67cm（26.5）型カラー液晶モニター
●オープン価格※1

EV2730Q-GY
（セレーングレイ）

EV2730Q-BK
（ブラック）

I Tワーカーの “ちょっと足りない” を完全解消する
縦ワイド× 横ワイド（1920×1920ドット）モニター
■ スクエア型のワイド1920×1920 解像度
ワイド縦回転相当
1920ドット

ワイド
1920ドット

A4見開き相当の作業領域
＋
資料やメーラー等を並べて表示

フルHD相当のコンテンツ
＋
他の作業を同時進行

CAD図面をワイド画面表示
＋
上下方向もワイドに確認

縦長のコードを一括表示
＋
横長コードでもスクロール不要

CADやDTP作業、地図や写真の確認など、縦横の両方向に連なる情報の
表示に適した正方形（1920×1920ドット）解像度。一般的なワイドモニタ
ーであるフルHD（1920×1080ドット）やWUXGA（1920×1200ドット）
解像度と比較して、縦方向のスクロール頻度を減らし、
より広範囲の情報
を一度に確認できるため、PCワークによる疲労感の緩和や作業効率化、精
度アップが見込めます。

67cm（26.5）型カラー液晶モニター
●オープン価格※1

■仕様

■ 安定した表示品質

型番

・ 広視野角IPSパネル採用
・ 10bit-LUTによる1677万色フルカラー
・ オーバードライブ回路搭載で動画がクリア
・ 長期5年間保証

■ 疲れ目抑制
・ 適度な画面輝度に抑える自動調光機能
・ 画面のちらつきを抑えたDC調光を採用
・ ブルーライトカット機能搭載
・ 快適な画面位置に調整できる幅広いスタンド可動

■ 高い汎用性
・ DVI-D、DisplayPort のデジタル2 系統入力
・ USBハブ×2系統搭載
・ スピーカー / ヘッドホン端子搭載
・ 著作権保護技術HDCP対応
・ VESAマウント取付穴を用意

■寸法（単位：mm）
EV2730Q
497
477.4

9.8

25.5

56

101

512.5

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。
※2 PCのインターレース表示には対応しておりません。
※3 AV機器との接続はサポートしておりません。
※4 １系統入力時、USB、
ステレオミニジャック非接続時、オフタイマー、サウンドパワーセーブ無効時
※5 取得状況についてはお問合せください。
（EIZOコンタクトセンター：0570-200-557）
※6 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、
http: //www.eizo.co.jp/company /csr̲environment /product /label /jmoss /をご覧ください。
※7 PCグリーンラベル：PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/を
ご覧ください。
「環境性能レーティング」
（星マーク）
とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35％
未満、★★☆は35％以上70％未満、★★★は70％以上を示します。
※8 使用時間30,000時間以内に限ります。
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ブラック
EV2730Q-BK
セレーングレイ
EV2730Q-GY
サイズ
67 cm (26.5) 型 ( 可視域対角 67.2cm)
液晶パネル 種類（表面ノングレア仕様） IPS（オーバードライブ回路搭載）
／ 178゜
（カラー TFT） 視野角（コントラスト比 10：1 時、標準値） 178゜
300 cd/m2
最大輝度（標準値 ）
コントラスト比（標準値）
1000：1
応答速度：中間階調域（標準値） 5 ms
推奨最大解像度
1920×1920
標準表示面積（横 × 縦）
475.7×475.7 mm
画素ピッチ
0.2478×0.2478 mm
最大表示色
約 1677 万色：8bit 対応
広色域表示
−
デジタル走査周波数 水平 / 垂直※2 31〜127 kHz ／ 59〜61 Hz
入出力端子 映像入力
DVI-D 24 ピン×1 、DisplayPort×１
（共にHDCP対応 ※3 ）
サウンド入力
ステレオミニジャック ×1、DisplayPort×１
サウンド出力
ヘッドホン端子 ×1
USB ハブ
USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×1 ／ down×2
スタンド
昇降
141 mm（最大）/ 101 mm（チルト 0°時）
機構
チルト
上 35°、下 5°
スウィーベル
（台座部）344°
フリーマウント対応モデル
FlexScan EV2730Q-F（受注生産）
取付穴ピッチ（VESA 規格）
100×100 mm
スピーカー
1.0 W＋1.0 W
電源
AC100−240 V±10 %、50 ／ 60 Hz
消費電力 最大消費電力
64 W
標準消費電力（当社実測値） 25 W
※4
節電時消費電力
0.5 W 以下
待機時消費電力
0.5W 以下
省電力設定
DVI DMPM、VESA DPM
外観寸法 標準使用時 本体（スタンド含む） 497×512.5 〜 613.5×245 mm
(幅×高さ×奥行) モニター部
497×501.5×56 mm
梱包寸法（幅 × 高さ × 奥行）
584×610×277 mm
質量
本体（スタンド部含む）
約 7.1 kg
モニター部
約 4.2 kg
動作環境条件 温度／湿度 (R.H.、結露なきこと ) 5〜35 ℃／ 20〜80 %
各種エルゴノミクス・安全規格
CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、
※最新の適合状況は、EIZO Web サイト
PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、
にてご確認ください。
CCC ※5、RCM、GOST-R ※5、RoHS、WEEE、中国版 RoHS、EPEAT
Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、
J-Moss グリーンマーク※6、PC グリーンラベル (★★☆ V13)※7
ブルーライトカット機能
有（Paper モード）
主な付属品
DVI-D〜DVI-D×1、DisplayPort〜DisplayPort×1、2 芯アダプタ付
電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク
（取扱説明書を含む）、保証書付きセットアップガイド
保証期間
お買い上げの日から 5 年間 ※8
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安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、
ご使用の前に
必ず「取扱い説明書」
をお読みください。

■会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■VESAは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。■外観及び仕様は
改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご
了承ください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじ
めご了承ください。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを
長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。

お問合せ、
ご用命は

www.eizo.co.jp

製品に関する情報はEIZO Webサイトで
製品に関するお問合せは

この製品は屋内専用仕様です。
なお、水、湿気、湯気、
ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたりしな
いでください。火災、感電などの原因となることがあります。

受付時間 月〜金 9:30〜17:30（祝日、当社休業日を除く）

0570 - 200 - 557

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地
このカタログは再生紙を使用しています。
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