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商標について

著作権についてのご注意

Acerは世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェ
クター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking
barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、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。 
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安全に関するご注意 正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル（弊社ホームページよりダウンロード）」をお読みください。水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用は
しないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

0570-01-6868ナビダイヤル

011-330-2816IP電話の方はこちらへ

製品のご購入日から3年間（パネル・バックライトユニットは1年保証）は、製品を弊社修理センター
までお送りいただければ、無償※にて修理を承ります。
※ただし、消耗品、災害、お客様の過失による破損等は除きます。詳しい保証規定は保証書をご覧ください。

10:00～19:00

ドライバとマニュアル

よくあるお問い合わせ（FAQ）やキーワード検索など、お客様の問題解決に役立つ豊富なサポートメニューをご用意。
メール/チャットでのお問い合わせ、修理受付・状況確認などもサポートページ内から行えます。

日本エイサーホームページ上部の「サポート」を
クリックまたは acerjapan.comへアクセス。

検索

重要なお知らせ メール

製品保証

チャット

＊番号をよくお確かめのうえ、おかけください。＊通話料はお客様のご負担となります。

受付時間（年中無休）

電気用品
安全法

VCCI
classB

■ 大切な目も快適に

フリッカーレス・テクノロジー ブルーライトシールド

■ 心地よいサウンドを

■ インテリアに合わせて

■ スタイリッシュなデザイン

■ つなげて便利に

フリッカーレスフリッカー現象 シールドなし シールドあり

型番

液晶パネル方式
表示領域
最大解像度
画素ピッチ
表示色
色再現性
可視角度
輝度
コントラスト比（最大）

応答速度
入力
周波数
入力信号
入力端子

音声入力端子

スピーカー
その他接続端子
表示
アスペクト

プラグ&プレイ

環境条件

通常（※弊社実測値）

本体寸法（幅×高さ×奥行）

最大

高さ調整機能
ピボット機能

ケンジントン・ロック（盗難防止用）

本体重量

各種適合
規格等

電源入力
消費電力

JANコード
パネルサイズ

水平
垂直

固定拡大モード
フルモード

1:1モード

K242HYLHbmix
4515777593632
23.8インチ ワイド
VA、非光沢
527×296 ㎜

KB272Abmiix
4515777606851
27インチ ワイド
VA、非光沢
598×336 ㎜

1920×1080　フルHD 16:9※1

30-85kHz（ミニD-Sub 15ピン/HDMI）

0.275 ㎜0.311 ㎜
約1670万色

250cd/㎡（白色LED）

48-75Hz（ミニD-Sub 15ピン/HDMI）
32-83kHz（ミニD-Sub 15ピン/HDMI）
48-75Hz（ミニD-Sub 15ピン/HDMI）※1

デジタル、アナログ
HDMI 1.4×1、

ミニD-Sub 15ピン×1
3.5 ㎜ステレオミニジャック

ヘッドホン端子 搭載
2W+2W ステレオスピーカー

非搭載
対応

非対応

本体色 ブラック
チルト角 上 20°/下 5°
スイベル（左右首振り）機能 非対応

非対応
VESAマウント（壁掛け） 100×100 ㎜対応

搭載
約 540.3×400.2×207.9 ㎜

保証期間 3年（パネル・バックライトユニットは1年）

付属品

約 3.29 kg

対応
非対応

VESA DDC2B（DDC/CI対応）

20W
34W

スタンバイ/オフモード 0.5W/0.4W
使用温度
使用湿度

0～40℃
20～80％（結露のないこと）

グリーン購入法 非対応
RoHS指令 対応
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

スタンドあり
約 2.98 kg

32-83 kHz（ミニD-Sub 15ピン/HDMI）
48-75Hz（ミニD-Sub 15ピン/HDMI）

HDMI 1.4×2
ミニD-Sub 15ピン×1

3.5 ㎜ステレオミニジャック

上 15°/下 5°

約 614.7×457.1×200 ㎜
約 4.4 kg

26W
42W

0.5W/0.3W

約 3.5 kgスタンドなし

PSE（電気用品安全法） 対応
CCC 対応
その他

内蔵（100-240V、 50/60Hz）

100,000,000:1（ACM）
コントラスト比（通常） 3,000:1

1ms（VRB）※2※3

NTSC比 72%
水平178°/垂直178°

KA222QBbmiix
4515777617635
21.5インチ ワイド
VA、非光沢
479×260 ㎜

0.249×0.241 ㎜

HDMI 1.4×2、
ミニD-Sub 15ピン×1

3.5 ㎜ステレオミニジャック

上 15°/下 5°

約 492.2×380.0×192.0 ㎜

HDMIケーブル（1.5m）、電源ケーブル（1.5m）、オーディオケーブル（1.5m）、ユーザーガイド、
台座、支柱、保証書、修理依頼書

約 2.80 kg

21W
30W

0.5W/0.3W

約 2.42 kg

MPRII、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE

ＨＤＭＩ ミニＤ-Ｓｕｂ15ピン

VESA
100×100㎜
対応


	KA222QBbmiix_P01_0901
	KA222QBbmiix_P02_0901

