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著作権
© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD。無断複写・転載を禁じます。
このマニュアルに記載されている商標は、それぞれの所有者に合法的に登録されて
います。

免責事項
このマニュアルの情報は著作権法によって保護されており、 GIGABYTEの所有物です。
このマニュアルの仕様や機能に対する変更は、 GIGABYTEによって予告なしに行わ
れることがあります。
GIGABYTEの書面による許可を前もって得ることなく、このマニュアルの
一部または全部を複製、コピー、翻訳、送信、出版することを禁じます。
• このモニターの使用を手助けするために、ユーザーガイドを注意深く読んでく
ださい。

• 詳細については、当社のWebサイトをご覧ください： 
      https://www.gigabyte.com

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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安全に関する注意事項
ディスプレイを使用する前に次の安全に関する注意事項をお読みください。
• ディスプレイに付属するアクセサリ、または、メーカーが推奨するアクセ
サリのみを使用してください。

• お子様の手の届かないところに、製品のプラスチック包装袋を保管
してください。

• ディスプレイをコンセントに接続する前に、電源ケーブルの電圧定格がお
住まいの国の電源仕様と互換性があることを確認してください。

• 電源コードのプラグを適切に配線・接地された電源コンセントに接続し
てください。

• 濡れた手でプラグに触れないようにしてください。これを順守しな
いと、容易に感電が発生します。

• ディスプレイを安定した十分に換気された場所に配置してください。
• ディスプレイを電気ラジエーターまたは直射日光などの熱源の近くに
配置しないようにしてください。

• ディスプレイの穴または開口部は換気用です。換気穴を物で覆った
り、塞いだりしないようにしてください。

• ディスプレイを水、飲み物、または、すべての種類の液体の近くで使
用しないようにしてください。これを順守しないと、感電またはディ
スプレイの損傷が発生する可能性があります。

• 清掃する前に、必ず、ディスプレイのプラグをコンセントから抜いて
ください。

• 画面の表面は傷つきやすいので、硬い物または鋭い物で表面に触れな
いようにしてください。

• 画面を拭く場合は、ティッシュの代わりに、糸くずの出ない布を使用し
てください。必要に応じて、ガラスクリーナーを使用して、ディスプレ
イを清掃することができます。ただし、クリーナーを直接画面に吹きか
けないようにしてください。

• ディスプレイを長期間使用しない場合は、電源ケーブルのプラグを抜い
てください。

• ディスプレイを分解したり、自分自身で修理しようとしないでください。 
接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。また、 
接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り難してから行って下
さい。
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はじめに
開梱
1. 梱包箱の上部カバーを開けます。次に、内側カバーに貼られている開梱説
明書に従ってください。箱の向きが正しいことを確認して、安定した表面の
上に箱を慎重に置きます。

2. 内側カバーを開けます。EPSフォームアセンブリを（開口部から）つかみ、箱から
引き出します。
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3. 上部の EPSフォームからアイテムを取り出します。  

4. 上部の EPSフォームを取り除きます。その後、下部の EPSフォームからスタン
ドを取り外すことができます。
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パッケージ内容
以下のものが梱包箱に同梱されています。不足しているものがある場合は、最寄りの
代理店にお問い合わせください。

モニター モニターベース 電源ケーブル

HDMIケーブル

USBケーブルスタンド DPケーブル

多言語
設置
ガイド

保証書

クイックスタートガイド 保証書

注：モニターの将来の輸送のために梱包箱と梱包材を保管してください。



LCDモニターユーザーマニュアル

- 15 -

製品の概要
正面図

1

2

1 電源 LED 2 コントロールボタン
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背面図

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

1 53 4 6 72

1   AC入力ジャック
2   ケンジントンロック
3   HDMIポート（x2） 
4   DisplayPort

5  ヘッドホンジャック
6  USB 3.0ポート（x2）
7  USBアップストリームポート
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入門
スタンドベースの取り付け
1. スタンドの下にあるスタンドとスタンドベースを合わせます。次に、ベースをスタン
ドに取り付けます。ネジを締めてモニターベースを所定の位置に固定します。

