
本製品は、一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置
です。本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、
本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、
受信障害を引き起こすことがあります。
ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。

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

安全上のご注意２．
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Windowsハードウェア互換性プログラムに合格し、Windows10・11
と高い互換性が認定された製品です。

※ 本製品は、24時間の連続使用を前提とした設計ではありません。部品の寿命を縮める原因となりますので
    24時間の連続使用は避けてください。 



HDMI

https://www.princeton.co.jp/product/gaming/upad24w.html

https://www.princeton.co.jp/product/gaming/upad27w.html

製品の仕様や寸法図などは、下記プリンストン公式Webサイト内、
UP-AD24WまたはUP-AD27Wのページからご覧ください。

仕様・寸法３．

USBハブの使用方法１０．
本製品はUSB 3.2 Gen1 2ポートの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。

困ったときは１４．

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/

液晶ディスプレイ本体のパネル面を下にして、緩衝材や柔らかい毛布などに
伏せた状態で寝かせます。

・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。

スタンド台座（以下、台座）に接続部品を差し込み、裏面のネジを時計回り
に回して締めます。

❶

❷

本体の取り付け・設置方法６．

各部の機能５．

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。

UP-XXXX

同梱品４．

スタンド台座 ユーザーズガイド  兼
製品保証書
（本紙）

DisplayPortケーブル（1.5m）

USB Type-A to Type-B
ケーブル（1.5m）

HDMIケーブル（1.5m）

❶

❷

PCのUSB 3.2 Gen1 (Type-A)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。

液晶ディスプレイ側面のUSBポート2つ
はUSB 3.2 Gen1対応のUSBハブとし
て機能します。

PCと接続

USB 3.2 Gen1

USB 3.2 Gen1

台座を押さえて液晶ディスプレイ本体を前後に
動かし、お好みの角度へ調整してください。
調整できる角度（チルト角）は後方に約25度、
前方に約5度です。

液晶ディスプレイ本体の側面を両手で持
ちながら左右に動かし、お好みの位置へ
調整してください。調整できる角度（ス
イベル角）は約60度です。

液晶ディスプレイ本体の上部と下部を両
手で持ちながら上下に移動させ、お好み
の位置へ調整してください。調整できる
高さは約120mmです。

液晶ディスプレイ本体の側面を両手で持
ちながら、画面が縦になるまで時計回り
に回転させてください。
台座に液晶ディスプレイ本体の角が
当たってしまう場合は、
チルトを後方へ調整したり、高さを
一番上にしてから回転を行ってください。

画面の位置や角度の調整方法７．

※ 画面の向きがあっていない場合は操作がしづらい
ため、
「11. 表示画面の回転方法」に記載の設定をした後に
本体を回転させることをお勧めします。

※ 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、
ゲーム機器等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。

※ 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。

チルト調整

スイベル調整

高さ調整

縦回転調整

25°5°

60°

90° 90°

120mm

❶ 

❶ 

ボタン
・ キャンセル（OSDメニュー表示時）
・ OSDメニューの起動

ボタン操作

端子など

❷ 

❷ 

ボタン
・ 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）

❸ 

❸ 

ボタン
・ 移動（OSDメニュー表示時）
・ オーディオ調整（ダイレクトキー）

❹ 

❹ 

ボタン
・ 決定（設定値の変更を確定）／実行
・ 入力選択（ダイレクトキー）

❻ 
❻ 

ボタン
・ 電源の入切

※ ロックは市販のものをご利用ください。

※ VESAアームをご使用の場合は、「１3．
VESAアームの取り付け」をご覧ください。

VESAアーム取り付け穴
(100mm × 100mm)

❽ ❽ USBハブ（ダウンストリーム）

❼

❼

ケーブルホルダー
USBアップストリームポート
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HDMI2コネクター
電源コネクター
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HDMI1コネクター13
DisplayPortコネクター14
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Φ 3.5mm オーディオジャック（出力）

17

❾❾

盗難防止ロック差し込み口

❺ 

❺ 
電源ランプ
・ 電源入：青色点灯
・ スリープ：橙色点灯
・ 電源切：消灯

ACケーブル （1.8m）

接続方法８．

電源の接続

電源ケーブルのコネクター（メス）を液晶ディスプレイへ接続します。❶
❷ 電源ケーブルのコネクター（オス）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

外部スピーカーを利用する際は、Φ3.5mm オーディオジャック(出力)へ
オーディオケーブルを使用して出力機器と接続します。

❷

     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

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。
・電源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。

2
1

液晶ディスプレイ本体背面

DisplayPort

HDMI

液晶ディスプレイ本体背面

スピーカーなど

PCなどの映像出力機器

台座の取り外し９．

・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。

❶

❷

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。

取り付け・設置方法と逆の手順で液晶ディスプレイ本体から台座
を取り外します。

VESAアームの取り付け１３．
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。
取り付け穴は支柱によって使用されているため、先に支柱の取り外しが必要です。

・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。
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。
詳しい取り付け方法はご使用アームの取り付け方をご確認ください。

❶ 本紙「９．台座の取り外し」に従って、台座を取り外します。

プラスドライバーを使用して支柱のネジ4本を取り外します。

❹

❷

支柱を取り外します。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。
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。

表示画面の回転方法１２．
液晶ディスプレイ本体を回転させたい場合は、先にOS側の設定で画面の向きを変更
しておきます。

❶ デスクトップを右クリックして、「ディスプレイ設定」を開きます。

❷ 「画面の向き」のドロップダウンリストから「縦」や「横」を選択します。

リフレッシュレートの変更方法１１．
本製品は最大165Hz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。

❶ 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。

❷ 「ディスプレイの詳細設定」をクリックします。

❸ 「リフレッシュレート」のドロップダウンリストから任意の数値を選択します。
設置・接続後の画面（OSD）の操作方法は、上記Web製品ページ下部に掲載されて
いる、OSD操作マニュアルのPDFをご覧ください。


