
プロフェッショナルのためのモニタリングツール FW279S。
ヒストグラム、フォーカスアシスト、エンベデットオーディオ、偽色、ゼブラ露出、
比率マーカー、アナモフィックモード、ズームなど、さまざまな機能を備えています。
明るい屋外でも完璧にモニタリングできる高輝度モデルです。

薄型・軽量、高輝度オンカメラ 7”フィールドモニター

FW279S

FW279S の実用的でス
マートなデザインは、映
画制作者、写真家、そし
てビデオグラファーの要
求に応えたものです。 
あ ら ゆ る SDI ま た は
HDMI カメラでプロのモ
ニタリングを可能にしま
す。 また、スリムデザイ
ンで接続や設置、取り付
けも簡単です。

さまざまなビデオ入力信号の
品質を正確に評価する ITU 規
格と HD ビデオ Rec.709 規格
に準拠した高度な画像処理技
術をサポートしています。
これにより非常に自然で正確
な色再現が保証されます。

解 像 度 1920x1200（323ppi）、
プロのカラーキャリブレーション
を備えた 7 インチ 8 ビットの IPS
パネル。 美しく高い再現性によっ
て、イメージの創造性をかきたて
ます。
160°の広い視野角で、撮影クルー
全員でアクションを確認できます。

FEELWORLD はプロ仕様 Rec.709 
HD カラースタンダードを使用した
上で、工場でのプロ機器キャリブ
レーションと共にカラーキャリブ
レーション技術を使用します。それ
はモニターキャリブレーションを効
率的に達成し、撮影時には簡単で正
確な色再現を得ることができます。 

FW279S モニターはいわゆる「ゴールデンサイズ」の 7インチパネル。
しかも高い解像度はもちろん、従来のフィールドモニターの約 5 倍の輝度
2200nit により反射することなく屋外で撮影できます。 これは、ジンバル、ステ
ディカム、そしてディレクターのモニターにとって、サンフードの大きさや視野
といった制限を受けることなく、常に鮮明な画像を提供します。

高輝度2200nit で屋外撮影でも

2200nit 450nit

FW279S は 4K HDMI と 3G-SDI のデジタルインターフェースを搭載、ほとんど
の DSLR、プロ用ビデオカメラに接続できます。 HDMI 接続は最大 4K 30p まで、
SDI 接続は最大 3G までの互換性
を持ち、ほぼすべての信号をサポー
トします。 3.5mm ステレオヘッド
フォンジャックまたは内蔵スピー
カーを使ってオーディオをモニ
ターすることもできます。

ほぼすべてのカメラに対応

創造力をかきたてるイメージクオリティ

トゥルーカラー・プロフェッショナルキャリブレーション

充実な色再現性

シンプルで実用的なデザイン

Rec.709 カラースタンダードを使用

忠実な色再現

Rec.709

超高輝度 7インチ 高解像度

1920x1200

広い視野角 IN & OUT IN & OUT
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4K HDMI 3G-SDI

PRO 160˚
IPS

inch72200
nit



FW279Sモニター
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FW279S モニター本体 ×1
ミニ HDMI ケーブル ×1
ホットシューマウント ×1
F970 バッテリープレート ×1

モニター上部にレイアウトされたボタンにより直感的にさまざまなプログラムメ
ニューを操作することができます。
モニタは以前の設定値を自動的に保存し、次回電源を入れたときに元の設定を保
持します。 リセットする必要はなく便利で簡単です。

直感的なコントロールとメニュー

電源は、12V DCアダプター（別売）
と F970 バッテリープレート（標
準装備）を用意。 
安定した電力が家庭用コンセントか
ら得られる 12V の DC 入力、また
は屋外で使用可能なソニー F970
互換性がある充電式バッテリーで駆
動します。 
D28S / D54、LP-E6、U60 バ ッ
テリープレート（別売）もご用意。
ご注意：
※モニターの電源を切るときは、電源ボタン
を押す必要があります。電源ケーブルを直
接引き出すことはできません。

※FW279S は高輝度モニターなので、電源は、
12V / 2A、DC7～24V の出力で 18W 以
上の電源をご使用ください。

フレキシブルバッテリー

仕様

FW279S は、3G-SDI、4K HDMI 入力およびループア
ウトを備えているため、ライブ映像を表示するだけでな
く、同時に他のモニターに送信することもできます。 元
のビデオ品質を維持しながら、同時に複数のディスプレ
イにライブ画像を表示することができます。
さらにワイヤレス機器を使用することで、同時に他の撮
影クルーのモニターへワイヤレス送信も可能です。 ケー
ブルレスなら撮影が離れた場所からも確認できます。

3G-SDI および4K HDMI ループアウト

FW279S
7 インチ IPS パネル
1920x1200 pixels
0.07875 (H) x 0.07875 (W)mm
16:10
2200cd/m²
1200:1
LED
80°/ 80°（左右）、  80°/ 80°（上下）
3G-SDI
HDMI×1
3G-SDI
HDMI×1
DC出力×1
ステレオヘッドホン、スピーカー
480i/576i
720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
1080i(60/59.94/50)
1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
480i/576i/480p/576p
1080i (60/59.94/50)
720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz)
4096×2160p (24Hz)
DC7～24V
≦18W
-20℃～55℃
-30°C～65°C
1/4 "-20 ネジ穴（底）
F970（標準装備）
D28S / D54、LP-E6、U60（オプション）
180L×120H×25D（mm）
365g / 395g（F970 バッテリープレート付き）

型式
画面サイズ
解像度
ピクセルピッチ
アスペクト比
明るさ
コントラスト比
バックライト
視野角
入力ポート

出力ポート

オーディオ
SDI
対応フォーマト

HDMI 入力 /出力
対応フォーマト

入力電圧
消費電力
動作温度
保管温度
取り付け方法
バッテリープレート

ユニットサイズ
ユニット重量
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●このカタログは2019年7月現在のものです。
●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なく変更される場合があります。
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