注：ネジを締めるためにコインまたは小型のマイナスドライバーを使うことができます。
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2. 組み立てたスタンドとベースを直立位置まで持ち上げ、テーブルの上に置きます。
次に、安全プレートがそのスロットから自動的に外れるようにスタンドプレート
を下げます。 

3. 画面を下に向けて、モニターをパッケージクッションまたは平らな面に置きます。
EPEバッグを引き裂き、スタンドをモニターの背面に取り付けます。その後、ス
タンドアームを持って、モニターを下部の EPSフォームから取り出します。モニ
ターを慎重に持ち上げます。テーブルの上に垂直に置きます。 
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モニターを持ち上げる
スタンドアームを持ってモニターを箱から�します。モニターを�重に持ち上げ、
��して、平らな場�にスタンドに�てます。 フォームラップをモニターから�
り�します。

注：モニターの運搬が必要になる可能性がある場合は、将来使用するために箱と梱包を保管
することを検討してください。取り付けられたフォームパッキンは、輸送中にモニターを保護す
るのに理想的です。
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視野角を調整する
注：調整を行うときに画面が倒れないようにモニターベースを持ちます。

傾斜角を調整する
希望の視野角（-5°から 20°）まで画面を前後に傾けます。

5°
20°
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画面の向きを変える
画面を最も高い位置 （130mm）まで上げます。

130 mm

注：高さ調整を行う前に、スタンドから安全プレートを取り外したことを確認してください。
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壁面取り付けブラケットの取り付け（オプション）
製造元が推奨する100 x 100 mmの壁取り付けキットのみを使用してく
ださい。
1. モニターを画面を下にして平らな場所に置きます。
注：モニターの損傷を防ぐため、テーブルの表面は柔らかい布で覆うことをお勧め
します。

2. ロッククリップを内側に押して、スタンドをモニターから取り外します。

3. フックを外すためにスタンドを少し引き下げます。次にスタンドを取り
外します。



LCDモニターユーザーマニュアル

- 23 -

4. 取り付けブラケットをモニター背面の取り付け穴に取り付けます。次
に、ネジを使ってブラケットを所定の位置に固定します。

100 mm

100 mm

注：モニターを壁に取り付けるには、壁掛け用ブラケットキットに含まれている設置ガ
イドを参照してください。
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接続する

11

42

3

5

キーボード

マウスとUSBディスク
ドライブ

コンピュータ

コンピュータ

ヘッドホン

電源コンセント

USB 3.0PDHDMI-1      HDMI-2

6

1  電源ケーブル 
2  HDMIケーブル
3  DisplayPortケーブル
4  ヘッドホンケーブル

5  USBケーブル
6  USB（Aオス - Bオス）ケーブル
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デバイスの使い方
電源を入れる /切る
AC電源入力ジャックの横にある電源スイッチがオンになっていることを確認してく
ださい。
電源を入れる
1. 電源ケーブルの一方の端をモニターの背面にあるAC入力ジャックに接続し
ます。

2. 電源ケーブルのもう一方の端を電源コンセントに接続します。
3. Control（コントロール）ボタンを押してモニターの電源を入れます。電源 LED
が白く点灯し、モニターの使用準備が整ったことを示します。

電源を切る
Control（コントロール）ボタンを 2秒間押してモニターをオフにします。
注：Main（メイン）メニューが画面に表示されたら、Control（コントロール）ボタンを下 
（ ）に動かしてモニターをオフにすることもできます。28ページを参照してください。
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ユーザーの快適性に関する推奨事項
以下は、ディスプレイを快適に見るためのいくつかのヒントです。
• ディスプレイの最適な視距離は、約 510 mm～ 760 mm （20インチ～ 30イ
ンチ）の範囲です。

