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応しております。弊社では出張修理、修理期間中の代替機の貸し出し等は行っておりませんのであらかじ
めご了承ください。

お問い合わせ／廃棄（リサイクル）

安全上のご注意２．

１．

144Hz対応 23.6 ／ 27 型 曲面ゲーミング液晶ディスプレイ

https://www.princeton.co.jp/https://faq.princeton.co.jp/

https://www.princeton.co.jp/support/recycle.html

URL:https://www.princeton.co.jp/



https://www.princeton.co.jp/product/ptfgfa24c.html
https://www.princeton.co.jp/product/ptfgfa27c.html

(音声出力)

Φ 3.5 オーディオジャック

DisplayPort コネクター

DVI-D コネクター

電源コネクター

盗難防止ロック差し込み口

VESA アーム取り付け穴
(75mm × 75mm)

電源ラ
ンプ

ACアダプター （150cm）

液晶ディスプレイ本体と緩衝材を
右の図のように伏せた状態にします。

・液晶ディスプレイ本体の取り付けを行う場合、平らで十分なスペースのある机に置
いてから作業してください。
・液晶ディスプレイ本体を上から押さえないように注意してください。曲面パネルの
ため強い力が加わると割れる恐れがあります。

ACアダプターとACケーブルを接続します。

本体背面中央の隙間に、接続部品の金具
部分を差し込みます。
しっかりと奥まで差し込んでください。

台座に接続部品を差し込みます。

同梱品は次の通りです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合
は、販売店までご連絡ください。

製品の仕様や寸法図などは、Web製品ページをご覧ください。 実際の画像は、各モデルによって若干異なる場合があります。

・移動（OSDメニュー表示
時）

ロックは市販のものをご利用ください。

HDMI コネクター
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ACケーブル （150cm）

2° 10°

接続部品

・電源の入切（ボタン長押し）

・決定（設定値の変更を確定）
 ／実行

↑ ・キャンセル（OSDメニュー
表示時）
・OSDメニューの起動

←

電源入：点灯 スリープ：点滅
電源切：消灯

・音量調節（ダイレクトキー）

→

・移動（OSDメニュー表示
時）

↓
入力選択（ダイレクトキー）

台座を抑えて液晶ディスプレイ本体を
前後に動かし、お好みの角度に調整してください。
調整できる角度（チルト角）は
前方に約2度、後方に約10度です。

仕様・寸法３．

同梱品

各部の機能

４．

５．

本体の取り付け・設置方法６． 台座と接続部品の取り外し８．

台座

ユーザーズガイド  兼
製品保証書
（本紙）

接続方法７．
電源の接続

DVIケーブルは別途市販のものをご利用ください。

ACアダプターのコネクターを液晶ディスプレイへ接続します。❶

液晶ディスプレイ側コネクター

❷

HDMIケーブル（150cm）

DPケーブル（150cm）

❸ ACケーブルのコネクターをコンセントへ接続します。

接続したい機器に搭載されている映像出力端子へ、対応するケーブルを
使用して接続します。

❶

・作業を行う前に、液晶ディスプレイの電源をオフにし、ケーブルは全て取り外して
ください。
・液晶ディスプレイ本体は平らで十分なスペースのある机に置いてから作業してくだ
さい。
・液晶ディスプレイ本体を上から押さえないように注意してください。曲面パネルの
ため強い力が加わると割れる恐れがあります。

液晶ディスプレイ本体と緩衝材を
右の図のように伏せた状態にします。

台座裏面の2箇所のツメを押しながら、
台座を接続部品から引き抜きます。

リフレッシュレートの変更方法９．

デスクトップ画面で右クリックし、「ディスプレイ設定」をクリックします。

「ディスプレイ１のアダプタープロパティを表示します。」をクリックします。❸

❶
❷ 「ディスプレイの詳細設定」をクリックします。

❹ 「モニター」タブをクリックします。

❺ 「モニターの設定」枠内にある「画面のリフレッシュレート」のリストボック
スをクリックして、任意のリフレッシュレートを選択します。

以下はWindows 10環境の手順方法のみ掲載しています。ご使用のOSやグラフィックカードで
設定方法が異なる場合がありますので、ご利用機器の使用方法に応じて設定してください。

本製品は最大144Hzのリフレッシュレートに対応しており、60Hzに比べ滑らかな
画面表示が可能です。

お好みでΦ3.5mm オーディオジャックへスピーカーやヘッドホンを接続
します。

❷

入力選択をDVIにしている場合、音声出力はできません。
オーディオケーブルが必要な場合、別途市販のものをご利用ください。

目的別の設定方法１０．

https://www.princeton.co.jp/product/img/ptfgfa24c
/PTFGFA-24C_OSD_manual.pdf
https://www.princeton.co.jp/product/img/ptfgfa27c
/PTFGFA-27C_OSD_manual.pdf

