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32:9 のウルトラワイド湾曲ディスプレイで大迫力の映像と
ゲームの世界に入り込んだような圧倒的な臨場感が楽しめる
49 型ゲーミングモニター「EI491CRPbmiiipx」9 月 12 日（木）より販売

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：詹 國良（ボブ・セン））は、EI1 シリーズより、
32:9 のウルトラワイド湾曲ディスプレイで大迫力の映像と、ゲームの世界に入り込んだような圧倒的な臨場感
が楽しめる 49 型ゲーミングモニター「EI491CRPbmiiipx」を 9 月 12 日（木）より販売いたします。

リリース概要


包み込まれるような 49 型湾曲パネルで圧倒的な臨場感が楽しめる




Radeon FreeSyncTM 2 HDR、オーバークロック時のリフレッシュレート 144Hz 対応で滑らかなゲームプレ
イを実現
奥行きのあるリアルな映像を楽しめる DisplayHDR 400 規格対応



豊富な入力端子で利用シーンに合わせて 2 画面表示可能



専用アプリで理想のカスタマイズを簡単に



スペースに合わせて自由に設置



長時間プレイでも目が疲れにくい Acer VisionCareTM 技術搭載でプレイヤーの目を優しくケア

「EI491CRPbmiiipx」
シリーズ

型番

サイズ

JANコード

想定売価

発売予定日

Eｌ1

EI491CRPbmiiipx

49型ワイド

4515777599825

オープン

2019年9月12日（木）

包み込まれるような 49 型湾曲パネルで圧倒的な臨場感が楽しめる
包み込まれるような 1800R のカーブに、アスペクト比 32:9 ウルトラワイドのディスプレイは、ゲームや映像の
世界に入り込んだような臨場感が楽しめます。湾曲モニターはユーザーの目から画面の両端までが等距離
になるため映像の歪みが少なく、没入感をいっそう高めます。また、ダブルフル HD(解像度 3840×1080)に
より、高精細で鮮やかな映像を映し出します。

Radeon FreeSyncTM 2 HDR、オーバークロック時のリフレッシュレート 144Hz 対応で滑らかなゲームプレイを
実現
Radeon FreeSyncTM 2 HDR テクノロジーが画像の表示遅延やカクツキを最小限に抑えます。オーバークロッ
ク時のリフレッシュレートは 144Hz と高速。瞬間的な素早い動きも滑らかな映像でゲームプレイを楽しめます。

AMD Radeon FreeSyncTM 2 HDR 非対応

AMD Radeon FreeSyncTM 2 HDR 対応

奥行きのあるリアルな映像を楽しめる DisplayHDR 400 規格対応
DisplayHDR 400 規格対応の幅広い輝度で暗い部分もくっきり表示し、DCI-P3 カバー率 90%の広い色域で
コンテンツの色を忠実に再現します。
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豊富な入力端子で利用シーンに合わせて 2 画面表示可能
豊富な入力端子を活用することで、２つの画面を 1 台に同時表示させることができます。サブ画面表示で気
になるテレビ番組を見ながらの作業や、2 人でのゲームプレイも可能。49 型の大画面ならストレスなく利用シ
ーンに合わせた活用ができます。
■ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP)
複数の機器を接続して、同時に最大 2 画面を表示する機能です。メイン画面とサブ画面を割り当て、表示
位置やサイズも選択できます。
■ピクチャー・バイ・ピクチャー(PBP)
複数の機器を接続して、左右に並べて画面表示する機能です。

専用アプリで理想のカスタマイズを簡単に
Acer Display Widget 専用アプリから、各種設定を簡単カスタマイズ可能。ゲームの特性に合わせた表示モ
ードの選択や、アプリケーションごとの設定などを行えます。 画面の分割設定ではウルトラワイドな表示領域を
活用し、ゲームをプレイしながらゲーム実況配信の視聴などのマルチタスクを楽しめます。

スペースに合わせて自由に設置
VESA 規格(75×75mm)対応で、設置スペースに合わせて、スタンドを外して壁掛けやアームに取り付けて
使用できます。また、フレームを極限まで薄くした「ゼロ・フレームデザイン」を採用。大画面を最大限に活かし
て、映画館のような迫力を堪能できます。
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長時間プレイでも目が疲れにくい Acer VisionCareTM 技術搭載でプレイヤーの目を優しくケア
フリッカー現象やブルーライトをはじめとした目の疲れの要因を抑える機能を搭載。長時間の映像視聴も快
適に楽しめます。