• 一般的なガイドラインは、画面の上部が快適に座ったときの目の高さと同じ
か若干下になるようにディスプレイを配置することです。

• 実施する作業の種類に応じて、十分な照明を使用してください。
• 30分当たり少なくとも 10分間程度の定期的かつ頻繁に休憩をとってください。
• 定期的にディスプレイの画面から目を離し、休憩中に少なくとも 20秒間は遠く
物体に焦点を合わせてください。

• 眼のエクササイズが、眼精疲労の低減に役立ちます。次のエクササイズを頻
繁に行ってください： 
(1) 上下に視点を移動します。 
(2) ゆっくり眼を回します。 
(3) 視線を斜めに動かします。
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 入力ソースを選択する

1. コントロールボタンを右に移動させ 
（ ）入力メニューに入ります。

2. コントロールボタンを中央に移動させ 
（ ）希望の入力ソースを選択します。 
次に、コントロールボタンを押して、 
確認します。

選択 出る

入力

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2
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操作
クイックメニュー
ホットキー
デフォルトで、コントロールボタンには、特定のファンクションが割り当てられています。
注：プリセットホットキーを変更する場合は、「クイック切替」のセクション（36ページ）を参照
してください。

ホットキーのファンクションにアクセスするには、以下を行ってください：
• コントロールボタンを上に移動させ（ ）Black Equalizerメニューに入ります。
コントロールボタンを上 /下に移動 
させ（ ）設定を調整し、 
コントロールボタンを押して、 
確認します。

調整 出る

Black Equalizer

10
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• コントロールボタンを下に移動させ（ ）画像モードメニューに入ります。
コントロールボタンを中央に移動させ 
（ ） 希望のオプションを選択し、 
コントロールボタンを押して、確認 
します。

• コントロールボタンを左に移動させ（ ）音量 メニューに入ります。
 コントロールボタンを上 /下に移動 
させ（ ） ヘッドホンの音量レベルを 
調整し、コントロールボタンを押して、 
確認します。

• コントロールボタンを右に移動させ（ ）、入力メニューに入ります。「入力ソ
ースを選択する」のセクションを参照してください。

注：メニューを閉じるには、コントロールボタンを左に移動させます（ ）。

選択 出る

画像モード

スタンダード

FPS

RTS/RPG

映画

リーダー

調整 出る

音量

50
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ファンクションキーガイド
• コントロールボタンを押して、メインメニューを表示します。

出る

設定

電源を切る

ゲームアシストダッシュボード

ゲームアシスト

電源を切る

設定

ダッシュボード

出る

次に、コントロールボタンを使用して、希望の機能を選択し、関連する設定
を構成します。

ダッシュボード
メインメニューが画面上に表示されたら、コントロールボタンを左に移動させ（ ）、
ダッシュボードメニューに入ります。

選択 出る

ダッシュボード

ファンクション

ダッシュボード
位置

オン

オフ

CPU温度

CPU周波数

CPUファン速度

CPUファン速度

CPU使用率

GPU温度

GPU周波数

• ファンクション：ファンクションを有効 /無効にします。有効にすると、画面
に表示する希望のオプションを選択できます。

• ダッシュボード位置：画面上に表示するダッシュボード情報の位置を指
定します。
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ダッシュボード構成が完了すると、USBポートを通して、データをSOCに
転送し、画面上に選択されたファンクションの値を表示します。

AORUSマウスDPI

CPU温度
CPU周波数
CPUファン速度
CPU使用率 
GPU温度
GPU周波数
GPUファン速度
GPU使用率

注：USBケーブルがモニターの USBアップストリームポートとコンピュータの USBポート
に適切に接続されていることを確認します。
注：「OSD Sidekick」ソフトウェアにインストールと実行が必要です。

ゲームアシスト
• メインメニューが画面上に表示されたら、コントロールボタンを右に移動させ（ ）、
ゲームアシストメニューに入ります。

選択 出る

ゲームアシスト

GAME情報

ディスプレイ
調整

ゲームタイマー

照準線

ゲーム回数カウンター

リフレッシュレート

オフ

カウントアップ

カウントダウン

情報位置



LCDモニターユーザーマニュアル

- 32 -

• GAME情報：FPS（ファーストパーソンシューティング）ゲーム関連の設定
を構成します。
√ ゲームタイマーを選択し、カウントダウンモードを選択します。このファ
ンクションを無効にするには、設定をオフにします。

