
Dell プロフェッショナルシリーズ 
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品質に対する揺るぎない取り組みにより
おかげさまで、モニター出荷台数 
9年連続世界 No.1 *
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より鮮明に見える画面で、
より多くの作業を実行
より詳細に、より鮮明に表示さ
れ、作業がしやすくなります。4K

(3840 x 2160)解像度の27イ
ンチ モニターなら、複数のアプリ
ケーションを表示して、マルチタス
クを効率的に実行できます。

あらゆるワークスペースで接
続を維持
オフィスでも自宅でもホットデスキン
グ。USB-Cハブ  モニターで作業ス
ペースを合理化できます。ノートパソ
コンを起動して最大90Wまで電力を
供給し、Ethernetやその他多くのデ
バイスに接続し、ワークスペースをすっ
きりと整理できるケーブル管理システ
ムを装備するなど、考え抜かれて設
計されています。

常時目に優しく、常に綺麗
な画面で
Comfort View Plus とはハー
ドウェア的にパネル自体がブルー
ライトをカットします。
その為、面倒な設定などなく、常
に目に優しい状態が保てます。

また、画面の変色も極限まで少
なくしているため、目に優しいにも
かかわらず鮮やかな画像のままで
作業が可能です。

真の生産性
他に類を見ない4Kハブ モニターで、より鮮明に映し出して、
生産性を大幅に向上できます。
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複数のタスクを管理
DisplayPortを使ってDell

Expressデイジー チェーンで
2台目のモニターを接続す
れば効率性が21%2向上し

ます。

組み込みのComfortView 
Plusで、色のパフォーマンスを
損なうことなくブルーライトの
発生を軽減し、目の快適さ
を最適化します。

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

４Ｋ高解像度
27インチ モニターの4K (3840 
x 2160)解像度で、より鮮明
に表示して、生産性を大幅に
向上できます。

管理性の強化
利便性向上のた

め、MACアドレス パ
ススルー1、PXEブー
ト、およびWake on
LANが内蔵されて

います。

USB Type-C・RJ45端子搭載
USB-Cを使用して最大90Wの電源供給と、 
Ethernet接続用のRJ45などの広範な接続オ
プションにより、電源と接続を維持できます。す
べてがすっきりと整理されます。

均一な色彩を標準装備
IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより実現さ
れた広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映
し出します。sRGBカバー率99%、設定を必要とする
ことなく正確な色彩が得られます。

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）

機能設計
3辺超薄型ベゼル設計、
スモール ベース、ケーブル
管理の向上により、自宅
やオフィスのデスク周りが
すっきりします。

生産性向上
一部のDell製PCで利用可
能なDell Power Syncを使
用すると、ノートパソコンのカ
バーを閉じた状態でも、モニ
ターからDell PCの電源を投
入できます。**

環境基準
ENERGY STAR® TCO 
Certi�ed Edge、EPEAT®

Gold登録済み

多様な接続機能を搭載
DisplayPort、HDMI、VGA、
超高速5Gbps USBクイック
アクセス ポートなど、広範な
接続ポートを使用して、さま
ざまなデバイスに簡単に接続
できます。
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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の電源供給）、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。

業務効率化の 
”HUB”

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、さまざまなノートパソコ
ンに最大90W3の電力を供給できます。

すばやく簡単
超高速USB 5Gbpsク
イックアクセスポートによ
り、高速なデータ転送が
可能です。

生産性をジャンプスタート
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。4

管理しやすい
MACアドレス パススルー1、PXE
ブート、およびWake on LANが
内蔵されているため、 管理が簡
単です。

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。
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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。

ニーズに対応する設計
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。

使いやすいジョイスティック コントロール
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。

コンパクトで美しいデザイン
コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改
良され、モニター ライザーにコードを収納できます。
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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。

シームレスな移行
自動リストア機能により、作業を中
断した場所が記憶されるので、ケー
ブルを外した後でもアプリケーション
は前回の場所に戻ります。

多様な管理機能
アセット管理レポートにより、 ITマ
ネージャーはモニター情報を迅速に
取得、トラッキングできるほか、1回
のセットアップで一度に複数のモニ
ターを構成できます。

あらゆるレベルで生産性向上
EasyArrangeを使用すると、38種類
のプリセットのウィンドウ パーティションと
最大5つのウィンドウをカスタマイズでき
る機能によって1つ以上の画面に複数
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ます。

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。

詳細はこちら
Dell Display Manager

https://www.dell.com/ddm
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推奨周辺機器

Dellシングル モニター アー
ム | MSA20
Dellシングル モニター アーム –
MSA20は、実質的に工具なし
で組み立て可能で、設置も簡
単です。Dell Quick Releaseによ
り、Dell Pシリーズ モニターを、工
具なしで簡単にアームにはめ込
むことができます。

Dell Proワイヤレス ヘッド
セット | WL5022
ワイヤレスで自由度が高まり
ます。Teams認証のヘッドセッ
トには便利な通話コントロー
ル機能が搭載されています。
PC、タブレット、スマートフォン
をシームレスに切り替えて、外
出先でも明瞭な音声を楽しめ
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 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。5
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Dellモニターの持続可能性

環境基準
モニターの85%が再生プラスチックで
製造されており6、ENERGY STAR®

やTCO Cert if ied Edgeなどの最
新の環境基準に準拠し、EPEAT®

Gold7に登録されています。

環境に配慮した梱包
Dellのビジネス向けモニターは環境を
念頭に置いて設計され、100%リサイ
クル可能な段ボールに梱包されてい
ます。8

消費電力の節減
非使用時にモニターを暗くするまたは
スリープ モードにするPowerNap9、モ
ニター非使用時の消費電力を節減
できます。
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表示サイズ（対角線）

