思いのままに描ける、新しいキャンバス
DELL CANVAS

最新のテクノロジー

革新的な設計

QHD を備えた 27 インチの水平のデジタルキャンバスは、タッ
チ、高精度のペン、およびトーテムで思いのままに操作できます。
ご使用のプロフェッショナルソフトウェアとモニタの設定でシームレスに動作
するため、日常の作業やクリエイティブの手法が画期的に変わります。

ディスプレイと入力機能が 1 つのデバイスに統合され、システムや
コンテンツに簡単にアクセスできるようになりました。水平の自然
な位置に置くことでタッチ操作がしやすく、贅沢な 27 インチの QHD Adobe
RGB ディスプレイで驚くほど細かい作業（創作や編集も）が可能です。直接
接着した非光沢の Corning® Gorilla® Glass は耐久性に優れ、これまでにな
く精密度の高いコンテンツ体験を提供します。

直感的なタッチテクノロジー

進化するユーザーインターフェイス

ご自身の指先によるタッチは当然のこと、20 ヵ所に及ぶタッチ認
識点で共同作業も思いのまま。 Dell

Canvas ではこれまでと同様

直感的な新機能（Windows®

10 に搭載）と、高度なソフトウェ

アに内蔵されている最適化機能により、ダイナミックな新体験を

の方法でデジタル上での作業ができます。高精度のペン（スケッチおよび創

提供します。インタラクティブなタッチスクリーンと革新的なユーザーエクス

作用）と両手作業のサポートによって、自然な感覚で創作できます。手に心

ペリエンスを組み合わせ、主要な ISV（独立系ソフトウェアベンダー）パート

地よくフィットする物理オブジェクト（トーテム）が標準装備され、使いやすさ
と生産性が向上します。

ナーの参加を実現した Canvas は、クリエイティブな作品や設計、分析の
ワークフローを改善する一方で、プロフェッショナルが没頭できる新しい作業
環境を提供します。

基本アクセサリ

Dell Canvas アーキュレーティングスタンド

デル デジタル ハイエンド シリーズ 34 インチ曲面
ウルトラワイド・モニタ | U3415W

デル製 Premier ワイヤレスキーボードおよび
マウス | KM717

特長と仕様詳細
特長

Dell Canvas

モデル

KV2718D

デバイスタイプ

インタラクティブなペンおよびタッチ方式のディスプレイ

外形寸法 / 重量 1

高さ：446
ポンド）

画面サイズ / 解像度

27 インチ /2560 × 1440 QHD

ディスプレイオプション

IPS

表面テクノロジー

直接接着の非光沢 Corning® Gorilla® Glass（モース硬度 9H）

色のサポート / アスペクト比

10 億 7,000 万色 /16：9

視野角

（水平 89°/89°
）、（垂直 89°/89°
）
178°

コントラスト比 / 輝度

1,000：1（標準）/280 cd/ ㎡

有効表示領域

高さ：336

色域

100% Adobe RGB（標準）

マルチタッチ

20 点タッチに対応（但しソフトウェアに依存します）

タッチとペンの同時使用

可能

ペンのタイプ

電磁誘導（EMR）方式、2 ボタンの Dell

ペンの感知レベル

2,048 段階

ペンのチルト範囲とチルト感知

（水平から 40°
、最大 90°
）/ ＋ / − 0.2mm（チルト 0°
の場合）/ ＋ / − 0.4mm（チルト 60°
の場合）
垂直から最大 50°

ペンのボタン

設定可能なボタン 2 個

ペン先

6 本（標準 2 本、ゴムペン 2 本、フェルトペン 2 本）

ペンの消しゴム機能

サイドボタンで設定

ペンホルダーとペン先ホルダー

マグネット式 / 付属

ペンのバッテリ

不要

トーテム付属

標準付属：1 ×ダイヤル式トーテム / オプション：ツマミ式 小型トーテム

トーテムのテクノロジー

パッシブ

スタンドオプション

、開いた状態：10°
）
付属：組み込みスタンド（たたんだ状態：1.5°
オプション：アーキュレーティングスタンド（10°
〜 85°
）
VESA マウントキット

付属ケーブル

USB-C - USB-C、USB-C - USB-A、mini-DP - mini-DP、mini-DP - DP、mini-HDMI - HDMI

ポートおよびコネクタ

入力：Mini-HDMI × 1、mini-DisplayPort 1.2 × 1 または USB Type C（Display Port over USB Type-C 内蔵）× 1
外付機器を接続できるユーザーポート：USB Type C（USB のみ。充電は不可）× 1、USB3.0 Type A × 2、オーディオ・ヘッドフォン・ジャック（3.5

電源アダプタ

130 ワット AC アダプタ（4.5 mm バレル）

システム要件

Windows® 10 Creator's Update もしくはそれ以降が必要

法令遵守と環境への配慮

すべての宣言および認証は、デルの法令順守のホームページ（dell.com/regulatory_compliance）からご覧いただけます。

保証およびサポートサービス 2

1 年間ハードウェア限定保証およびリモート診断後の 1 年間翌営業日対応オンサイトサービス
オプション：3 年間ハードウェア限定保証およびリモート診断後の 3 年間翌営業日対応オンサイトサービス
Dell ProSupport は、お客様のビジネスニーズに迅速に対応し、投資資産と機密データを保護するとともに、高度な予防的サポートサービスを提供することで、お客様
の IT 環境におけるリスクと複雑さを軽減します。

1.
2.

：13 mm（0.51 インチ）、奥行き（向こう側）
：23 mm（0.9 インチ）/ 重量：8.4 kg（18.5
mm（17.6 インチ）/ 幅：792 mm（31.2 インチ）/ 奥行き（手前側）

mm（13.2 インチ）/ 幅：597 mm（23.5 インチ）

Canvas Pen

mm）× 1

重量は構成および製造時の条件によって異なります。
Dell Services の提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、Dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。ハードウェア限定保証を利用するには、Dell USA LP（Attn：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）にお申し
込みいただくか、www.dell.com/warranty をご覧ください。リモート診断後のオンサイトサービス：リモート診断では、技術者がオンラインまたは電話で問題の原因を特定します。その際には、お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあるほか、セッ
ションが複数回または長時間に及ぶことがあります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warranty）をご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日
以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。一部の情報は Windows のプレリリースバージョンおよび実験用バージョンに関するもので、商用版のリリース前に大幅な変更が加え
られる可能性があります。 Microsoft は提供されるソフトウェアまたは情報に関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。

詳細については、 www.dell.com をご覧ください。
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