
80cm（31.5）型 カラー液晶モニター

EIZOの4K UHD（3840×2160）



広視野角かつ色調表現に優れた
「IPSパネル」を採用

EIZO画質×大画面31.5インチ×4K解像度
CAD、デイトレード、ビジネス、PCゲーム―

31.5インチの作業領域と4Kの解像度を備える「FlexScan EV3237」は、

さまざまなシーンで想像以上に快適な使い心地を提供します。

EIZOの液晶モニターと4Kハイレゾリューションで拓く

新たな境地をぜひ体感してください。

大画面・高解像度の情報量

デスクトップに多くの情報を表示できるため、ウィンドウの切替え
やスクロールの手間が省け、作業効率が向上します。またフルスク
リーンで4K解像度の写真やムービーを表示すれば、大画面ならでは
の迫力を味わえます。

液晶パネルの駆動方式は、視野角特性に優れたIPS方式を採用。上下
左右89°の広視野角を実現し、角度による色味の変化や階調の反転を
最小限に抑えます。色の表現力が必須のCADや動画編集にも最適です。

©Autodesk Maya 2015

©Autodesk AutoCAD 2015

WeMade Entertainment Corp. / Wemade Online Co.,Ltd.



疲れ目とブルーライトを抑制
周囲の明るさに連動して画面を見やすい明るさに調整する「Auto 
EcoView」により、眩しさや暗すぎによる疲れ目の抑制が見込めま
す。また、表示画面が紙に似た雰囲気に変化する「Paperモード」
と併用すれば、ブルーライトを大幅にカットできます。

液晶面は、光の反射や映り込みが目立ちにくいノングレア処理を施
しています。画面の見にくさによるストレスに加え、視線の頻繁な
移動や、目の筋肉の緊張による疲れ目の抑制も見込めます。

表示色温度を500K（ケルビン）単位で細かく調整可能。入力作業時
は、参照する紙書類の色味に近づけることで見た目の違和感を和ら
げ、頻繁な目の順応が引き起こす疲れを抑えます。

ちらつきを軽減 映り込み抑制 最適な色味を表現

ユーザーの使用感をワンランク引き上げる
EIZO独自のエルゴノミクス

「FlexScan EV3237」は、長時間の作業による疲れ目や姿勢の悪さからくる

体の痛みなど、液晶モニターを使う上で直面する問題を解消。エルゴノミ

クス（人間工学）に基づき、ユーザーが効率的に使えるよう、あらゆる側

面から徹底的にサポートします。

User2モード

sRGBモード

User1モード
Movieモード

Paperモード

動画視聴やWeb閲覧、文字入力など用途ごとに最適な表示モードへ
切替えられます。さらに専用ソフトウェア「ScreenManager Pro」
を使えば、アプリケーションごとに表示モードを自動で切替え可能
になります。
※「ScreenManager Pro」はEIZO Webサイトからダウンロードできます。

多彩な表示モード

可動範囲の広い昇降・チルト・スウィーベルに対応しており、ユー
ザー 1人1人に合った作業しやすく疲れにくい画面位置へ無段階に調
整できます。

楽な姿勢で作業

5000K 6500K
10000K4000K

EIZO独自の「EyeCare調光機能」が、LED光源を低輝度に調整した
際の画面のちらつきを抑制。人の目で感知できないちらつきも抑え
るので、ユーザーが気付かないうちに受けていた目への刺激を緩和
します。



「Picture by Picture」と同様に、複数
の映像信号を入力している場合に使用
で き ま す。「Picture in Picture」は 画
面上に小さな画面を表示する機能で、
例えば親画面で金融取引を行いながら
子画面で株主総会のストリーミング動
画を再生といった環境を構築できます。
子画面のサイズと位置は変更可能です。

モニターの明るさを最大輝度の1％以下の超低輝度に設定可能。暗い
環境でも目への負担を抑える最適な表示が行えます。

自動調光機能が画面輝度を抑えることで、ユーザーの目の負荷に加
えて消費電力も抑制します。また、表示内容に応じて画質の補正と
輝度の調整を同時に行い、一層の輝度低減を実現。ユーザーの離着
席を検知して電源のオン／オフを自動で行う人感センサーも備えて
おり、非使用時の電力も徹底的に削減できます。

