
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。

お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

取 扱 説 明 書

1942-41
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安全のために

接続するときは電源を切る
ACアダプターおよびHDMI端子を接続するときは、本品
やPlayStationⓇ4本体の電源を切り、電源コードをコンセント
から抜いてください。感電の原因となることがあります。

ACアダプターのケーブルを巻きつけない
断線の原因となることがあります。

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

お手入れの際は、電源を切ってACアダプターを抜く
電源をつけたままお手入れをすると、感電の原因となることが
あります。

本品やACアダプターを布や布団などでおおった
状態にしない
熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。

移動させるときは、ACアダプターを抜く
接続したまま移動させるとACアダプターが傷つき、火災や感電
の原因となったり、接続している機器が落ちたり、倒れたりして
けがの原因となることがあります。また、本品を落とさないように
ご注意ください。

分解や修理、改造は絶対にしない
故障や火災、感電の原因となります。

ぬれた手でプラグにさわらない
ぬれた手でプラグの抜き差しをすると、感電の原因となることが
あります。

ケーブルを傷つけない
ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因となります。
・ ケーブルを机や壁などの間にはさみ込んだりしない。
・ ケーブルを加工したり、傷つけたりしない。
・ 重いものをのせたり、傷つけたりしない。
・ 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
・ ケーブルを外すときは、必ずプラグを持って抜く。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない
上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。

ACアダプターを接続するときは、本書に記載されている
ACアダプターを使わないと、火災や感電の原因となることが
あります。

指定のACアダプター以外は使用しない

落雷のおそれがあるときは本品を使用しない
落雷により、感電することがあります。雷が予測されるときは、
火災や感電、製品の故障を防ぐために電源を切り、接続されている
ケーブルを抜いてください。また、雷が鳴り出したら、本品には
触らないでください。

HDMI端子周辺を長時間さわらない
HDMI端子周辺は温度が高くなります。
皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。

本品は日本国内専用です。
交流100Vでお使いください。海外などで異なる電圧で使うと、
火災や感電の原因となることがあります。
海外で使用する場合の動作保証はいたしません。
ACアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しな
いでください。発熱や故障の原因となります。

下記の注意事項を守らないと、火災・感電
などにより死亡や大けがの原因となります。

警告
下記の注意事項を守らないと、けがをしたり
周辺の物品に損害を与えたりすることが
あります。

警告
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使用に適さない場所について
次のような場所で本品を使用すると故障の原因となることが
あります。
・ 炎天下や窓をしめきった自動車内など、異常な高温になる場所。
・ 振動する場所や不安定な場所。
・ ほこり、湿気の多い場所。
・ 風通しが悪い場所。
・ 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近く。

本来の目的以外には使用しない
本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切
その責任を負いません。

本品のお手入れ
本品の電源を切り、ACアダプターを取りはずしてからお手入れ
をしてください。お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用して
ください。ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

廃棄
本品を廃棄する際は、各自治体の条例に従ってください。

液晶画面のお手入れ
液晶画面は、特殊な表面処理がされていますので、なるべく表面
に触れないようにしてください。汚れを落とすときは、必ず乾いた
柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、
息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で
軽く拭いたあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
化学ぞうきんや市販のOAクリーナー、ベンジン、アセトン、
アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使用しな
いでください。

液晶画面について
液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の
一部にごくわずかな画素欠けや常時点灯する画素がある場合が
あります。（液晶画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない
画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です。）
また、見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見え
る場合があります。これらは、液晶画面の構造によるもので、故障
ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめ
ご了承ください。
・ 液晶画面にものをのせたり、落としたりしないでください。
  また、手やひじをついて体重をかけないでください。
・ 液晶画面をカッターや鋭利な刃物で傷つけないでください。

本品をお使いになる際の重要なお知らせです。
必ずお読みください。

使用上のご注意端子はきちんと接続する
接続端子の内部に金属片を入れないでください。ピンとピンが
ショート（短絡）して、火災の原因となることがあります。
端子はまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込む
とピンとピンがショートして、火災の原因となることがあります。

