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モニター
小型7インチ液晶モニター 15インチ　スクエア型液晶モニター

WTW-L7 WTW-L154
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特徴 特徴

仕様 仕様

寸法図 寸法図
（単位:mm） （単位:mm）

RR GG BB RR GG BB

商品名 WTW-L7
画面サイズ 7インチ TFT

映像入力 端子 2入力 RCAJ

音声入力 端子 2入力 RCAJ

電源入力 端子 2.1 ΦDCJ

出力 端子 無

ミラー機能 有

連続使用時間 ー

動作温度 0℃～40℃

対応アーム（VESA規格） ー

外形寸法 172（W）×25（D）×115（H）mm

重量 約300g ※本体のみ

電源 DC12V  約288mA

消費電力 約3.5W

商品名 WTW-L154
画面サイズ 15インチTFT

最大表示面積 380.1mm　対角

最大表示解像度 1024×768　＠60/70/75

画素ピッチ 0.297（H）×0.297（V）mm最大表示色

最大表示色 1620万相当

標準視野角度 上下12°、左右140°

コントラスト比 700：1

映像入力端子 映像×1（BNC）．アナログRGB（Mini D-Sub15）端子

映像出力端子 映像×1（BNC）

音声入出力端子 音声入力×2（左右　RCAJ）・PC-音声入力×1

明るさ（中央） 350cd/㎡

動作温度 0℃～50℃

対応アーム（VESA規格） 対応可能（100mmピッチ）

外形寸法 339.9（W）×344.5（H）×53.5（D）mm

重量 4.1kg

電源 DC12V　5A　

消費電力 30W

 •小型7インチ液晶モニター

 •映像・音声対応

 •ミラー機能・上下反転機能搭載

 •専用のリモコン付属

 •バックカメラ用モニターとしても御利用可能

 •※バックカメラ自体は付属しておりません

 •電源アダプター付属

 •アナログ（コンポジット）入力対応

 •15インチ液晶モニター

 •白色LEDバックライトを搭載

 •スクエアー型（4：3）です

 •ステレオスピーカー（1W+1W）を内蔵

 • VESA規格対応モデル

生産国：台湾

生産国：中国
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モニター
19インチ スクエア型液晶モニター

GH-AAG193SDLB

402.1

48.9 100

411.2 183.4

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

RR GG BB

商品名 GH-AAG193SDLB
画面サイズ 19型TFT / ノングレア

最大表示面積 376.32mm×301.06mm（H×V）

最大表示解像度 1280×1024（SXGA）

画素ピッチ 0.294mm（H）×0.294mm（V）

最大表示色 1677万色相当（擬似フルカラー）

標準視野角度 上下160°、左右170°

コントラスト比 1000:1（DCR機能オン時: 5,000,000:1）※1

映像入力 端子 アナログRGB（Mini D-Sub15）端子×1  デジタルTMDS（DVI-D）端子×1

パワーマネージメント VESA DPMS互換

プラグ＆プレイ機能 VESA DDC2B

水平周波数 アナログ信号入力時: 30-83（kHz）  デジタル信号入力時: 30-83（kHz）

垂直周波数 アナログ信号入力時: 56-75（Hz）  デジタル信号入力時: 56-75（Hz）

対応アーム（VESA規格） 対応可能（100mmピッチ）

外形寸法 411.2（W）×183.4（D）×402.1（H）mm

重量 約2.9kg（本体のみ）

電源 AC100V（電源内蔵） 50 / 60Hz

消費電力 最大30W（省電力モード時：1W以下）

 •19インチ液晶モニター

 •白色LEDバックライトを搭載、最大30Wの低消費電力

 •スクエア型（4:3）です

 •ダイナミックコントラスト5,000,000：1の高画質

 •ステレオスピーカー（2W+2W）を内蔵

 •上下160°左右170°の広視野角

 • VESA規格対応モデル

 •D-Sub15pin入力

 •DVI-D入力搭載

他社製
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21.5インチ液晶モニター
PC・DVR用21.5インチワイド液晶モニター

