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4K対応 7型ワイド液晶モニター

TLM-700UHD TLM-700UHD は、7 インチのフル HD 1920 x 1200 解像度の

画面を備え、入力と出力で最大 DCI4K および UltraHD 信号を

サポートします。170°の広い視野角によりクリアで使いやすい

製品となっています。

本製品はフォーカスアシスト、擬色フィルター、ヒストグラム、

ピーキング、ズーム、スクリーンマーカー、画像反転、ゼブラなど

便利なモニター機能を備えています。また、内蔵スピーカーと

ヘッドフォンジャックによりオーディオモニタリングが

可能です。

付属の電源アダプターまたはバッテリープレートからモニターの

電源を供給することもできます。付属のシューマウント

アダプターを取り付けることでモニターをカメラに取り付ける

ことができます。また、背面の VESA75 穴を使用して他の

マウントに取り付けることもできます。
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4K 50/60P の優れた解像度
より互換性があり、高い画像品質を誇ります。写真の
細部を忠実に復元します。

折りたたみ式軽量フード
光遮断フードにより、太陽の下でも簡単に画面を見る
ことが出来ます。フードの内側には反射防止布材で
仕立てており、光の干渉を抑えます。より良い視聴体験が
可能です。

速度と正確さを両立した
ピーキングアシストフォーカス
被写体の被写界深度を簡単に判断できれば、手動フォー
カスがより正確になります。そこで本製品は赤 / 緑 / 青の
ピーキングアウトラインを表示し、ユーザーが瞬時に
正確なフォーカスを持っているかどうかの判断を楽に
します。この機能によってより理想的な映像の撮影が
可能です。さらにプレビュー撮影、記録、再生でリアル
タイム操作することができます。 

プロフェッショナル向けの強力な互換性
デジタル一眼レフ、マイクロ単眼カメラ、ビデオカメラ
など幅広いアプリケーションと互換性があります。

IPS の高画質
より明るく、よりエキサイティングかつシャープで、
これまで以上に優れた画質です。TLM-700UHD は、フル
HD IPS 液晶ディスプレイで色を完璧に再現し、170°の
広視野角で素晴らしい画像を見逃すことはありません。

擬色表示機能
擬色画面を使うことにより、画像明度の観察および
計算をし、カメラの露出パラメータを設定や調整の
必要性を簡単に判断できます。

マルチディスプレイにより
デバイスの同時確認をサポート
4K HDMI 信号入出力をサポートします。また、HDMI
ループスルー出力機能は、他のデバイスに信号を同時
出力することで、マルチディスプレイデバイスでの画像
共有を可能にします。

色温度調整
6500K / 7500K / 9300K / ユーザーカスタマイズと
幅広く調整可能です。

デュアル電源モードによりどこでも使用可能
アダプター式の電源かバッテリー式の電源を選択でき
ます。

単色表示
白黒、赤、緑、青の 4 つの単色表示モードにより、色の
識別と補正が容易です。

簡単操作でショートカットキーをカスタム
F1 機能でのショートカットキーの設定
ショートカット設定メニュー機能の簡単操作で以下の
ようなさまざまな F1 ショートカット機能を使用
可能です。

センターマーカー、アスペクトマーカー、チェック
フィールド、アンダースキャン、スキャンモード、アスペ
クト、カメラ ( デジタル一眼レフ )、フリーズ、ピーキン
グ、擬色、露出、ヒストグラム、オーディオ テーブル

画面反転機能
垂直および水平またはその両方の画面反転は、三脚、
アーム、ケージと互換性があります。複数の角度からの
表示に便利です。
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画面表示比率
スクリーン比率 /16:9 / 1.85:1 / 2.35:1 / 4: 3 / 3:2
異なるディスプレイ画面スケールの効果を確認でき
ます。

スケールマーク 16:9 / 1.85:1 / 2.35:1 / 4: 3 / 3:2/ 9:16

スケールマーク付きの各種セーフティボックス
撮影後の画面トリミング効果を表示し、撮影スケール
表示もサポートします。
セーフティマーク 95% / 93% / 90% / 88% / 85% / 80%

ズーム倍率機能
倍率 1.5X / 2X / 3X / 4X
撮影画像の表示倍率をリアルタイムで調整できます。

1 電源ボタン
2 ユーザーファンクションキー
3 EXITキー
4 方向選択キー(左)/ボリュームダウンキー
5 方向選択キー(右)/ボリュームアップキー
6 設定メニューキー/画面調整項目切替キー

7 ヘッドフォン端子(ステレオ)
8 ミニUSB端子(サービス専用)
9 HDMI出力端子(アクティブスルーOUT)
10 HDMI入力端子
11 バッテリーマウント
12 ホットシューマウント
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製品インターフェイス / ボタン
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型番 TLM-700UHD
4K 対応 7 型ワイド液晶モニター
7 インチ LCD
Camera Mount 
1920 x 1200 ピクセル
170°(H) / 170°(V)
450cd/ ㎡・1000︓1
HDMI  （2.0) x1 系統 （HDCP 2.2/1.4）
HDMI （2.0) x1 系統
＜HDMI 信号＞
4096x2160 (23.98p/24p/25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p)
3840x2160 (23.98p/24p/25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p)
2048x1080 (50p/59.94p/60p)
1920×1080(23.98p/24p/25p/29.97p/30p/50p/59.94/60p/50i/59.94i/60i)
1280×720 (23.98p/24p/25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p)
720×576 (50i/50p)
720×480 (59.94i/60i/59.94p/60p)
Full/16:9/1.85:1/2.35:1/4:3/3:2 
Off/16:9/1.85:1/2.35:1/4:3/3:2/9:16 
Off/95%/93%/90%/88%/85%/80% 
埋め込みオーディオ（48KHz サンプリング 2ch） 
アナログステレオヘッドホンジャック （3.5ｍｍ） x１系統
Speaker x 1 (2W / Mono)
チェックフィールド、アンダースキャン、スキャンモード、アスペクト、カメラ
( デジタル一眼レフ )、フリーズ、ピーキング、擬色、露出、ヒストグラム、pxiel
単位でのズーム
W182×H124×D20.5(mm) 突起物含む / 約 0.3kg
0°C ～ 40°C
DC 12V, 12W 

製品名
サイズ
外観
解像度
画角
輝度 / コントラスト比
ビデオ入力
ビデオ出力

サポートされている
フォーマット

アスペクト比
ガイド / 画面ファインダー
セーフティマーク

音声入力 / 出力

特別機能

寸法 / 重量
動作環境温度
電源
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