Dell Eシリーズ E2223Hv 21.5インチワイドモニタ－

生産性アップに必要な基本機能をすべて搭載。

必要な機能をすべて搭載

環境に配慮した設計

この21.5インチフルHDモニターは、VGAポート、広い視野角、
省スペースのコンパクトなスタンドを備えており、卓越した価値
をもたらします。

厳格なエネルギー効率要件を満たし、ENERGY STAR®認定を
取得し、EPEAT® Gold1に登録されている、TCO Certifiedモニ
ターです。

DELL DISPLAY MANAGER

高い信頼性

クイック アクセス キー、プリセット レイアウト、マルチモニター構
成、IT管理者向けリモート管理など、生産性と管理性を高める
優れた機能を搭載。

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8年連続世界 No.1*。

手頃な価格で信頼性が高く、
環境に配慮したモニター
広い視野角度: フルHDで作業内容が鮮明に表示され、178°/178°の広い視野角全体にわた
り均一な映像を映し出します。
鮮明な画像：3,000:1の優れたコントラスト比で、より深い黒、より明るい白、鮮やかな色彩を
再現します。
目に優しい：フリッカーフリー画面、ComfortView（目の疲れを和らげるブルーライト低減ソフ
トウェア ソリューション）を搭載、長時間でもはっきりと見ることができます。

必要な機能を
すべて搭載

優れた接続性：VGA経由でPCに接続します。
デスクトップを快適に：すっきりしたシンプルなデザインと極細モニター ベゼルを採用。作業ス
ペースが広がります。省スペースのコンパクトなスタンドに改良されたケーブル管理機能を備え、
デスク スペースがすっきりと片付き広く使えます。
お客様のニーズに対応：VESA互換のマウントとスタンドを使用して、独自のワークスペースを
生み出すことができます。

優れたエネルギー効率：このモニターはENERGY STAR®やTCO Certifiedなど、最新の規制と
環境基準を満たし、EPEAT® Goldに登録されています。1

環境に配慮

省エネ：モニターの不使用時には画面の輝度を落としたりスリープ モードに切り替えたりする
PowerNap2機能で節電します。

あらゆるレベルで生産性向上：Dell Display Manager（DDM）のEasyArrange機能を使用
すると、複数のアプリケーションを1台または複数台の接続モニター画面に素早く並べて表示で
き、マルチタスクの効率が高まります。
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。

DELL DISPLAY
MANAGER

DELL製モニターは
おかげさまで世界
NO.1*

利便性を高める鍵：ショートカット キーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にア
クセスできスピーディーな作業が可能になるため時間を節約できます。
多様な管理機能：アセット管理レポートを使用すると、ITマネージャーはモニター情報を簡単に
取得して追跡することができるほか、1回のセットアップで複数のモニターを一度に設定することも
できます。

妥協のないテスト：厳格な開発プロセスにより、使用頻度の高いオフィス環境で一貫した信頼
性の高いパフォーマンスを実現します。
ダウンタイムを最小限に抑える：モニターには3年間の良品先出しサービス 3が適用されるた
め、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4であれば翌営業日に代
替製品を発送いたします。
ハイレベルなサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時
間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。5

特長と仕様詳細
モニター

Dell Eシリーズ E2223Hv 21.5インチワイドモニタ－

表示サイズ（対角線）

同梱物

54.48 cm（21.45インチ）
478.66 mm（18.84インチ）
260.28 mm（10.25インチ）

コンポーネント
• スタンド付きモニター
• 1 x VESAネジ カバー

横
縦
最大プリセット解像度

1920 x 1080（60 Hzの場合）

アスペクト比

16:9

画素ピッチ

0.249 mm x 0.241 mm

ピクセル/インチ（PPI）

103

輝度
色彩サポート

250 cd/m²（定格）
色域（定格）: 72%（CIE1931）、83%（CIE1976）
色深度：1,670万色

コントラスト比

3000:1（定格）

視野角

178°/178°

レスポンス タイム

12 ms（定格、標準）

パネル タイプ

VA（垂直配向方式）

モニター画面コーティング
バックライト テクノロジー

非光沢

ブルー ライト抑制機能を搭載したフリッカー

あり（ComfortView）

フリー画面
Dell Display Managerとの互換性
リモート アセット管理

ケーブル

• 電源ケーブル
• 1 VGAケーブル
ドキュメント

• クイック セットアップ ガイド
• 安全および規制情報

8 ms（定格、高速）

LED

あり
あり（Dellコマンド | モニター使用）

接続
コネクター

1 x VGA

HDCPサポート

いいえ

設計上の特長
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

電源
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

上下の角度調整（-5～21°）
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）

AC 100～240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A（定格）
0.3 W（オフ モード）
0.3 W（スタンバイ モード）
12.13 W（オン モード）
19 W（最大）
0.3W未満

寸法（スタンド装着時）
高さ

384.17 mm（15.12インチ）

幅

504.2 mm（19.85インチ）

奥行き

171.0 mm（6.73インチ）

重量
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）

約2.26 kg（4.98ポンド）

重量（同梱物を含む）

約4.01 kg（8.84ポンド）

標準サービス プラン

3年間の良品先出しサービス3およびハードウェア限定保証4

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport5

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR®、EPEAT® Gold登録（該当する場合）1、TCO Certified

約2.90 kg（6.39ポンド）

推奨周辺機器
Dell Eシリーズ E2223Hv 21.5インチワイドモニタ－

モニターの角度を見やすい位置へ簡単に調整できます。
5°

背面図 - ケーブル管理

21°

角度調整

接続

1

2

1 電源コネクター
2 VGAポート

推奨周辺機器

DELLデュアル モニター アーム |
MDA20

DELL PROワイヤレス キーボードおよびマウス |
KM5221W

DELL PROステレオ ヘッドセット |
WH3022

モニター2台とシステムをマウントできる包括的なソ
リューションでデスクがすっきりと片付きます。簡単に取
り付けることができる革新的なモニター アーム。スイッチ
だけで回転角度を切り替えることができます。

静音設計のフル サイズ キーボードとマウスの
セット。プログラム可能なショートカットと36か月
**
のバッテリー持続時間で日々の生産性を高
めます。

明瞭な音声をご体験ください。Teams認定の有線ヘッ
ドセットは手元で簡単に操作できる便利な通話用コ
ントロールを備えています。

* Dell製モニターは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 Q3 Share by Brand

** モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間に関する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。
1 該当する国ではEPEAT Goldに登録済みです。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。
2 PowerNapは、Dell Display Managerの機能です。www.dell.com/ddmからソフトウェアをダウンロードしてください。
3 良品先出しサービス：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。詳細については、dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。
4 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）。詳細について
は
dell.com/warrantyをご覧ください。
5 利用可能なサービスは地域によって異なります。詳細についてはdell.com/supportをご覧ください。
Dell.com/monitors
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。
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