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仕様

0570-200-557

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 9:30～17:00（祝日、当社休業日を除く）

〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

お問合せ、ご用命は

■EIZO、EIZOロゴ、FlexScanはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■Screen InStyleはEIZO株式会社の商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他
の国における登録商標または商標です。■DICOMは、National Electrical Manufacturers Associationが所有する、医用情報のデジタル通信に関する規格の登録商標です。■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■USB Type-C､
USB-CはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。■iPad、macOS SierraはApple Inc.の登録商標です。■iPhoneはApple Inc.の商標です｡アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは各社の
登録商標または商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観およ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。■製品の保証書はセットアップガイドに付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■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。また、Microsoftの許諾を得て使用しています。■カタログ内の画像はイメージです。

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。

・ 保証期間内の修理費用が無償 

・ 修理期間中は無償で貸出機をお貸出し

製品バリエー
ション
パネル 
 
 
 
 
 
 
 
 
映像信号 
 

USB 
 
 

音声 
電源
 
主な機能
 
機構 
 

動作環境条件
適合規格 
(記載のない規格、最新の適合状況については
お問合せください。)

専用ソフトウェア 
主な付属品

保証期間

スタンドあり ブラック／ホワイト
スタンドなし ブラック／ホワイト
種類／バックライト
サイズ
推奨解像度
表示領域 (横 x 縦)
画素ピッチ／画素密度
表示色
視野角 (水平/垂直, 標準値)
輝度／コントラスト比 (標準値)
応答速度 (標準値)
入力端子

出力端子
デジタル走査周波数 (水平/垂直)

コンピュータ接続 (アップストリーム)

USBハブ (ダウンストリーム)
USB LANアダプタ

スピーカー／出力端子
電源入力
消費電力 標準／最大／節電時
表示モード
Auto EcoView
質量　本体／モニター部
昇降／チルト／スウィーベル
取付穴ピッチ (VESA規格)
温度／湿度 (R.H., 結露なきこと)

モニターコントロールユーティリティ
映像信号ケーブル
その他

EIZOならPCとの互換性も安心
互換性検証を公開し、導入の不安も解消

EV3895-BK／EV3895-WT
EV3895-FBK／EV3895-FWT(受注生産)
IPS (アンチグレア)／LED
95.3 cm (37.5)型
3840 x 1600 (アスペクト比24:10)
879.7 x 366.5 mm
0.229 x 0.229 mm／111 ppi
約1677万色: 8-bit対応
178° / 178°
300 cd/㎡／1000:1
5 ms (中間階調域)
USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), 
DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2/1.4) x 2
-
USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz 
DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz 
HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz
USB 3.1 Gen 1: Type-B x 2, 
USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt 
Mode, Power Delivery最大85 W給電)
USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4
RJ-45 (1000BASE-T対応) Windows 10 / 8.1 
(64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応
1.0 W + 1.0 W／ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
28 W／194 W／0.5 W以下
User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
有 (出荷時設定ON)
約13.2 kg／約9.5 kg
192.7 mm／上35°, 下5°／70°
100 x 100 mm
5 - 35 °C／20 - 80 %
CB, TÜV/GS, CE, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 
(B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, 
TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, 
TCO Certified Generation 8, RCM, RoHS, 
WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギースター
プログラム, グリーン購入法 (2020年度), PCグ
リーンラベル (★★☆V13), J-Mossグリーンマー
ク, PCリサイクル (家庭系・事業系)
Screen InStyle対応
USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)
2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-B
ケーブル (2 m) x 2, コネクタカバー, VESAマウント取付用ね
じ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド
お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内
無輝点保証はお買い上げの日から6か月間

★★☆V13

※ オープン価格の製品は標準価格を定めていません。
・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/i/jmoss/をご覧ください。
・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、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。

詳しくはWebへ▶

95.3 cm（37.5）型カラー液晶モニター
オープン価格※
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目にやさしくて、疲れにくい。
長時間のPC作業でも、目が疲れにくい機能が充実。疲労軽減により、集
中力が高まり、生産性が更に向上します。
● 画面の明るさを自動調整
● ブルーライトを約80%カット
● ちらつきを完全カット