詳しい操作方法や機能別の設定方法は、OSD操作マニュアルのPDFをご覧ください。

※ OSDメニュー：オンスクリーンディスプレイの略で、画面上に液晶ディスプレイの設定を表示す
る機能です。ジョイスティック↑でOSDメニューが起動します。

液晶ディスプレイの各種設定は、OSDメニュー（※）やダイレクトキーから行うこと
ができます。

※ モード設定はOSDメニューを起動していない状態でも、ダイレクトキー（ジョイスティック→）
から設定が可能です。

❹

VESAアームの取り付け１１．
本製品は VESA 規格 75mm × 75mmに準拠した市販の VESA アームを取り付け
ることができます。

困ったときは１２．

弊社ホームページ「よくあるご質問（FAQ）」ページ、液晶ディスプレイカテゴリー
で対処方法を掲載しておりますので、ご活用ください。

https://faq.princeton.co.jp/

・作業を行う前に、液晶ディスプレイの電源をオフにし、ケーブルは全て取り外して
ください。
・液晶ディスプレイ本体は平らで十分なスペースのある机に置いてから作業してくだ
さい。
・液晶ディスプレイ本体を上から押さえないように注意してください。曲面パネルの
ため強い力が加わると割れる恐れがあります。

上記以外の規格には対応しておりませんのでご注意ください。

ジョイスティック操作

端子など

ジョイスティックの矢印は正面から操作する際の方向
を示しています。

・モード設定（ダイレクト
キー）

ジョイスティ
ック中央ボ
タン

ジョイスティ
ック上

ジョイスティ
ック右

ジョイスティ
ック左

ジョイスティ
ック下

液晶ディスプレイ側コネクター PCやゲーム機

HDMI

DVI

DisplayPort

画像編集中

実際の画像は、各モデルによって若干異なる場合があります。

十分に固定されていない場合や、過度の重量や衝撃がかかる場合、転倒する恐れがあります。

液晶ディスプレイ本体から接続部品
を引き抜きます。

❸

DVIケーブルは別途市販のものをご利用く
ださい。

ジョイスティック中央ボタンを長押しして、液晶ディスプレイの電源を
オンにします。

❸

機器との接続

画面の明るさやコントラストを変更する

OSDメニューの「明るさ」、「コントラスト」、「モード設定」から調整が可能です。
「モード設定」はご利用シーン別に最適化された設定を選択できるため、
初めて調整される場合はこちらがお勧めです。

ジョイスティックの中央ボタンを押してOSDメニューを開きます。

「明るさ」、「コントラスト」、「モード設定」
のいずれかへ移動し、ジョイスティックの中央ボタンを押します。

お好みの設定値へ変更します。
「モード設定」の場合はジョイスティックの中央ボタンで確定します。

❸

❶

❷

オーバードライブ機能を有効または無効にする

中間色の応答速度を引き上げるオーバードライブ機能によって、スピード感あふれる
ゲームなどの映像をシャープに再現し、ストレスなく楽しむことが可能です。 

ジョイスティックの中央ボタンを押してOSDメニューを開きます。

ジョイスティックの←→を操作して「その他」へ移動し、
ジョイスティックの中央ボタンを押します。

ジョイスティックの←→を操作して「OD」へ移動し、
ジョイスティックの中央ボタンを押します。

❸

❶
❷

ジョイスティックの←→を操作して「ON」または「OFF」へ移動し、
ジョイスティックの中央ボタンを押すと設定が確定されます。

※ FreeSyncに対応するグラフィックボードまたはAPUが必要です。詳細はAMDのWebサイト
（https://www.amd.com/ja/technologies/free-sync）をご確認ください。

AMD FreeSync™テクノロジーを有効または無効にする

AMD FreeSync™テクノロジーを有効にすると、ゲームプレイ時の同期ズレによる
画像の乱れ（ティアリング）やカクツキ（スタッタリング）の発生を低減させるこ
とが出来ます。 

ジョイスティックの中央ボタンを押してOSDメニューを開きます。

ジョイスティックの←→を操作して「その他」へ移動し、
ジョイスティックの中央ボタンを押します。

ジョイスティックの←→を操作して「FreeSync」へ移動し、
ジョイスティックの中央ボタンを押します。

ジョイスティックの←→を操作して「ON」または「OFF」へ移動し、
ジョイスティックの中央ボタンを押すと設定が確定されます。

❹

❸

❶

❷

❶ 本紙「８．台座と接続部品の取り外し」に従って、台座と接続部品を取り外し
ます。

❷ ご使用アームの取り付け方に従って、液晶ディスプレイ本体にVESAアームを
取り付けます。
VESAマウント用アダプターのネジ穴に、VESAアームの取り付け穴を合わ
せて、しっかりと固定してください。

※ 入力選択をHDMIにしている場合、OSDメニューからFreeSyncを無効にすることはできません。

複数の機器を接続して、映像信号を切り替える

本製品はDVIケーブル、HDMIケーブル 、DisplayPortケーブルを使用して最大３台
の機器と接続できます。映像表示を別の機器へ切り替える場合、ダイレクトキーで
操作が可能です。

OSDメニューの「入力選択」からも切り替えが行えます。

OSDメニューを起動していない状態で、ジョイスティック↓を押します。

ジョイスティック←→ボタンで切り替えしたい映像信号名へ移動します。

ジョイスティック中央ボタンを押すと、選択した映像に切り替わります。
画面右上に切り替え後の映像信号名が表示されます。

❸

❶

❷

複数映像の同時表示は行えません。


