
 
JAPANNEXTがIPSパネル搭載23.8インチ 

フルHD液晶モニター 3機種を9月16日(金)に発売 
 

液晶ディスプレイ（液晶モニター）製品の開発・製造・販売などを手がけている株式会社
JAPANNEXT（ジャパンネクスト）（本社：東京都千代田区）は、23.8インチのフルHD
解像度(1920x1080)、IPS系パネルを搭載した液晶モニター3機種を9月16日（金）に発

売いたします。 
- JN-IPS2380FHDシリーズ- 

JN-IPS2380FHD 
JN-IPS2380FHDR-C 

JN-IPS2380FHDR-C65W 
 

23.8インチのIPS系パネルを搭載使いやすい 
フルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 

 
コンテンツを色鮮やかに映し出す高品質なIPS系パネルを搭載し、 

上下左右178度の広視野角を持っています。 
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、 

テレワークにも最適です。 
フリッカーフリー（ちらつき軽減）、ブルーライト軽減モードを搭載しているので、 

長時間使用時にも、眼に優しい映像表現となっています。 
フレームレスデザインなのでマルチディスプレイ環境構築にも最適です。 

75x75mmのVESAマウントに対応しており、 
別売りのモニターアームなどに使用が可能です。※なおスピーカーは内蔵しません。 

 
▼ 「JN-IPS2380FHD」商品紹介ページ： 
https://japannext.net/jn-ips2380fhd/ 
▼ 「JN-IPS2380FHD」商品販売ページ： 
https://japan-next.jp/shopdetail/000000001240 
▼ 「JN-IPS2380FHD」商品販売ページ（ウェブサイト「Amazon.co.jp」）： 

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BD3SHWLF 
▼ 「JN-IPS2380FHD」商品販売ページ（ウェブサイト「楽天市場」）： 

https://item.rakuten.co.jp/japannext/4589511182307/ 
▼ 「JN-IPS2380FHD」商品販売ページ（ウェブサイト「Yahoo!ショッピング」）： 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/japannext/4589511182307.html 
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・IPSパネル搭載 23.8インチ フルHD液晶モニター 
「JN-IPS2380FHD」商品概要 
 
１．商品名：JN-IPS2380FHD 
２．製品概要 

 
３．製品の特徴 

 
１）23.8インチ フルHD  
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応し
た液晶モニターです。 
 
２）IPS系パネル搭載 
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映
し出します。 
 
３）充実のインターフェイス 
インターフェイスはHDMI1.4端子を１つとVGAの端子を1つ搭載しています。VGA端
子を装備しますので、以前から使用しているパソコンも接続でき、様々な使用用途に
向いています。 
 
4）フレームレスデザイン採用 
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 
 
５）その他特徴 
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用
が可能です。なおスピーカーは内蔵しません。 

 
- JN-IPS2380FHDR-C (HDMI / USB-C(15W給電)搭載) 

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した
液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を２つとUSB Type-Cの端子を1つ

モニター（ディスプレイ）サイズ 23.8インチ  
パネル種類 IPS系 
外形サイズ（スタンド付） 高さ405mmx幅543mmx奥行173mm 
外形サイズ（スタンドなし） 高さ320mmx幅543mmx奥行38mm 
重量 約2.6Kg 
コントラスト 1000：1 
視野角（上下／左右） 178／178度 
画素ピッチ 0.274mm（H）×0.274mm（V） 
解像度 1920 × 1080ピクセル 
リフレッシュレート 60Hz 
輝度 250cd/㎡ 
入出力端子 HDMI 1.4 x1、VGA x1 

ヘッドホン出力×1 



搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充
電が可能です。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色
鮮やかに映し出します。HDR（ハイダイナミックレンジ）に対応。明るい部分も暗い部分
もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイデ
ィスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。23.8インチの画面は省
スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用
時に眼に優しいフリッカーフリー（ちらつき軽減）、ブルーライト軽減モードを搭載しま
す。 
 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可
能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。 

 
▼ 「JN-IPS2380FHDR-C」商品紹介ページ： 
https://japannext.net/jn-ips2380fhdr-c/ 
▼ 「JN-IPS2380FHDR-C」商品販売ページ： 
https://japan-next.jp/shopdetail/000000001241/ 
▼ 「JN-IPS2380FHDR-C」商品販売ページ（ウェブサイト「Amazon.co.jp」）： 

