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スタイリッシュで多彩に使える、
スタンダードモニター。

水平178°/垂直178°の広視野角
IPSパネルを搭載。

非光沢パネルで映り込みも少なく、
大人数での視聴も快適です。

斜めからも
見やすく

フルHD（1920×1080）パネルを搭載。
コントラスト比も高く、

細部まで鮮明でリアルな映像を
映し出します。

美しく鮮明な
映像を

AMD FreeSync™
テクノロジーを搭載。

アクションの激しい映像やゲームを
ストレスなく楽しめます。

遅延なく
滑らかに表示

IPS
パネル
搭載

2020.2 KA272bmix / KA242Ybmix / HA220QAbi
スタンダードモニター

画面上部はわずか 6.6mmと
驚きの薄型設計。

スリムで美しく
HA220QAbi 21.5型

1ms の高速応答で、
ゲームも快適に楽しめます。

動きに強く滑らか
27型KA272bmix 23.8型KA242Ybmix

薄さ
6.6mm

〈側面〉 



0570-01-6868ナビダイヤル

エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心！
日本エイサーカスタマーサービスセンター

＊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。
011-330-2816
IP電話の方はこちらへ

9:00～19:00
受付時間（年中無休）

保証サービス（1年間）
製品のご購入日から1年間は、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。

疑問・質問を「エイサーサポートWeb」で解決！

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

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。

ＨＤＭＩ

目の疲れや不快感、頭
痛などの症状を引き起
こす要因となるフリッ
カー現象を抑制します。

すぐにつなげて便利
HDMIケーブル（1.5m）を標準搭載。PCや外部機器、ゲームなど
をすぐに接続して使い始めることができます。

フリッカーレス・テクノロジー

フリッカーレスフリッカー現象

眼精疲労の要因となる
ブルーライトの透過率
を80-50％まで4段階で
調節できます。

ブルーライトシールド

シールドなし シールドあり

BlueLightShield™

電気用品
安全法

VCCI
classB

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.co.jpをご覧ください。

Acerについて

公式ソーシャルメディア
日本エイサー公式Facebookページ
https://www.facebook.com/AcerJapan

日本エイサー公式 Twitterアカウント
https://twitter.com/AcerJapan

ぜひお気に入りに
登録してください！

日本エイサー公式 Instagramアカウント
https://www.instagram.com/acer_japan/

最新の製品情報やリリース情報をお届けします！

〒160-0023  東京都新宿区西新宿6-24-1 
西新宿三井ビルディング18F 

acerjapan.com日本エイサー株式会社

●© 2020 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ●その他、記載されてい
るシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。
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壁面にも設置可能
VESAマウント（100×100mm）に対応。※

スタンドを外して壁掛けやアームに取り付けることが可能です。
※対応機種：KA272bmix、KA242Ybmix

心地よいサウンドを
2W+2Wのスピーカーを搭載。※

外部スピーカーに接続すること
なく、家族や友人と一緒に映像を
堪能できます。

HDMI端子搭載で便利に
PCやゲーム機に接続するHDMI端子、
ミニD-Sub15ピン端子を搭載。多彩
な機器を思いのままに楽しめます。

最適な画面角度に
上15°/下5°で角度調整が可能。置き場
所や目線に合わせて、見やすい角度で
お使いいただけます。

スタイリッシュなデザイン

大切な目に優しく

※対応機種：KA272bmix、KA242Ybmix

2W+2Wスピーカー

VESAマウント
（100×100mm）

※ 眼精疲労・頭痛・不快感などの症状を改善するための機能ではありません。

フレームを極限まで薄くした
「 ゼロ・フレーム」デ ザイン。
マルチディスプレイでも境目
が気にならず、よりダイナミック
な映像環境を構築できます。

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
電源入力

消費電力

環境条件

通常（※弊社実測値）

各種適合
規格等

高さ調整機能
ピボット機能

ケンジントン・ロックスロット（盗難防止用）
本体寸法（幅×高さ×奥行）
本体重量
（台座含む）

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

ヘッドホン端子

本体色
チルト角
スイベル（左右首振り）機能

VESAマウント（壁掛け）

保証期間

付属品

最大

スタンバイ/オフモード
使用温度
使用湿度
グリーン購入法
RoHS指令
J-Mossグリーンマーク
国際エネルギースタープログラム
PCリサイクル
PSE（電気用品安全法）

スタンドあり
スタンドなし

その他

コントラスト比（通常）

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

0.31W/0.25W

KA242Ybmix
4515777564182
23.8型ワイド

527×296 ㎜

0.2745 ㎜

540×414×192 ㎜
3.7 ㎏

14.9W
28W

3.28 ㎏

IPS、非光沢

フルHD（1920x1080）16:9

1670万色

250cd/㎡（白色LED）

48-75Hz
デジタル、アナログ 

HDMI 1.4、ミニD-Sub 15ピン
非搭載
非搭載
非搭載
非搭載
対応
対応
非対応

VESA DDC2B（DDC/CI対応）

機能なし

ブラック
上 15°／下 5°
機能なし

機能なし
非対応
搭載

HDMIケーブル（1.5m）、
アナログケーブル

（ミニD-sub15ピン、1.5m）、
ACケーブル（1.5m）、

ACアダプター、クイックガイド、
台座、保証書、修理依頼書

ACアダプター
(25W、100-240V、50/60Hz)

0.45W / 0.4W
0～40℃

20～85％（結露のないこと）
非対応
対応
対応
非対応
対応

HA220QAbi
4515777564168
21.5型ワイド

476 x 268 ㎜

0.248 ㎜

54-85kHz

498×384×186 ㎜
2.5 ㎏

22W
24W

2.0 ㎏

対応

100,000,000：1(ACM)
1,000：1
4 ms（GTG）

NTSC比 72%
水平178°/垂直178°

IPS、非光沢

フルHD（1920x1080）16:9

1670万色

250cd/㎡（白色LED）

48-75Hz
デジタル、アナログ

HDMI 1.4、ミニD-Sub 15ピン
3.5mmステレオミニジャック

搭載
2W+2W ステレオスピーカー

非搭載
対応
対応
非対応

VESA DDC2B（DDC/CI対応）

機能なし

ブラック
上 15°／ 下 5°
機能なし

機能なし
100×100 ㎜対応

搭載

3年（パネル・バックライトユニットは1年） 3年（パネル・バックライトユニットは1年）

内蔵(100-240V、50/60Hz)

0.50W/0.45W
0～40℃

20～85％（結露のないこと）
非対応
対応
対応
非対応
対応

KA272bmix
4515777564199
27型ワイド

598×336 ㎜

0.3114 ㎜

30-85kHz

622×459×200 ㎜
4.52 ㎏

16W
28W

4.1 ㎏

対応

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

100,000,000：1(ACM)
1,000：1
1 ms （VRB）

NTSC比 72%
水平178°/垂直178°
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