GH-LCW22B-BK

390

506.6

177.8

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •ブルーライトカット　最大76％

 •21.5インチワイド液晶ディスプレイ

 •HDMI入力対応の液晶ディスプレイ

 •アームの取付けが可能なVESA規格

 •アスペクト比固定拡大機能搭載

 •環境に優しい、ECOモード搭載

 •国際規格「sRGB」に対応 

RR GG BB

商品名 GH-LCW22B-BK
画面サイズ 21.5型 Wide TFT

最大表示面積 476.6（W）×268.1（H）mm

最大表示解像度 1920×1080 （フルHD）

画素ピッチ 0.248（H）mm×0.248（V）mm

最大表示色 1677万色相当（疑似フルカラー）

標準視野角度 上下 178°  左右 178°

コントラスト比 1000:1（DCE機能on時5,000,000:1）

最大輝度 250cd/m²

応答速度 14ms

水平周波数 アナログ信号入力時: 30-82（kHz）  デジタル信号入力時: 30-82（kHz）

垂直周波数 アナログ信号入力時: 55-76（Hz）  デジタル信号入力時: 55-76（Hz）

入力信号 アナログRGB （Mini D-sub15）  デジタルTMDS （DVI-D）HDMI端子

パワーマネージメント VESA DPM互換

プラグ＆プレイ機能 VESA DDC2B

画面コントロール OSD

スピーカー ステレオスピーカー2基（1.0W+1.0W）搭載

消費電力 最大25W（省電力モード時：0.5W以下）

重量 3.2kg（本体のみ）

外形寸法 506.6（W）×177.8（D）×390.0（H）mm

チルト角 上: 20°　下: 0°

電源 AC100V（電源内蔵）

他社製
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液晶モニター壁面取付用マウント
薄型タイプのVESAマウントブラケット 角度調整可能なVESAマウントブラケット

WTW-BR02B/BR3B WTW-BR4B/BR5T

123.5
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WTW-BR4B WTW-BR5T

特徴 特徴

仕様 仕様

寸法図 寸法図
（単位:mm） （単位:mm）

商品名 WTW-BR02B WTW-BR3B
材質 鉄

設置場所 壁面

マウント本体
固定角度

無
上下65～90度　左右30～150度
※設置するモニター・環境により異なります

取付け方式 スライド式
壁面にベースをビス固定し、スライド
部をモニターに取付けて脱着

VESA規格 100mm・75mm両方に対応 75×75/100×100/200×100 に対応

耐重量 8kg ※10～26インチの液晶モニターに対応

外形寸法 142.5（W）×15（D）×123.5（H）mm 118（W）×72（D）×128（H）mm

重量 約435g 約435.5g

商品名 WTW-BR4B WTW-BR5T
材質 鉄

設置場所 壁面 天井面　※吊下げ

マウント本体
固定角度

上下75～90度 上下0～90度

※左右の角度は調整できません 左右10～170度

 ※設置するモニター・環境により異なります

取付け方式 ビスで固定

VESA規格 75×75/100×100/200×100 に対応 75×75/100×100 mmに対応

耐重量 25kg 15kg  ※10～26インチの液晶モニターに対応

外形寸法 216（W）× 53（D）×120.5（H）mm 122（W）×122（D）× 517（H）mm

重量 約867g 約1.148kg

 •液晶モニター壁面取付用マウント

 •スライド式で簡単にモニターを脱着可能

 •モニター側と壁面にマウントを取付けて

 •スライド脱着させるタイプで

 •WTW-BR02B: 薄型タイプのVESAマウントブラケット

 •WTW-BR3B: 角度調整可能なVESAマウントブラケット

 •液晶モニター壁面取付用マウント

 •角度調整可能なVESAマウントブラケット

 •WTW-BR4B： 薄型壁面ブラケット

 •WTW-BR5T： 天井吊下げ式VESAブラケット

生産国：中国 生産国：中国



※形状及び仕様が変更される場合があります : www.wtw.jp   52

WTW-BR6B WTW-BR7B
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液晶モニター壁面取付用マウント
薄型タイプのVESAマウントブラケット 角度調整可能なVESAマウントブラケット

WTW-BR6B/BR7B WTW-BR8B

特徴 特徴

仕様 仕様

寸法図 寸法図
（単位:mm） （単位:mm）

商品名 WTW-BR6B WTW-BR7B
材質 アルミニウム合金

設置場所 壁面

マウント本体
固定角度

上下120度 左右180度 回転360
度 ※設置するモニター・環境により
異なります

上下40度 左右180度 
※設置するモニター・環境により異
なります

取付け方式 ビスで固定

VESA規格 100mm・75mm両方に対応

耐重量 15kg ※14～24インチモニターに対応 6.8kg ※10～22インチモニターに対応

外形寸法 158（W）×126（D）×118（H）mm 142（W）×173（D）×137（H）mm

重量 約630g 約409g

商品名 WTW-BR8B
材質 アルミニウム合金

設置場所 壁面

マウント本体
固定角度

下120度 左右 180度 回転360度 
※設置するモニター・環境により異なります

取付け方式 ビスで固定

VESA規格 100mm・75mm両方に対応

耐重量 15kg ※10～26インチモニターに対応

外形寸法 193（W）×279（D）×118（H）mm

重量 約900g

 •液晶モニター壁面取付用マウント

 •スライド式で簡単にモニターを脱着可能

 •モニター側と壁面にマウントを取付けて

 •スライド脱着させるタイプで

 •液晶モニター壁面取付用マウント

 •角度調整可能なVESAマウントブラケット

生産国：中国

生産国：中国


