省スペース化を実現。スクウェアモニター
Dell Eシリーズ E1715S 17インチ モニタ－

基本性能の高さ
省スペース

信頼できる
パフォーマンス

環境効率性

台座も小さくコンパクト。様々
な環境に設置が可能な
スクウェアモニターです。

厳格な品質基準に準拠した
モニターにより信頼できる
パフォーマンスを実現。

最新の規制や環境基準を満た
しており、お客様のビジネスの二
酸化炭素排出量と環境への影
響を低減。

高い信頼性
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
7年連続世界 No.1*。

コストパフォーマンスに優れ、環境にも優しく
表示：POSディスプレイとして使用してもデスクトップ モニターとして使用しても、Dell 17インチ モ
ニターE1715Sは、1280x1024 HD解像度を快適に表示し、高速5msのレスポンス タイムおよび
85%1の色域を実現します。

基本性能の高さ
省スペース

最適なサイズ：このコンパクトなアスペクト比5：4のモニターは、狭いスペースにも設置でき、
5：4のディスプレイを必要とするアプリケーションとの互換性も維持されます。
チルト調整：最大前方5°、後方21°スクリーンを傾け、最も見やすい角度に調整できます。

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POSやオフィスなどの環境で
一貫した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

高い信頼性

シンプルな接続：プラグ アンド プレイのVGAおよびDisplayPort接続によって、ほぼすべての周
辺機器またはデバイスと接続できます。

目にやさしい：LEDバックライトと通常動作時わずか11 Wの低消費電力により、Dell 17インチ
モニターはエネルギー効率が向上しています。
Dell PowerNap：この機能は、使用していないときにモニターを自動的にスリープ モードにし
ます。

環境効率性

節電：スタンバイ モードでの消費電力は0.5 W未満です。通常動作モードでは、10～14Wの
低消費電力を実現しています。

Easy Arrange機能：複数画面を利用して効率的に作業ができるほか、Dell Display
ManagerソフトウェアのEasy Arrange機能によって定義済みテンプレートから好きな画面配置
を選ぶこともできます。アプリケーションを素早く並べて配置し、中断した場所から作業を再開で
きる自動リストア機能によりさらに迅速に作業に戻ることができます。

DELL DISPLAY
MANAGER

表示を簡単に最適化：自動モードでディスプレイ設定を簡単に構成して、優れた映像体験
を実現することができます。
ディスプレイ インベントリの管理：資産管理レポートを生成して、ビジネス環境内のディスプ
レイIDと設定にタグ付けすることができます。

ダウンタイムを最小限に：モニターには3年間の良品先出しサービス2が付属しているので、
交換が必要になった場合、翌営業日に代替製品が発送されます。

デル製モニターはおかげ
さまで世界NO.1*

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。3

特長と仕様詳細
モニター

Dell Eシリーズ E1715S 17インチ モニタ－

パッケージの内容

表示サイズ（対角線）

43.2 cm（17インチ）

アクティブな表示領域
水平
垂直

337.92 mm（13.3インチ）
270.33 mm（10.64インチ）

コンポーネント
• モニター パネル
• スタンド ベース
• VESA ネジ カバー

最大プリセット解像度

1,280 x 1,024（60 Hzの場合）

アスペクト比

5:4

ピクセル ピッチ

0.264 mm

輝度

250 cd/²（標準）

サポート色数

色域（通常）：85%1

コントラスト比

1,000:1（標準）

視野角

160°/170°

レスポンス タイム

5 ms、black to white（標準）

パネル タイプ

TN（アクティブ マトリックス – TFT LCD）、非光沢

バックライト テクノロジー

LED

色深度：1,670万色

ケーブル

•
•

電源ケーブル
VGA ケーブル

ドキュメント
• クイック セットアップ ガイド
• 安全と規制に関する情報
• ドライバとドキュメント メディア

接続
コネクタ

VGA、DisplayPort

リモート資産管理

Dell Display Managerにより対応

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

チルトのみ（前方5°または後方21°）
セキュリティ ロック スロットとスタンド ロック（セキュリティロックは含まれません）
クイック リリース機能により VESA 100 mm x 100 mm

電源
AC入力
電圧/周波数/電流
電力消費量（動作時）
電力消費量（スタンバイ / スリープ時）

100～240 VAC / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A（標準）
10～14W

0.5 W未満

寸法（スタンドを含む）
高さ

389.5 mm（15.33インチ）

幅

374.5 mm（14.74インチ）

奥行

165.0 mm（6.52インチ）

重量
重量（パネルのみ – スタンドなし）重量

約 2.08kg（4.85ポンド）

（スタンドを含む）

約 2.68kg（5.90ポンド）

出荷時の重量

約 3.75 kg（8.24ポンド）

標準サービス プラン

3年間良品先出しサービス2

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

TCO認定ディスプレイ、中国能効標識
（CEL）、CECP、RoHS

各種機能と接続端子
Dell Eシリーズ E1715S 17インチ モニタ－
角度調整機能により、簡単に調整が可能。
21°

背面図

5°

前後角度調整

接続端子

1

1

2

AC電源

3

2 Display 3 VGA
Port

推奨周辺機器
DELL デュアル モニター
スタンド | MDS19
クイック リリース機能により工具
なしにモニターを取り付けることが
でき、モニターごとに個別にピボット、
傾き、回転、高さ調整ができる
柔軟性を享受できます。小さい
設置面積および整然としたケーブル
の取り回しを特徴としています。

DELLワイヤレス キーボード
およびマウス KM636
高さのある大きなサイズのチクレット
キーと消音入力。Dell Universal
Pairing による最大6台のデバイス
の接続。

* 出典︓IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 – 2020 Q2 Share by Brand 1 色域（標準）はCIE1976（85%）およびCIE1931（72%）のテスト基準に基づいて
います。 2 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、およびモニターが55インチ以上であるか
どうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/sesrvicecontracts/globalをご覧ください。 3 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。 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、デルの担当者までお問い合わせください。
●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）が適用されます。締結済みの再販売契約書、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、Dell EMC製品及び旧EMC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、 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 2018 年 11 月 1 日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。
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