内蔵スピーカー：
DELL DISPLAY MANAGER との
互換性
仕様 - サービスとサポートの詳細
高さ（スタンド取り付け時、
最低位置～最高位置）
幅（スタンド取り付け時）
奥行き（スタンド取り付け時）

奥行き（スタンドなし）
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LED
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デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
デジタル ハイエンド シリーズ 27 イ
ンチ 4K USB-C ハブ モニター –
U2723QE 仕様詳細

デジタル ハイエンド シリーズ 32 イ
ンチ 4K USB-C ハブ モニター –
U3223QE 仕様詳細

4.48 kg
9.88 lb

5.65 kg
12.46 lb

重量（スタンドおよびケーブルを含む） 6.64 kg
14.64 lb
重量（同梱物を含む）
9.53 kg
21.01 lb

10.36 kg
22.84 lb

重量（パネルのみ、VESA マウントに
対応）

セキュリティ
適合規格

フラット パネル マウント インターフェイス

14.49 kg
31.94 lb

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）
盗難防止用スタンド ロック スロット（パネル）
•
•
•
•
•
•

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）
盗難防止用スタンド ロック スロット（パネル）

ENERGY STAR® 認定モニター
該当する国では EPEAT® Gold 登録済み
RoHS 準拠
TCO Certified Edge
BFR/PVC フリー（ハロゲン不使用）（外付ケーブルを除く）
ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用（パネルのみ）

•
•
•
•
•
•

ENERGY STAR® 認定モニター
該当する国では EPEAT® Gold 登録済み
RoHS 準拠
TCO Certified Edge
BFR/PVC フリー（ハロゲン不使用）（外付ケーブルを除く）
ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用（パネルのみ）

VESA マウント用ホール（100 mm x 100 mm、装着 VESA カバーの背後）

VESA マウント用ホール（100 mm x 100 mm、装着 VESA カバーの背後）

温度範囲

動作時：0° C ～ 35° C（32° F ～ 95° F）
非動作時：-20° C ～ 60° C（-4° F ～ 140° F）

動作時：0° C ～ 40° C（32° F ～ 104° F）
非動作時：-20° C ～ 60° C（-4° F ～ 140° F）

湿度範囲

動作時：10% ～ 80%（結露なし）
非動作時：5% ～ 90%（結露なし） - 保管および出荷

動作時：10% ～ 80%（結露なし）
非動作時：5% ～ 90%（結露なし） - 保管および出荷

動作時：最高 3,658 m（12,000 フィート）
非動作時：最高 3,716 m（12,191 フィート）

動作時：最高 5,000 m（16,404 フィート）
非動作時：最高 12,192 m（40,000 フィート）

AC100V ～ AC240V/50 Hz または 60 Hz + 3 Hz/2.7 A（最大）

AC100V ～ AC240V/50 Hz または 60 Hz + 3 Hz/2.7 A（標準）

0.2 W（オフ モード）
0.3 W（スタンバイ モード）
25.9 W（オン モード）
220 W（最大）

0.2 W（オフ モード）
0.3 W（スタンバイ モード）
29.4 W（オン モード）
220 W（最大）

モニター、スタンド ライザー、スタンド ベース
1 x 電源ケーブル
1 x Type-C（C-C ケーブル） - 1 m
1 x DP ケーブル（DP-DP） - 1.8 m
1 x 超高速 USB(Type-A-Type-C)
出荷時補正完了報告書
クイック セットアップ ガイド
安全、環境、および認可機関に関する情報

モニター、スタンド ライザー、スタンド ベース
1 x 電源ケーブル
1 x Type-C（C-C ケーブル） - 1 m
1 x DP ケーブル（DP-DP） - 1.8 m
1 x 超高速 USB(Type-A-Type-C)
出荷時補正完了報告書
クイック セットアップ ガイド
安全、環境、および認可機関に関する情報

高度
必要な電圧
消費電力（通常動作）

同梱品

ポートとスロット
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セキュリティ・ロック・スロット **
電源コネクタ
HDMI ポート
DisplayPort
USB-C アップストリーム ポー
ト（ビデオおよびデータ、最大
90W の電源供給）