長時間使用しないときはACアダプターを抜く
長時間使用しないときは、安全のためACアダプターを
コンセントから抜いてください。

液晶画面に衝撃を与えない
重いものをのせたり、落としたりしないでください。
液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの
原因となることがあります。

液晶パネルの裏側を強く押さない
液晶画面が割れて、故障やけがの原因となることがあります。

本品に強い衝撃を与えない
重い物を載せる、落とす、本品の上に乗るなど、無理な力が
加わると、けがや故障の原因となることがあります。

本品に物を載せない
けがや故障の原因となることがあります。

幼児の手の届かないところに置く
ケーブルを首に巻きつけたり、口に入れたりすると、事故やけが、
故障の原因となります。

液晶画面を長時間継続して見ない
液晶画面を長時間見続けると、目が疲れたり、視力が低下する
おそれがあります。液晶画面を見続けて体の一部に不快感や痛み
を感じたときは、すぐに本品の使用をやめて休息してください。
万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を
受けてください。また、部屋を明るくして使用してください。

大音量で長時間聞きすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、
聴力に悪い影響を与えることがあります。
特にヘッドホンで聞くときはご注意ください。
呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。

直射日光のあたる場所や熱器具の近くに
設置・保管しない
内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

下記の注意事項を守らないと、健康を害する
おそれがあります。

警告

注意事項
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内容物

□ モニター本体　…　1台

□ 本体保護カバー　…　1個

□ ACアダプター　…　1個

□ 取扱説明書　…　1部（本書）

□ HDMIケーブル　…　1本

※本HDMIケーブルはHDR非対応です。あらかじめご了承ください。

※ご購入時ははじめからモニター本体に取り付けられています。

①

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

①
②
③
④
⑤
⑥

ステレオスピーカー
入力切替ボタン
音量(ー)ボタン（設定画面操作中は「上または左」）
音量(＋)ボタン（設定画面操作中は「下または右」）
ENTERボタン（設定画面操作中は「決定」）
MENUボタン（設定画面操作中は「戻る」）

電源ボタン

HDMI端子１
HDMI端子2
ヘッドホン端子１
ヘッドホン端子2

②

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①

      DC IN 12V端子

6

各部の説明

本体保護カバーの外し方

②①
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接続方法

ケーブルを接続する ボタンの使い方

画面の見方

アイコンの説明 

電源を入れる

電源を消す

映像が映らないときは
接続しているHDMI入力に切り替わっているかご確認ください。（入力切替ボタンを押して切り替えます）
映像が映らないときは、PlayStationⓇ4本体の電源を一度切ってから、PlayStationⓇ4本体の電源を入れ直してください。
詳しくはPlayStationⓇ4本体の取扱説明書をご覧ください。

③
②

PlayStationⓇ4のHDMI OUT端子へ

コンセントへ④

①

MENUボタンを押すと設定画面が表示されます。
設定画面表示中の操作は以下のボタンを使用します。

上または左入力

明るさの設定 色温度・RGB値の設定

言語と画面の設定

スリープと初期化の設定

情報サウンドの設定

メニュー

選択中の項目の説明が表示されます。

下または右入力

本品の電源ボタンを押したあと、PlayStationⓇ4の電源を入れます。

本品の電源ボタンを3秒間押すと電源が切れます。

設定画面の見方

Brightness setting

Brightness mode Default

Brightness 50

50Contrast

Contrast can be adjusted between 0-100.