自動的に電力を抑制

本体側面にある3基のUSBポートのうち、1基がスマートフォンやタ
ブレット端末などのバッテリーチャージに対応。本体前面のボタン
から「充電専用」に変更すれば、より高速な充電が可能になります。

USB バッテリーチャージに対応（USB 3.0）

大画面・高解像度の特性をフル活用
「Picture by Picture」＆「Picture in Picture」
「Picture by Picture」（PbyP）と「Picture in Picture」（PinP）は、複数の映像信
号をモニター上に表示する機能。複数のPCを同時使用し、マルチモニター環境で
作業スペースを圧迫していたユーザーも、大画面・高解像度の「FlexScan 
EV3237」ならひとつの画面にコンパクトかつ機能的に集約できます。

プロフェッショナルユースからビジネス・ホームユースまで
幅広く使える多彩な機能

「FlexScan EV3237」は、ありとあらゆるユーザーがさまざまな用途において、
満足かつ快適に製品をお使いいただくための機能が数多く用意されています。

複数の映像信号を入力している場合、
ひとつの画面に並べて表示できる機能
です。筐体前面のボタンから設定でき、
5つ の レ イ ア ウ ト か ら 選 択 可 能。
WindowsとMacで同時作業、ムービー
／広告／インフォメーションなどをま
とめて表示するサイネージなど、さま
ざまな用途に活用できます。

高い信頼性
自社一貫生産 厳しい品質管理 安心の保守体制

EIZOは、製品の企画から、設計、
生産、品質管理に至るまで一貫
した体制を構築。液晶モニター
全製品を自社グループ内で生産
し、信頼に裏打ちされた長期5
年間保証を実現しています。

EIZOは、品質マネージメントの国際規格ISO9002
／ISO9001の認証取得に加え、独自の品質管理基
準を設け、資材調達・生産出荷に至るまで厳しい管
理を行っています。たとえば、製品部材は定格値に
余裕をもって採用し、故障しにくい製品設計を徹
底。画質は、他社と比較して、より厳しい表示ムラや
ノイズのチェック基準を設定しています。

自社製品の企画、開発から設計、製造工程までを
国内に抱えるEIZOでは、セールス部門およびアフ
ターサポート担当子会社の活動拠点も全国要所
に設置しています。製品導入前のコンサルティン
グから、設置作業、オンサイトの保守・管理、そし
て製品廃棄時の回収までをサポートいたします。

修理のご依頼＆
修理品引取りのお申込み

修理品の引取り＆
貸出機お届け

専任スタッフ
による修理

修理完了品の
お届け＆貸出機引取り

パソコンから入力されたRGB（Red、Green、Blue）各色8bitのデー
タを、モニター内部で10bitに多階調化。10bitガンマ補正により、
多階調化したデータから最適な色を選択し、滑らかな階調表現を実
現します。

階調性に優れる 1677 万色フルカラー表示

本体背面の両端にそれぞれ1Wスピーカーを1基ずつ搭載。また、
ヘッドホン端子も搭載しており、お手持ちのイヤホン・ヘッドホン
を接続することで周囲を気にせずに音声を聞くことができます。

音声ニーズに対応

中間階調色の応答速度を高速化する「オーバードライブ回路」を搭載。
残像感を大幅に低減するとともに、動きの速いシーンの白とびや黒つ
ぶれを抑え、明るく鮮明な映像を再現します。

動画をクリアに映す「オーバードライブ回路」

本体背面に、DVI ／ HDMI ／ DisplayPort×2の合計4系統のデジタ
ル入力端子を用意。デュアルモニター用途はもちろん、「Picture by 
Picture」と「Picture in Picture」の利用時に使えます。DisplayPort
接続では、特別な設定なしに4K解像度を60Hzで表示できます。
※最新の互換性情報はEIZO Webサイトをご覧ください。

4系統のデジタル入力信号を搭載

「修理品引取りサービス」をご用意。修理の際は、業務提携した宅配
業者がお客様のご都合のよい時間帯に故障したモニターを引取りに
伺い、修理完了後にお届けします。修理品の梱包や発送の手間を最
小限に抑えられます。保証期間内であれば引取り料金も無償です。