長く、安心してつかえる。
モニターに問題が発生すると、PC作業が滞ります。毎日安心、快適にお
使いいただけるよう、高品質・高信頼性の製品づくりを行っています。
● 半年間の無輝点保証
● 安心の5年間保証
● 安心の自社グループ生産、国内生産

環境にも、社会にもやさしい。
徹底的な省エネ設計とスマートな消費電力削減機能により、環境にも
やさしい製品です。
● 環境配慮は第三者認証済み
● 国連推進のSDGs（持続可能な開発目標）への貢献

寸法図
（単位：mm）

37.5型、UWQHD+（3840×1600）高解像度
仕事の生産性を高めるウルトラワイド曲面モニター

さあ、常識を曲げよう。paper mode

How FlexScan EV Series Reduces Eye Fatigue 

Auto EcoView Adjust brightness to the ideal level

FlexStand Adjust monitor to the best position

Color Mode Choose the ideal mode for your task

EyeCare Reduces flicker of LED backlight

Non-Glare Dissipates reflective light

Slim Bezels Minimize eye movement between screens

When you use a computer, your eyes become fatigued. Of 
course this happens when looking at a screen from a close 
distance for prolonged periods of time, but the effect is much 
stronger on a computer compared with other devices such as 
TVs. So how do we reduce eye fatigue? At EIZO, we have 
researched the causes of eye fatigue in order to create the ideal 
monitors that are “easy on the eyes."

At first glance, a bright screen 
seems clear and easy to see. 
However, a screen that is too bright 
is a primary cause of eye fatigue. On 
the other hand, if a display is too 
dark it is too difficult to see and also 
adds to eyestrain.other devices such 
as TVs. So how do we reduce eye 
fatigue? At EIZO, we have 
researched the causes of eye 
fatigue in order to create the ideal 
monitors that are “easy on the eyes."

How blue light influences eye fatigue is an increasingly popular 
topic. First we will show where blue light falls on the light spectrum.
Blue light is part of the visible 
s p e c t r u m  a n d  h a s  a  
wavelength that is close to 
that of ultraviolet light. When 
comparing the relationship 
between LED and blue light, 
we have confirmed that LED 

A bright screen causes eye fatigue?

Blue light causes eye fatigue?
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最大3つのPCからの映像を1画面に集約できます。モニター前面ス
イッチの簡単操作で、メイン画面の入替えにも対応します。

ノートPCと1本のUSB Type-Cケーブルで接続するだけで、ドッキ
ングステーション不要で、画面表示、音声再生、ノートPCへの給電、
有線LAN、USB機器接続を実現します。

White
設置空間をすっきり、明るく。

さあ、常識を曲げよう。

複数PCを同時表示、簡単入替え。
PbyP

ケーブル1本、即集中モード。
USB Type-C®

UWQHD+（3840×1600ドット）の高解像度、アスペクト比24:10
のウルトラワイド画面に、情報を一覧表示。モニター間のベゼルが
なく、ウィンドウを見比べる際の視線移動が快適です。

EV3895は、画面の両端がユーザーを中心に緩やかな弧を描いて湾
曲しています。大画面ながら隅々まで見やすく、没入感があり、作業
に集中しやすくなります。

大型モニターは、平面のままでは画面の左右端に近づくほどユーザー
の目と画面の距離が離れ、視認性が損なわれます。

膨大な情報を、自由に配置。
Ultra-Wide

視野を包む曲面で、仕事に集中。
Curved

ARを使って試し置きしてみよう

あなたのワークプレイスへの設置イメージ
を確認できます。iPhoneやiPadのカメラで
QRコードを読み取ってください。

ホワイトモデルはケーブルまで白で統一。複数の接続をキレイにまと
める専用のカバーも搭載。オフィスに開放的な景観をもたらします。

Before

After

解像度の比較

フルHD WQHD UWQHD+

1920

2560
3840

1080

1440

1600

約1.7倍

約3倍 USB Type-C

PC3

PC1PC1
PC1 PC2 PC3

PC3

PC2PC2
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