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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．

24.5型、27型 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/

電子機器から発せられた電磁妨害波がもたらす電波妨害や障害を自主的に
規制する、―般財団法人VCCI協会によって設けられた技術基準に適合した
製品であることを表します。

EUにて2015年6月4日に公布された(EU)2015/863 改正RoHS指令(RoHS2)
に準拠し、規制された下記の10物質の含有を制限した製品です。

鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル（PBB）
・ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）・フタル酸ジ-2-エチルへキシル（DEHP）
・フタル酸ブチルベンジル（BBP）・フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）
・フタル酸ジイソブチル（DIBP）

資源有効利用促進法の政省令によって含有状況の表示が義務付けられた
6物質が、制限基準値以下の含有率である製品であることを示すマークです。
詳細は下記ページをご参照ください。
https://www.princeton.co.jp/support/jmoss.html

本製品は Microsoft Windows 10で高い信頼性および動作を行う製品
だけに与えられる Compatible with Windows 10 ロゴを取得しています。



OSDメニューを起動していない状態で、    ボタンを押します。

         ボタンを操作してお好みの設定値を選択し、    ボタンを押して
確定します。

     ボタンを押してOSDメニューを開きます。

         ボタンを操作して「ディスプレイ設定」を選択し、    ボタンを押します。

         ボタンを操作して「アンビエントライト」を選択し、    ボタンを押します。

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。

https://www.princeton.co.jp/product/ptfglb25w.html

https://www.princeton.co.jp/product/ptfglb27w.html 液晶ディスプレイ本体（以下、本体）を緩衝材や柔らかい毛布などに伏せた
状態で寝かせ、仮置きします。

本体背面中央の隙間に、スタンド支柱（以下、支柱）
の金具部分上部を差し込みます。

・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。

支柱のプッシュボタンを上側に押し込みながら、
支柱の金具部分下部を本体に差し込みます。

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。
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ACケーブル （1.5m）

15°

80mm

-5°

スタンド支柱

スタンドカバー

ACアダプター（1.3m）

支柱のプッシュボタンを下側に押し込むと、
本体と支柱の接続がロックされます。

❺ スタンド台座（脚）2本を支柱に付属のネジ4本
でネジ止めします。

❻ スタンドカバーをスタンド下部に取り付けます。

❼ 台座を抑えて液晶ディスプレイ本体を
前後・上下に動かし、角度を調整してください。
調整できる角度（チルト角）は
前方に約5度、後方に約15度、
上下の可動範囲は約80mm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．

台座とスタンド支柱の取り外し８．

スタンド台座（脚） 2本 スタンド台座（脚）用
取り付けネジ

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

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

❾❽ 10 11 12 13 14

15

❷

HDMIケーブル（1.5m）

DisplayPortケーブル（1.5m）

USBケーブル
(タイプAオス - タイプBオス)（1.5m）

ACアダプターとACケーブルを接続します。

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緩衝材や柔らかい毛布などに伏せた状態で寝かせます。

スタンド台座（脚）のネジ4本を
取り外します。

USBハブの使用方法９．

PCのUSB3.0ポートと液晶ディスプレイ背面
のUSBアップストリームポートを付属のUSB
ケーブルで接続します。

❶

❷ 液晶ディスプレイ背面のUSBポート2つは
USB3.0として機能します。

プッシュボタンが押し込めない場合、本体と支柱が
しっかり合わさっていない可能性があります。
支柱の金具部分が本体に差し込まれていることをご
確認ください。

取り外し難い場合は、ヘラなどを隙間に
差し込みながら外してください。

本製品はUSB3.0 2ポートUSBハブ機能を内蔵しています。
PCからアップストリームポートにUSB接続することで2つのダウンストリームポートを
USBハブとして使用することが出来ます。

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
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。

2本目以降のHDMIケーブルは、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/ptfglb25w
/PTFGLB-25W_OSD_manual.pdf

https://www.princeton.co.jp/product/img/ptfglb27w
/PTFGLB-27W_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。    ボタンで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えます。

VESAアームの取り付け１１．
本製品は VESA 規格 100mm × 100mm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。

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。

取り付ける際のネジはVESAアームに付属している
ネジをご使用ください。

液晶ディスプレイ側コネクター

PCと接続

PCやゲーム機

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。
VESAアームの形状によっては、ネジ穴近くの段差に干渉して取り付けできない可能性があります。

スタンドカバーを取り外します。

❸

スタンドのプッシュボタンを下側に押しつつ、
支柱を本体から取り外します。

❹

     ボタンを押して、液晶ディスプレイの電源をオンにします。❸

スピーカーなど

PCやゲーム機

HDMI

DisplayPort

イラストはイメージです。

プロジェクションロゴを点灯する

液晶ディスプレイの各種設定

複数の機器を接続して、映像信号を切り替える

本製品は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」からも切り替えが可能です。（スリープ時以外）

        ボタンを操作して表示させたい映像端子名へ移動し、
      ボタンを押します。

映像が表示されます。❸

❶

❷

複数映像の同時表示（PBP/PIP機能）は行えません。

❶ 本紙「８．台座とスタンド支柱の取り外し」に従って、台座とスタンド支柱を
取り外します。

❷ 液晶ディスプレイ本体のネジ4本をプラス
ドライバーを使用して取り外します。

❸ 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。
液晶ディスプレイ本体のネジ穴に、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。

     ボタンを押すと、スタンド下にプロジェクションロゴが点灯します。

アンビエントライトを点灯する

アンビエントライトは背面モールドのLEDライティングを楽しめる機能です。

❶

❷

❸
❹

HDMI

機器との接続

・必ずアース線を接続してからコンセントへ接続してください。
・ACケーブルをコンセントから抜くときは、最後にアース線を外してください。❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❻

❼

❶            ボタン  ・ プロジェクションロゴのオン／オフ
❷            ボタン  ・ 決定（設定値の変更を確定）／実行
    ・ OSDメニューの起動
❸            ボタン  ・ 下移動（OSDメニュー表示時）
    ・ プリセットモード（ダイレクトキー）
❹            ボタン  ・ 上移動（OSDメニュー表示時）
    ・ プリセットモード（ダイレクトキー）
❺            ボタン  ・ キャンセル／戻る
    ・ 入力切替（ダイレクトキー）
❻ 電源ランプ  ・ 電源入： 点灯
    ・ スリープ： 点滅
       ・ 電源切： 消灯
❼            ボタン  ・ 電源のオン／オフ 
❽ 電源コネクター
❾ USB3.0 アップストリーム（PC接続）
10 USB3.0 ダウンストリーム
11 HDMI 1
12 HDMI 2
13 DisplayPort
14 Φ 3.5mm オーディオジャック（出力）
15  盗難防止ロック差し込み口 ※ロックは市販のものをご利用ください。

USB3.0

液晶ディスプレイ側コネクター