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BD3PRKZ3/ 
▼ 「JN-IPS2380FHDR-C」商品販売ページ（ウェブサイト「楽天市場」）： 

https://item.rakuten.co.jp/japannext/4589511182314/ 
▼ 「JN-IPS2380FHDR-C」商品販売ページ（ウェブサイト「Yahoo!ショッピン
グ」）： 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/japannext/4589511182314.html 
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・IPSパネル搭載 23.8インチ USB-C搭載 フルHD液晶モニター 
「JN-IPS2380FHDR-C」商品概要 
 
１．商品名：JN-IPS2380FHDR-C 
２．製品概要 

 
３．製品の特徴 

 
１）23.8インチ フルHD  
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応し
た液晶モニターです。 
 
２）IPS系パネル搭載 
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映
し出します。HDR（ハイダイナミックレンジ）に対応。明るい部分も暗い部分もくっ
きり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディ
スクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 
 
３）充実のインターフェイス 
インターフェイスはHDMI1.4端子を２つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載していま
す。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電が可能
です。 
 
4）フレームレスデザイン採用 
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 
 
５）その他特徴 
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用
が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。 

 

モニター（ディスプレイ）サイズ 23.8インチ  
パネル種類 IPS系 
外形サイズ（スタンド付） 高さ405mmx幅543mmx奥行173mm 
外形サイズ（スタンドなし） 高さ320mmx幅543mmx奥行38mm 
重量 約2.6Kg 
コントラスト 1000：1 
視野角（上下／左右） 178／178度 
画素ピッチ 0.274mm（H）×0.274mm（V） 
解像度 1920 × 1080ピクセル 
リフレッシュレート 60Hz 
輝度 250cd/㎡ 
入出力端子 HDMI 1.4 x2、USB Type-C(15W給電) x1 

ヘッドホン出力×1 



- JN-IPS2380FHDR-C65W (HDMI / USB-C(65W給電)搭載) 
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した

液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対
応)の端子を1つ搭載しています。65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれ
ば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへ
の給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の
際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS
系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR（ハイダイナミックレン
ジ）に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演
出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示
が可能です。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テ
レワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー（ちらつき軽減）、
ブルーライト軽減モードを搭載します。 
 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可
能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。 

 
▼ 「JN-IPS2380FHDR-C」商品紹介ページ： 
https://japannext.net/jn-ips2380fhdr-c65w/ 
▼ 「JN-IPS2380FHDR-C」商品販売ページ： 
https://japan-next.jp/shopdetail/000000001242/ 
▼ 「JN-IPS2380FHDR-C」商品販売ページ（ウェブサイト「Amazon.co.jp」）： 

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BD41JTT1 
▼ 「JN-IPS2380FHDR-C」商品販売ページ（ウェブサイト「楽天市場」）： 

https://item.rakuten.co.jp/japannext/4589511182321/ 
▼ 「JN-IPS2380FHDR-C」商品販売ページ（ウェブサイト「Yahoo!ショッピン
グ」）： 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/japannext/4589511182321.html 
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IPSパネル搭載 23.8インチ 65W給電USB-C搭載 フルHD液晶モニター 
「JN-IPS2380FHDR-C65W」商品概要 
 
１．商品名：JN-IPS2380FHDR-C65W 
２．製品概要 

 
３．製品の特徴 

 
１）23.8インチ フルHD  
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応し
た液晶モニターです。 
 
２）IPS系パネル搭載 
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映
し出します。HDR（ハイダイナミックレンジ）に対応。明るい部分も暗い部分もくっ
きり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディ
スクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 
 
３）充実のインターフェイス 
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電)の端子を1つ搭載
しています。65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター
側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可
能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にAC
アダプターを持ち運ぶ必要がありません。 
 
4）フレームレスデザイン採用 
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 
 
５）その他特徴 
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用
が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。 

 

モニター（ディスプレイ）サイズ 23.8インチ  
パネル種類 IPS系 
外形サイズ（スタンド付） 高さ405mmx幅543mmx奥行173mm 
外形サイズ（スタンドなし） 高さ320mmx幅543mmx奥行38mm 
重量 約2.6Kg 
コントラスト 1000：1 
視野角（上下／左右） 178／178度 
画素ピッチ 0.274mm（H）×0.274mm（V） 
解像度 1920 × 1080ピクセル 
リフレッシュレート 60Hz 
輝度 250cd/㎡ 
入出力端子 HDMI 1.4 x1、USB Type-C(65W給電) x1 

ヘッドホン出力×1 



 
４．価格・発売開始時期 
 

１） 参考価格（直販価格）： 
JN-IPS2380FHD     17,980円(税込) 
JN-IPS2380FHDR-C  19,480円(税込) 
JN-IPS2380FHDR-C65W 20,980円(税込) 
 

２）2022年9月16日（金）発売予定 
 

 