Picture in Picture

Picture by Picture

もしもの不具合／修理時も安心

DVI HDMI DisplayPort

幅広い調光範囲

LAYOUT

フルHD×2画面
1920×2160

1920×2160
フルHD×2画面

3840×1080
×2画面

1920×2160
×2画面

フルHD×4画面

LAYOUT

左下左上右下右上 Large Small



〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

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、製品
の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。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

「取扱説明書」をお読みください。

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　 受付時間  月～金 9：30～17：30（祝日、当社休業日を除く）

■HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing,LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標
です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネ
ルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内
向モデルであることをご確認ください。■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。また、有効ドット数の割合は99.9994％以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に
黒シミやムラ、焼き付け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。■カタログ内の画像はイメージです。

Copyright © 2016 EIZO Corporation All rights reserved.
（140804C）

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。

５年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします。
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします。

0570-200-557

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。　※2 AV機器との接続はサポートしておりません。　※3 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/csr_enviroment/product/label/jmoss/をご覧ください。
※4 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。　※5 使用時間30,000時間以内に限ります。
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型番 ブラック／セレーングレイ EV3237-BK ／ EV3237-GY
サイズ 80 cm（31.5）型
液晶パネル 種類 IPS（ノングレア）

バックライト LED
視野角 水平178°／垂直178°
最大輝度（標準値） 300 cd/㎡
コントラスト比（標準値） 1000：1
応答速度：黒→白→黒 （標準値） 16 ms
応答速度：中間階調域（標準値） 5 ms（オーバードライブ強）
推奨解像度 DisplayPort: 3840×2160 (60 Hz)

DVI-D/HDMI: 3840×2160 (30 Hz)
表示領域（横×縦） 696.9×392.0 mm
画素ピッチ 0.1815×0.1815 mm
表示色 約1677万色：8 bit対応
走査周波数 水平／垂直 31 ～ 134 kHz ／ 29 ～ 31 Hz、59 ～ 61 Hz

入出力端子 映像入力 DVI-D 24ピン×1（HDCP 1.x対応※2）、 
DisplayPort 1.2×2（HDCP 1.x対応※2）、 
HDMI×1（HDCP 1.x対応、AV入力対応）

サウンド入力 ステレオミニジャック×1、DisplayPort 1.2×2、 
HDMI×1

サウンド出力 ヘッドホン端子×1
USBハブ USB規格 Rev3.0準拠

down×3（1基のみバッテリーチャージ対応）／ up×1
スタンド機構 昇降 139 mm

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 EV3237-F（受注生産）

取付穴ピッチ（VESA規格） 100×100 mm
消費電力 最大／標準／節電時／待機時 105 W ／ 30 W ／ 0.5 W以下／ 0.5 W以下
スピーカー 1W＋1W
電源 AC100-120 V ／ AC200-240 V±10％、50/60 Hz
外観寸法 標準使用時（スタンド部含む） 731×439～578×245 mm

（幅×高さ×奥行） モニター部 731×428×59.5 mm
梱包寸法（幅×高さ×奥行） 824×570×235 mm
質量 標準使用時（スタンド含む） 10.6 kg

モニター部 7.8 kg
動作温湿度条件 温度／湿度 5 ～ 35 ℃／ 20 ～ 80 ％R.H.（結露なきこと）
各種エルゴノミクス・安全規格 CB、CE、TÜV/GS、cTÜVus、FCC-B、Canadian 
※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください。 ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、CCC、  

RCM、EAC、RoHS、WEEE、TÜV/Ergonomics、TCO   
Certified Displays 6.0、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（平成26年度版）、J-Mossグリーンマーク※3、PC 
グリーンラベル（★★☆V13）※4

ブルーライトカット機能 有（Paperモード）
主な付属品 2芯アダプタ付電源コード、信号ケーブル（DisplayPort

～ DisplayPort）、USBケーブル、保証書付きセット  
アップガイド、CD-ROM（取扱説明書を含む）

保証期間 お買上げの日から5年間※5