6 DisplayPort（出力）
7 音声ライン出力ポート
8 USB-C アップストリーム ポート
（データ専用）
9 超高速 USB 10Gbps (USB
3.2 Gen 2) Type-A ダウンスト
リーム ポート

10 超高速 USB 10Gbps (USB
3.2 Gen 2) Type-A
11 RJ45 ポート
12 超高速 USB 10Gbps (USB
3.2 Gen 2) Type-A ダウンスト
リーム ポート（充電機能）

13

13 USB-C ダウンストリーム ポート
（10Gbps、15W）
14 スタンド ロック

デジタル ハイエンド シリーズ モニター

U2723QE、U3223QE
信頼性
世界第 1 位のモニター企業 * である Dell は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。

プレミアム パネル交換

良品先出しサービス

ProSupport

モニターには 3 年間の良品先出しサービ

Dell ProSupport オプションにより、24

るいピクセルが 1 個見つかっただけでも、

ス

が付属しているので、交換が必要に

時間 365 日体制のスペシャリストに

3 年間の限定ハードウェア保証

期間

なった場合、3 年間のハードウェア限定

よるテクニカル電話サポートにアップグ

中は無料でモニターを交換いたします。

保証期間中であれば翌営業日に代替

レードできます。18

Dell プレミアム パネル交換

15

では、明
16

17

製品が発送されます。16

* Dell モニターは 8 年連続（2013 年第 2 四半期～ 2021 年第 3 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 3 四半期）
** Kensington セキュリティ スロット™に基づく
^ 2021 年 8 月時点で公開されているデータを使用して、Dell 社内で分析した結果に基づきます。
† 公開されているデータの Dell の分析（2021 年 8 月）に基づきます。Display Stream Compression テクノロジーを搭載した Dell 4K モニターにのみ適用されます。
1 Dell は、標準の USB-C 仕様およびプロトコルに準拠しています。非 Dell 製の USB-C システムの機能は異なる場合があります。
2 すばやくアクセスできる USB-C ポートを使用。
3 Dell USB-C モニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるデル・テクノロジーズ製 PC の起動と Wake on Demand が可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いの Dell
製 PC を確認してください。
4 MAC アドレス パススルー機能は、ほとんどの Dell 製 PC システムでの動作を確認しています。非 Dell 製のシステムの機能は異なる場合があります。
5 出典：Dell 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
6 一部の OSD 機能に限定され、DP でデイジー チェーン接続されたモニターに適用されます。完全なリストについては、『ユーザー ガイド』を参照してください。
7 Windows 10 以降および Mac OS 10.12 以降でご利用いただけます。dell.com/ddm または完全な互換性リストと OS サポートを参照してください
8 外付け 4K パーソナル会議用 Web カメラに関する社内分析（2021 年 4 月）に基づきます。
9 使用状況モデルから算出したバッテリー持続時間の Dell の分析（2020 年 11 月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。
10 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクター、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESD コンポーネント、EMI コンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
11 EPEAT は該当する場合に登録されます。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net をご覧ください。
12 Dell のビジネス向けモニター パッケージ（D シリーズを除く）の外箱 / 緩衝材と再生ファイバーは、バージンパルプを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。緩衝材とプラスチック製バッグは除きます。
13 Dell Display Manager で有効化されます
14 スピーカーに接続。音声ライン出力ポートでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。
15 Dell デジタル ハイエンド シリーズ、P シリーズ、および C シリーズのデスクトップ モニターに適用されます。
16 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 https://www.dell.com/
warranty をご覧ください。
17 良品先出し : 電話 / オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送にかかる日数はお届け場所およびモニターの大きさ（55 インチ以上の場合）
によって異なります。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/global をご覧ください。
18 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言
語以外の言語で提供される場合があります。
仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。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、Dell の担当者までお問い合わせください。
© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標および Dell 又は EMC が提供する製品およびサー
ビスにかかる商標は Dell Inc. その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。
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