√ ゲーム回数カウンターまたはリフレッシュレートを選択し、ゲーム回数カウンタ
ーまたはリアルタイムリフレッシュレート設定を有効 /無効にします。

√ 情報位置を選択し、画面上に表示する情報の位置を指定します。

60

05:00

0
60

• 照準線 : ゲーミング環境に適合する希望の照準線タイプを選択します。こ
れにより、照準合わせがより容易になります。

• ディスプレイ調整：このファンクションが有効であるとき、画面の 4辺に調整ライ
ンが表示され、複数のモニターを完璧に並べるための便利なツールが提供され
ます。



LCDモニターユーザーマニュアル

- 33 -

デバイス設定を構成する
メインメニューが画面上に表示されたら、コントロールボタンを上に移動させ（ ）、
設定メニューに入ります。
注：コントロールボタンを使用して、メニューを移動して、調整を行います。

出る

移動/調整

入る/確認

ボタンガイド
ゲーミング
ゲーム関連の設定を構成します。

出る

移動/調整

入る/確認

画像モード スタンダード

解像度 Black Equalizer 照準安定器 オーバードライブ リフレッシュレート FreeSync
1920x1080 10 オフ バランス 60 HZ オン  

ゲーミング

画像

ディスプレイ

システム

言語

全リセット

照準安定器

Black Equalizer

超解像度

ディスプレイ・モード

オーバードライブ

FreeSync設定保存

10
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項目 説明
照準安定器 このファンクションを有効にすると、動きの速いゲームでモーション

ブラーが軽減されます。
注：このファンクションは、以下の条件では使用できません：
- 周波数設定が 100Hzより低いとき。
- FreeSyncファンクションが有効になっているとき。

Black 
Equalizer

黒色領域の輝度を調整します。

超解像度 低解像度の画像をシャープにします。

ディスプレイ・モ
ード

画面のアスペクト比を選択します。
• フル：入力画像を画面いっぱいに拡大します。16：9のアスペ
クト比画像に最適です。

• アスペクト比：幾何学的歪みなしで、できるだけ画面いっぱい
に入力画像を表示します。

注：このオプションは、FreeSyncおよび PIP/PBP機能と互換性がありま
せん。

オーバードライ
ブ

LCDモニターの応答時間を改善します。

FreeSync この FreeSyncを有効にすると、ゲームのプレイ中に画面のラグや
テアリングがなくなります。
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画像
画像に関する設定を行ってください。

出る

移動/調整

入る/確認

画像モード スタンダード

輝度 コントラスト シャープネス ガンマ 色温度
85 50 5 オフ 通常

ゲーミング

画像

ディスプレイ

システム

言語

全リセット

設定保存

85

輝度

コントラスト

彩度

シャープネス

ガンマ

色温度

ブルーライト低減

FPS

スタンダード

RTS/RPG

映画

リーダー

sRGB

カスタム 1

解像度
1920x1080

項目 説明
スタンダード  文書の編集またはWebサイトの閲覧用です。

FPS FPS（ファーストパーソンシューティング）ゲームをプレイするため
のものです。

RTS/RPG RTS（リアルタイム戦略）または RPG（ロールプレイングゲーム）
ゲームをプレイするためのものです。 

映画 映画を視聴するためのものです。

リーダー 文書を表示するためのものです。

sRGB コンピュータで写真やグラフィックを表示するためのものです。

カスタム 1 カスタマイズされた画像設定です。

カスタム 2 カスタマイズされた画像設定です。

カスタム 3 カスタマイズされた画像設定です。

注：画像モード「スタンダード」、ブルーライト低減「レベル 10」は、TUVブルーライト低減認証
に準拠して最適化された設定です。
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ディスプレイ
ディスプレイ画面関連の設定を構成します。

