DELL デジタル 高解像度 WEB カメラ

世界においてクラス最高レベルの
1
インテリジェンスを備えた4K Webカメラ

クラス最高レベルの画質2
プロ仕様のWebカメラによってビデオ会議
の質が向上します。このカメラには、大型
4K Sony STARVIS™ CMOSセンサー、
マルチエレメント レンズ、AIオート フレーミ
ングによる高度な画像信号処理が採用
されているため、視覚効果が最適化さ
れます。

エレガントなプレミアム
デザイン

使いやすい

Dell デジタル高解像度Webカメラは、上
質のアルミ素材と滑らかな質感のメタリッ
ク仕上げにより外観が美しいだけでなく、
高画質も実現します。極細ベゼルのモニ
ターに取り付ける際も、少しも画面の邪
魔をすることなくすっきりとモニター上部に
設置できます。

プロ仕様のWebカメラで、全世界でクラス最
高レベルのシームレスなカメラ マウントを使っ
て 1 、ほんの少しの時間でセットアップできま
す。Dell ExpressSign-inによって、ユーザー
が近づくとそれを自動で検知し、Windows
Helloを使用して自動的にログインします。

プレミアムWebカメラの徹底解説
Dell 初の4K HDR Webカメラによる、シャープで鮮やかなプロレベルのビデオ画質
を体験してください。より多くの光を集める大型4K Sony STARVIS™ CMOSセン
サーが搭載されており、どこにいても鮮明で明るく、色鮮やかなビデオを映し出し
て、クラス最高レベルの画質を実現します。2

クラス最高レベルの
画質2

カスタマイズ可能で
機能満載

エレガントなプレミアム
デザイン

多様な取り付け方法

安全性と使いやすさ

Webカメラに内蔵されている高度な画像信号処理によって、視覚体験を最大限
に高めます。Digital Overlap HDRの採用により、極端な照明環境においても優
れた画質を保証します。また、ビデオ ノイズ リダクションによって、暗い場所でも画
像の粗さが自動的に除去されます。AIオート フレーミングにより、被写体を常に
画面の中央にとらえます。

Dell Peripheral Managerソフトウェアを使用して、ニーズに合わせて柔軟にカスタ
マイズできます。使いやすく直感的に操作できるユーザー インターフェイスにより、
輝度、鮮明度、コントラスト、彩度を簡単に調整できるほか、デジタル ズームや
オート フォーカスを使用したり、視野を65°、78°、90°から選択することができま
す。

Dell デジタル高解像度Webカメラは、上質のアルミ素材と滑らかな質感のメタリッ
ク仕上げにより、控えめな見た目ながらも人目を引くような設計です。Webカメラ
を取り付けても、極細ベゼル モニターの画面を遮ることはありません。

世界においてクラス最高レベルのシームレスなWebカメラ マウント ソリューションを
使用すると1、Webカメラを磁気マウントまたは三脚アダプターにスナップ方式で固
定して、簡単にセットアップできます。工具は必要ありません。モニターの前に置
いた三脚にWebカメラを設置すれば、画面上のスクリプトを読んでいるようには見
えなくなります。また、カメラから目線を外すことなく、参加者と確実につながること
ができます。Webカメラ マウントのケーブル管理スロットによって、すっきりとしたプロ
フェッショナルなセットアップが可能になります。
Webカメラに近づくと、Dell ExpressSign-inによってノートパソコンがスリープ モード
から復帰し、Windows Helloの顔認識機能を使用して自動的にログインされま
す。プライバシー シャッター キャップはお客様のプライバシーを保護するだけでなく、
使用していない間のレンズも保護します。または、Webカメラの円筒ボディの背面
に磁気で固定して、安全に保管できます。
デジタル高解像度Webカメラは、Microsoft TeamsおよびZoom向けに認定さ
れ、他の主要UCプラットフォームと互換性があり、さまざまなアプリケーションとシー
ムレスに連動します。

特長と仕様詳細
近接センサー

IRセンサー
ガラス カバー

便利なスナップ方式のカバーに
よって、使用していないときにレ
ンズを保護できます。使用時
はスナップ方式で背面に固定
して保管できます。

マルチエレメント レンズ
Sony STARVIS™ 4K CMOSセンサー
白色LEDライト インジケーター
このスタイリッシュなWebカメラ
マウントにより、極細ベゼル モ
ニターの画面を遮ることはありま
せん。
Dell デジタル 高解像度 Web カメラ － WB7022

カメラの主な特長
解像度/FPS

UCアプリケーション
4K UHD/24、30
フルHD/24、30、60
HD/24、30、60

メガピクセル

8.3MP

センサー ブランド

大型Sony STARVIS™ CMOS
センサー

視野（FOV）

65、78、90度

HDデジタル ズーム

最大5倍

オートフォーカス

○

自動照明補正

（1） 高度なDigital Overlap
（DOL）HDR
（2）ビデオ ノイズ リダクション
（3D+2D）
• テンポラル ノイズ リダク
ション（3DNR）
• 空間ノイズ リダクション
（2DNR）