ーボタン ＋ボタン
決定

ENTERボタン
戻る

MENUボタン

3秒

※お買い上げ時、設定画面の言語は英語となっています。
ご使用になる際はメニューから [言語と画面の設定]を選択し、Languageの中から日本語を選択してお使いください。

映像が出力されていない場合、MENUボタンを押しても設定画面が表示されません。
設定画面を表示させる場合は映像を出力した状態で操作してください。

8
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主な仕様

対応機種：PlayStationⓇ4

サイズ
表示面積（横×縦）
最大表示解像度
表面処理
表示色
コントラスト
リフレッシュレート
視野角
応答速度
液晶パネル駆動方式
映像入力
音声出力

電源
消費電力
外形寸法（幅×奥行×高さ）
質量
音量・明るさ調整機能付き

15.6インチ（16：9）
345mm×194mm
1366×768
ノングレア
262144
400：1
60Hz
左右90°／上下50°
8ｍs（GTG5ms）
TN方式
HDMI端子入力×2
ステレオスピーカー内蔵
ヘッドホン端子×2
付属のACアダプターより供給　DC 12V/1.5A
最大18W
（約）388mm×240mm×14.5mm
（約）1.2kg

モニター

ケーブル
ケーブル長 （HDMIケーブル）
ケーブル長 （ACアダプター）

（約）0.5m
（約）1.5m
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保証書・保証規定

●お客様へ　この保証書は大切に保管し、お買い上げ、ご到着後直ちに、お名前、ご住所、電話番号を明確にご記入ください。

保証書： 保証規定については本面記載の「保証規定」をご覧ください

●ご販売店様へ　お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入の上、お客様へお渡しください。
販売店：(記入のない場合には保証対象となりません)(WEB販売の場合、記入の必要はありません)

型番：PS4-087品名：

お名前： TEL：

保証期間：１年お買い上げ日
(ご到着日) 20　　　年　　　月　　　日

ご住所：

Portable Gaming Monitor for PlayStationⓇ４

保証規定：
【保証に関して】
   同梱の「Portable Gaming Monitor for PlayStationⓇ４」に関して、お買い上げ日から1年以内に故障した場合には、
　弊社にて無償で修理いたします。万一故障が発生した場合は、弊社にご相談ください。
　※保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
　※保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
　※保証期間内でも、下記1.～9.の場合は有償修理となります。
　　1.保証書のご提示が無い場合。
　　2.保証書にお買い上げ日、販売店名が記載されていない場合、または納品書（領収書）のご提示がない場合、または字句を書き換えられた場合。
　　3.商品の取り扱い説明に表示された注意事項に反した誤用、乱用及び取扱不注意による故障。
　　4.火災、地震、風水害、事故、災害などによる故障及び破損。
　　5.改造、不当な修理及び異常電圧に起因する事故。
　　6.お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び破損。
　　7.接続している他の機器に起因する故障。
　　8.弊社所定の最低限度のご使用条件を満たさない環境でご使用になられた結果の損傷。
　　9.譲渡・転売・中古販売・オークションなどにより入手された場合。

【修理をお断りさせていただく場合】
　以下の場合は有償・無償問わず、修理をお断りさせていただきます。
　・ 分解または改造された場合　　・ 海外でご購入された商品　　・ 海外でのご使用が原因で損傷した商品　　・ 他社の商品
　・ 弊社にて修理に必要な保守部品在庫がなくなっている場合

【発送に関して】
　修理依頼品の発送は以下の手順で発送願います。
　＜ご購入から3ヶ月以内の場合＞   修理依頼品をお送りする場合は、外箱に入れて適切に梱包の上、運賃着払いで弊社へお送りください。
　＜ご購入から3ヶ月を過ぎた場合＞ 修理依頼品をお送りする場合は、外箱に入れて適切に梱包の上、運賃元払いで弊社へお送りください。
　※輸送中の事故、紛失につきましては保証できませんのでご了承願います。

注意事項
＜店頭販売の場合＞  ● 保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。お買い上げ日、販売店名が記入されていることをご確認ください。
　　　　　　　　　　　記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
＜WEB販売の場合＞● 保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。ご到着後、必ずご記入ください。
                   　　　    ● ご到着日はWEB販売店から商品が届けられた日で、それ以外の所から入手した日ではありません。
● 保証書は上記の保証規定にもとづき無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
● 保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げ販売店または、弊社にご相談ください。

● イラストと本品は多少異なる場合があります。
● 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
● HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
● “PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
● “　 ”および“ 　     ”は株式会社ホリの登録商標です。