フリッカーレス：安定した電源を供給し、フリッカー（画面のちらつき）を抑える機能



ブルーライトシールド：色相と輝度を調節し、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減する機能



ローディミング機能：暗い環境で目の疲れを軽減するため、明るさを調整する機能



ComfyView：液晶パネル表面のぎらつき感や映り込み、外光反射を抑える非光沢パネル

リリースページ
https://acerjapan.com/news/2019/557391
製品ページ
https://acerjapan.com/monitor/gaming/ei1/EI491CRPbmiiipx
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スペック表 「EI491CRPbmiiipx」
型番

EI491CRPbmiiipx

JANコード

4515777599825

パネルサイズ

49型ワイド

液晶パネル方式

VA、非光沢

表示領域

1195.8 x 336.3 mm

最大解像度

3840x1080 32:9

画素ピッチ

0.1038(H) x 0.3114(V) mm

表示色

1670万色

色再現性

DCI-P3 90%

可視角度

水平178°/ 垂直178°

輝度

400cd/㎡(標準)、400cd/㎡(HDR 400モード、ピーク時)（白色LED）

コントラスト比

最大 100,000,000:1(ACM)、通常3,000:1

応答速度

4 ms (GTG)
水平

53-160kHz

垂直

HDMI 1.4: 48-60Hz
HDMI 2.0: 48-120Hz
DP: 48-120Hz(オーバークロック時、最大144Hz)

入力周波数

表示アスペクト

入力信号

デジタル

入力端子

HDMI 2.0 x1、HDMI 1.4 x2、DisplayPort v1.2 x1

音声入力端子

非搭載

ヘッドホン端子

搭載

スピーカー

3W+3W ステレオスピーカー

その他接続端子

非搭載

フルモード

対応

固定拡大モード

対応

1:1モード

AMD RADEON FreeSync2 HDR, DisplayHDR 400、フリッカーレス、
ブルーライトシールド、Super Sharpness、PIP/PBP、Zero Frame

プラグ&プレイ

VESA DDC2B（DDC/CI対応）

電源入力

内蔵(100-240V、 50/60Hz)
最大

消費電力

90W

通常（※弊社実測値）

60W

スタンバイ/オフ モード

0.50W/0.35W

使用温度

5～35℃

使用湿度

20～80％（結露のないこと）

グリーン購入法

非対応

RoHS指令

対応

環境条件

各種適合規格等

対応

その他機能

J-Mossグリーンマーク

対応

国際エネルギースタープログラム

非対応

PCリサイクル

対応

PSE（電気用品安全法）

対応

その他

MPRⅡ, ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE, CCC

本体色

ブラック

チルト角

上 15°/ 下 5°

スイベル（左右首振り）機能

機能なし

高さ調整機能

機能なし

ピポッド機能

機能なし

VESAマウント（壁掛け）

75×75mm対応

ケンジントン・ロック（盗難防止用）

非搭載

本体寸法（W）×（H）×（D）mm

1198 x 471 x 248

本体重量
（台座含む）

スタンドあり

11.4kg

スタンドなし

9.3kg

付属品

DisplayPortケーブル（1.5m）、電源ケーブル（1.5m）、リモコン、
クイックスタートガイド、台座、保証書、修理依頼書

保証期間

3年（パネル・バックライトユニットは1年）

発売日

2019年9月12日（木）
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Acerについて
1976年の創業以来、Acer はハードウェア＋ソフトウェア＋サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かに
する革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディス
プレイ、プロジェクター、サーバー（国内未発表）、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル（国内未発表）に至
る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も
推進しています。Acerは世界トップ5のPCカンパニーとして、現在、全世界で7,000人の従業員を数え、160
以上の国と地域で展開しています。
詳細はwww.acer-group.com （英語版）をご覧ください。
日本エイサー株式会社について
社名 ：日本エイサー株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
代表者：代表取締役社長 ボブ・セン
URL ：https://acerjapan.com
公式 facebook：https://www.facebook.com/AcerJapan
公式 Twitter ：https://www.twitter.com/AcerJapan
公式 Instagram：https://www.instagram.com/acer_japan/
公式 YouTube：https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel
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