自動ホワイト バランス

○

AIオート フレーミング

○

マイクロフォン

×

プライバシーの強化
外付プライバシー カ
バー/レンズ キャップ

○（磁気固定）

Windows Hello

○

Dell on Dell

ExpressSign-in

認定

Microsoft Teams、Zoom

その他の最適化アプリ
ケーション

Skype for Business、Go To
Meeting、Google Meet、
Google Hangout、Blue Jeans、
Slack、Lifesize

設計と接続性
Webカメラの寸法（直
径x長さ）

42 mm x 90 mm
1.65インチx 3.54インチ

Webカメラ マウントの寸
法（幅x奥行きx高さ）

32 mm x 65 mm x 9.4 mm
1.25インチx 2.56インチx 0.37イ
ンチ

部材

陽極酸化アルミニウム

PC/モニターへの接続

USB-A

付属の着脱式ケーブル

USB-C - USB-A、2m

Webカメラに磁気マウントを取
り付けて、すっきりとケーブル管
理できます。工具は必要ありま
せん。

ソフトウェアおよびサポート
ソフトウェア

Dell Peripheral Manager3

対応OS

Win10 64ビット版、MacOS

Plug & Playのサポート

○（ドライバーのインストール
不要）

保証4

3年

Certified

Windows Hello

付属の三脚アダプターを使用し
て、Webカメラを三脚 5に柔軟に
取り付けることができます。

世界においてクラス最高レベルの画質を実現する4K Webカメラ
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周辺機器
Dellデジタル高解像度Webカメラを最大限に活用できるように設計された周辺機器を使用することで、
充実したユーザー エクスペリエンスを実現できます。

DELL デジタル ハイエンド シリーズ40インチ曲面
WUHDモニター – U4021QW
鮮やかな色彩と鮮明さを実現する、革新的な40インチ
WUHD 5K2K曲面モニターで生産性の定義を書き換えま
す。Thunderbolt™ 3、LANポート(RJ45)など、
幅広い接続性を備えています。

DELL PREMIERワイヤレスANCヘッドセット –
WL7022
このTeams認定のワイヤレス ヘッドセットがあればどこで
も簡単にコラボレーションでき、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 モバイル アダプター スピーカーフォン MH3021P
内蔵スピーカーフォンを搭載した世界初のマ
ルチポート アダプター6を導入しており、接続および会
議のオールインワン ソリューションを
提供します。

1 外付4Kパーソナル会議用Webカメラの社内分析（2021年4月）に基づいています。 2 Dellの委託により経験豊富なWebカメラ ユーザー20名を対象に実施された独立したユーザー調査に基づきます。参加者は、均一の低/高コントラストの照
明条件下で、Dellデジタル高解像度Webカメラと競合他社の外付4Kパーソナル会議用Webカメラを使用してストリーミングされたライブWeb会議ビデオの輝度、彩度、鮮明度を評価しました（物理的なWebカメラもブランドも参加者には公表され
ませんでした）（2021年6月）。 3 macOSではサポートされていません。 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）。または、dell.com/warrantyをご覧ください。 5 三脚は付属していません。 6 Dellの分析（2020年3月）に基づいています。
●製品の購入には当社の販売条件（https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale）、締結済みの再販買契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。 ●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了と
なります。 ●製品は、正式受注後、 通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、 構成内容、 正式受注手続きの時期により納期が前後するこ とがございます。 予めご了承ください。）●返品 ・ 交換は、お客
様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、 納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、 お受けいたします。但し、第三者製品、デル・テクノロジーズ製品、 プリンターインク・トナー、 プロジェクターランプ等、の消耗品、
スペアパーツの返品は受け付けておりません。 デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がないかぎり、 返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。 ●お支払は、 現金振込またはクレジットカード決済から
お選び頂けます。 ●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択 された場合、 ご入金が弊社にて確認された時 点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。 掛売りでのお支払方法をご選択された場合、 お客様からの正式注文
書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製 品は、 なくなり次第終了となります。 ●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきまして
は、以下の URL をご確認下さい。（http://www.dell.jp/softwarejp）● DELL Technologiesロゴは、 米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。 ● Intel、 インテルル、 Intel ロゴ、 Intel Inside、 Intel
Inside ロゴ、 Intel Atom、 Intel Atom Inside、 Centrino、 Centrino Inside、 Intel Core Core Inside、 Celeron、 Celeron Inside、 Pentium Pentium Inside は、米国及びその他の国における Intel Corporation の
商標です。 ● Microsoft、 Windows、 Windows 7、Office ロゴ、 Outlook、 Excel、 PowerPointは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 ●その他の社名および製品名は各社の商標ま
た は登録商標です。 ●ディストリビュータ経由など、 直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。 ●本カタログに記載されている仕様は 2021年 6月現在に提供かつ予定している情報であ
り、 予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社
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