プリセット表示領域（横 X 縦）

最大プリセット解像度

アスペクト比

画素ピッチ

ピクセル/インチ（PPI）

輝度

色彩サポート

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

モニター画面コーティング

バックライト テクノロジー

COMFORTVIEW PLUSによるフリッ
カーフリー画面

DELL DISPLAY MANAGERとの
互換性

リモート アセット管理

GSA/TAA

サウンドバー（オプション）

コネクター

HDCPサポート

調整機能

セキュリティ

フラット パネル マウント
インターフェイス

AC入力電圧/周波数/電流

電力消費（動作時）

スタンバイ/スリープ時の電力消費

高さ（スタンドあり）

幅（スタンド取り付け時）

奥行き（スタンド取り付け時）

重量（パネルのみ - VESAマウントの
場合/ケーブルを除く）

重量（モニターとケーブル、スタンド
装着時）

重量（同梱物を含む）

• 1 x DP 1.4（入力）ポート（HDCP 1.4、HDCP 2.3）
• 1 x HDMI 2.0ポート（HDCP 1.4、HDCP 2.3）
• 1 x USB-C （USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)アップストリーム ポート、最大90 Wの電源
供給）

• 4 x 超高速USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）ダウンストリーム ポート
• 1 x LANポート（RJ45）

HDMI HDCP 1.4、DP HDCP 1.4

高さ調節可能（150 mm）
上下の角度調整（-5～21°）
左右の角度調整（-45 °～45 °）
縦横の回転（-90～90 °）

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）

VESA（100 mm）

AC100 V～240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/2.5 A

0.2 W（オフ モード）10

0.2 W（スタンバイ モード）10

26 W（オン モード）10

169 W（最大）11

0.3W未満

535.20 mm（21.07インチ） 

611.60 mm（24.08インチ） 

185.00 mm（7.28インチ） 

約5.05 kg（11.13ポンド）

約7.21 kg（15.90ポンド）

約9.68 kg（21.33ポンド）

Dell プロフェッショナルシリーズ P2723QE 
27インチ 4K USB-C HUB モニタ－仕様詳細
684.70 mm（26.96インチ）

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

3,840 x 2,160（60 Hzの場合）

16:9

0.1554 mm x 0.1554 mm

163

350 cd/m2（標準）

色域：sRGB 99%（定格）
色深度：10億7,000万色

1000:1（定格）

178°/178°

5 ms（高速モード）、8 ms（通常モード）

IPSテクノロジー

非光沢

白色LEDエッジライト システム

はい

はい

あり（Dellコマンド | モニター使用）

はい

SB521AまたはSB522A

P2723QE
P シリーズ  モニターP シリーズ  モニター
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標準サービス プラン

オプションのサービス プラン

環境に関する法令等の遵守

同梱品

• ENERGY STAR®認定モニター
• 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。

• RoHS準拠
• TCO Certi�edおよびTCO Certi�ed Edge
• BFR/PVC不使用モニター（外付ケーブルを除く）
• NFPA 99リーク電流要件に準拠。
• ヒ素使用率0 %のガラス、水銀使用率0 %（パネルのみ）

• スタンド付きモニター
• 1 x 電源ケーブル
• 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8 m)
• 1 x 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-C to Type-Cアップストリーム ケー
ブル（C-Cケーブル）(1 m)

• 1 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-C to Type-Aアップストリーム ケー
ブル（C-Aケーブル）(1.8 m)

• 1 x ケーブル タイ
• クイック セットアップ ガイド
• 安全および規制情報

ポートとスロット

1 セキュリティ ロックスロット***

2 電源コネクター
3 HDMIポート

1 2 3 4 5

8

6

6

7

P シリーズ  モニターP シリーズ  モニター

Dell プロフェッショナルシリーズ P2723QE 27インチ 4K 
USB-C HUB モニタ－仕様詳細
3年間保証、良品先出しサービスおよび3年間のハードウェア限定保証

Dell ProSupport

P2723QE

4 DisplayPort
5 USB-Cアップストリーム ポート
6 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Type-Aダウンストリーム ポート

7 RJ45ポート
8 スタンド ロック

https://www.epeat.net
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信頼性
世界第1位のモニター ブランド*である当社は、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
画面上に1つでもドット抜けが見つかった場
合、ハードウェア限定保証13の期間内であ
れば、Dellのプレミアム パネル交換12により
無償でモニターを交換します。

良品先出しサービス
モニターには3年間の良品先出しサービス14

が付属しているので、交換が必要になった
場合、3年間のハードウェア限定保証期間
中であれば翌営業日に代替製品が発送さ
れます。13

ProSupport
Dell ProSupportオプションにより、24x7体
制のスペシャリストによるテクニカル電話サ
ポートにアップグレードできます。15
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* 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 2013 Q2 – 2021 Q4 Share by Brand
** Dell USB-CモニターのDell Power Syncは、ノートパソコンのカバーを閉じた状態でもシステムを起動する機能です。現在は、一部のDell製PCでのみ使用できます。この機能の互換性については、お使いの

Dell製PCを確認してください。
*** Kensingtonセキュリティ スロット™に基づく
1 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。
2 デルが委託した2018年11月のシングル モニター構成の旧型モデルと比較したPrincipled Technologiesレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display

configuration」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
3 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。
4 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。
5 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。
6 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。 
7 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。
8 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。 
9 Dell Display Managerで有効化されます
10 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。
11 すべてのUSBポートで最大供給電力を使用した場合の最大輝度およびコントラスト設定
12 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。
13 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。

14 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。

15 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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