Full HD IPS 液晶採用
モバイルモニター
11.6 インチ

- 空 間 が 変 わると、世 界 が 広 が る -

上位機種 1101Ｐは
1080/24P入力対応

フルHDモバイル液晶モニターがさらに小型・軽量化 !!

シリーズ
厚さ11mm
持ち運び簡単

1920×1080
ピクセル

IPS パネル
採用

HDMI 対応

視野角 178°

Mini DisplayPort
対応

お手軽軽量なモバイルモニター「On-Lap」に
11.6 インチモデルが登場

シリーズ
空 間 が 変 わ る と 、世 界 が 広 が る

上位機種 On-Lap 1101P は 1080/24p 入力に対応

フル HD IPS 液晶パネル採用

シリーズの上位機種である On-Lap 1101P は、主に映画撮影で用い
られている 1080/24p フォーマットの映像入力に対応しており、
デジタ
ルビデオカメラとの親和性がより高い製品となっています。

フル HD 解像度 (1920 1080) の
IPS 方式ノングレア液晶パネルを
採 用。視 野 角（水平 / 垂 直）は
178 を実現。
最大表示色 1677 万
色で、細部まで美しい映像表現を
可能にしています。

〜三脚対応マウントキット付きでカメラのサブモニターとしても最適〜

また On-Lap 1101P には、標準で三脚マウント
キットが付属しています。
ネジ穴径は標準的な 1/4
インチ規格に対応しているため、ほとんどの三脚に
取りつけが可能です。
■マウントキットは VESA75 規格に対応しているので、
VESA 対応のモニターアームと組み合わせて使用可能です。

〜カメラディスプレイの表示機能に合わせてカラー調整可能〜

RGB/CMY のカラー調整が可能なので、カメラディスプレイの表示機能に
合わせれば、
カメラのサブモニターとしても頼もしい相棒になるでしょう。
※

三脚マウントキット

※三脚マウントキットは On-Lap 1101H にも対応可能で、
オプション品として単体での取り扱いも行っております。

JAN:4718785840747

超軽量・小型のフル HD ソリューション
On-Lap 1101 シリーズは、480g という超軽量設計でありながらフ
ル HD 解像度 (1920 1080) での出力を実現。USB 給電のみで動
作する点は従来の On-Lap シリーズと同様で、場所を選ばずディス
プレイ環境を強化することができます。
入力端子には HDMI/ アナログ VGA/Mini DisplayPort と現在標
準的になっている規格をサポートしているため、PC のみならず多様
な機器との連携が可能です。

【側面図】
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製品仕様
On-Lap 1101Ｈ
液晶パネル

LED

パネル種別

IPS ノングレアパネル

最大解像度

1920 1080

画素ピッチ

0.1335ｍｍ

輝度（標準時）

300cd/ ㎡

コントラスト比（標準値）

800:1
178 /178 （水平 / 垂直）

視野角（水平 / 垂直）
最大表示色数

1677 万色
14ms( 標準値 )

応答速度（標準）
1080/30ｐ,1080/24p 入力
端子入出力

On-Lap 1101P
11.6 インチ

サイズ
バックライト

スピーカー内蔵 &HDMI 音声入力に対応
HDMI 経由での外部音声入力に対応しています。On-Lap 本体内蔵
のスピーカーでの音声出力およびヘッドフォン端子からの音声出力
に対応しています。
コンパクトで場所を取らないので PC のサブモニ
ターとしても気軽にお使いいただけます。

microHDMI
入力端子

デジタル入力

-

○

micro-HDMI 端子 , Mini Display 入力端子
VGA 入力端子

アナログ入力

ヘッドフォン端子

音声出力
スピーカー

2

0.75W（最大）
○

HDCP 対応

5Ｖ-2.0Ａ（輝度最大時）

電源仕様

スタンドにもなるモニターカバー付属
モニタースタンドとしても活用でき
る保護カバーが付属しています。
スタンドとして使用する際には、設
置角度を三段階 (55 /60 /65 ) で
調整可能。視認しやすいポジション
で作業を行うことができます。

本体サイズ（幅

高さ

奥行 mm）

289 183 11mm（本体）

重量
付属品

オプション品（別売）

JAN
保証期間

289 183 11mm（本体）

295 190 15mm（カバー）

カバーサイズ

480g（本体）,690ｇ（カバー含む）
HDMI ケーブル 1.2ｍ 1
USB ケーブル
電源 AC アダプター（5V, 2A）
カバースタンド
ユーザーマニュアル

HDMI ケーブル 1.2ｍ 1
Mini-HDMI ケーブル 0.6ｍ 1
USB ケーブル
電源 AC アダプター（5V, 2A）
カバースタンド
三脚マウントキット
ユーザーマニュアル

VGA ケーブル
VGA ケーブル
Mini DisplayPort ケーブル
Mini DisplayPort ケーブル
Mini -HDMI to micro HDMI ケーブル（2.1ｍ）
Mini -HDMI to micro HDMI ケーブル（2.1ｍ）
Stand 4
Stand 4
三脚マウントキット

4718785840723

4718785840730

お買い上げから 1 年間

お客様相談室

テ ック ウ イ ン ド 株 式 会 社
〒113-0034

03-5812-6131
AM 9:30 〜12:00

東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル7F 【営業時間】PM 13:30 〜16:30（土日祝日を除く）

テックウインド

検索

http://www.tekwind.co.jp/

※このリーフレットの記載内容は 2015 年11 月 15 日現在のものです。製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。
※
「On-Lap」
「オンラップ」
は Gechic Corporation の登録商標です。