出る

移動/調整

入る/確認

画像モード スタンダード

輝度 コントラスト シャープネス ガンマ 色温度
85 50 5 オフ 通常

ゲーミング

画像

ディスプレイ

システム

言語

全リセット

設定保存

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

HDMI RGB PCレンジ

入力

オーバースキャン

解像度
1920x1080

項目 説明
入力 入力ソースを選択します。

HDMI RGB 
PCレンジ

適切な RGB範囲設定を選択するか、モニターに自動的に検
出させます。
注：このオプションは HDMI入力でのみ利用可能です。

オーバースキ
ャン

このファンクションを有効にすると、入力画像をわずかに拡大し
て画像の最も外側の端を隠します。
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システム
システム関連の設定を構成します。

出る

移動/調整

入る/確認

画像モード スタンダード

輝度 コントラスト シャープネス ガンマ 色温度
85 50 5 オフ 通常

ゲーミング

画像

ディスプレイ

システム

言語

全リセット

設定保存

音量

ミュートOSD設定

音源

クイック切替

その他設定

解像度
1920x1080

項目 説明
音源 ヘッドホン設定を構成します。

• 音量：音量レベルを調整します。
• ミュート：ミュートファンクションを有効 /無効にします。

OSD設定 オンスクリーンディスプレイ（OSD）メニュー関連の設定を構成します。
• 表示時間：OSDメニューが画面に表示される時間を設定
します。

• OSD透明度：OSDメニューの透明度を調整します。

OSD設定
（続き）

• OSDロック：このファンクションが有効になっていると、OSD
調整はできません。
注：OSDロックファンクションを無効にするには、コントロールキーを
押します。メッセージが画面に表示されたら、はいを押して、確認します。

ボタンがロックされています
OSDのロック解除する

 

 

いいえ はい
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項目 説明

クイック切替 ホットキーのファンクションを割り当てます。
利用可能なオプション：照準安定器、Black Equalizer、ブルー
ライト低減、 音量、入力、コントラスト、輝度および画像モー
ド。
ホットキーのデフォルト設定は、以下の通りです：
上（ ）：Black Equalizer   
下（ ）：画像モード 
右（ ）：入力
左（ ）：音量

その他設定 • 解像度通知：このファンクションが有効になっていると、モ
ニターが別の入力ソースに切り替わったときに現在の解像度
メッセージが画面に表示されます。

• 入力自動切換：このファンクションを有効にすると、利用
可能な入力ソースに自動的に切り替わります。

• 自動電源オフ：このファンクションが有効になっている
と、モニターは一定時間後に自動的にオフになります。

その他設定
（続き）

• DisplayPort Ver.： DisplayPortのバージョンを1.1、1.2に設
定します。
注：
• グラフィックカードでサポートされているDisplayPortのバ
ージョンに基づいてこのオプションを設定してください。
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言語

出る

移動/調整

入る/確認

画像モード スタンダード

輝度 コントラスト シャープネス ガンマ 色温度
85 50 5 オフ 通常

ゲーミング

画像

ディスプレイ

システム

言語

全リセット

設定保存

繁中

English

简中

Deutsch

Français

日本語

한국어

解像度
1920x1080

項目 説明
言語 OSDメニューで使用可能な言語を選択します。
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設定保存
すべてのデータを保存します。

出る

移動/調整

入る/確認

画像モード スタンダード

輝度 コントラスト シャープネス ガンマ 色温度
85 50 5 オフ 通常

ゲーミング

画像

ディスプレイ

システム

言語

全リセット

設定保存

Save

Load設定2

設定1

設定3

解像度
1920x1080

項目 説明
設定 1 選択した後、プレイヤーが選択するために、Save and Loadメニュ

ーが表示されます。

設定 2 選択した後、プレイヤーが選択するために、Save and Loadメニュ
ーが表示されます。

設定 3 選択した後、プレイヤーが選択するために、Save and Loadメニュ
ーが表示されます。
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全リセット
モニターを工場出荷時のデフォルト設定に復元します。

出る

移動/調整

入る/確認

画像モード スタンダード

輝度 コントラスト シャープネス ガンマ 色温度
85 50 5 オフ 通常

ゲーミング

画像

ディスプレイ

システム

言語

全リセット

設定保存

解像度
1920x1080
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付録
仕様

項目 仕様
パネルサイズ 27 インチ
アスペクト比 16:9
解像度 1920 x 1080
リフレッシュレート 165Hz
LED寿命 30000時間（最小）
ピクセルピッチ 0.3114(H) x 0.3114(V)
応答時間 1ms MPRT
輝度 250 nits（標準）/200 nits（最小）
コントラスト比 3000:1（標準）
色深度 1670万色（8ビット）
有効表示領域 597.888(H) x 336.312(V)
視野角 178° (H)/178° (V)
周波数 48~165Hz
入出力端子 • 2x HDMI 2.0

• 1x DP 1.2
• 1x ヘッドホン

• 2x USB 3.0（ダウンストリーム）
BC 1.2充電機能付き 5V / 
1.5A

• 1x USB アップストリーム
電源 AC 100 ~ 240V（50/60Hz）
消費電力 • オン：55W（最大）

• スタンバイ：0.3W
• オフ：0.2W

寸法（W x H x D） 700 X 481 X 248 mm（スタンドあり）
重量 6.39 kg（正味）
温度範囲（動作） 0° C～ 40° C
注：仕様は予告なしに変更されることがあります。
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対応タイミングリスト
ポート FHD ポート FHD
HDMI 640x480@60Hz DP 640x480@60Hz

640x480@75Hz 640x480@75Hz
720x480@60Hz 720x480@60Hz
800x600@60Hz 800x600@60Hz
800x600@75Hz 800x600@75Hz
1024x768@60Hz 1024x768@60Hz
1024x768@75Hz 1024x768@75Hz
1280x720@60Hz 1280x720@60Hz
1280x720@120Hz 1280x720@120Hz
1280x720@144Hz 1280x720@144Hz
1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz
1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz 
1920x1080@144Hz 1920x1080@144Hz

1920x1080@165Hz
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トラブルシューティング

問題 可能な解決策
電源が入りません • 電源ケーブルが電源とモニターに正しく接続され

ていることを確認してください。
• ケーブルとプラグをチェックして、破損していないことを
確認してください。

• モニターの電源が入っていることを確認してください。

画面に画像が表
示されません

• モニターとコンピュータが正しく接続されていて、両方
の装置の電源が入っていることを確認してください。

• 正しい入力ソースを選択していることを確認してく
ださい。25または 34ページを参照してください。

画像が画面全
体に表示され
ません

• 別のディスプレイ・モード（アスペクト比）設定を試し
てください。32ページを参照してください。

色が歪んでいます • 入力信号ケーブルが正しく接続されていることを確認
してください。

• 画像に関する設定を行ってください。「ピクチャ」のセクシ
ョンを参照してください。

音が出ない、また
は音量が小さくな
っています

• ヘッドホンケーブルが正しく接続されていることを確
認してください。

• 音量を調整してください。27または 36ページを参
照ください。

• Audio Source（オーディオソース）の設定を確認して
ください。 

• コンピュータのサウンドに関する設定を調整してください。
注：問題が解決しない場合は、カスタマーサービスに連絡してください。
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基本的なお手入れ
画面が汚れたときは、次の手順で画面をきれいにします：
• 糸くずのでない柔らかい布で画面を拭いて、残っているほこりを取り除きます。
• 柔らかい布に洗浄液をスプレーするか塗布します。次に、湿った布で画面を
やさしく拭きます。

注：
• 布が湿っているが濡れていないことを確認してください。
• 拭くときは、画面に過度の力を加えないでください。
• 酸性または研磨性の洗剤はスクリーンを損傷する可能性があります。

USB充電に関する注意
以下のデバイスは、CDPモードの BC 1.2と互換性がありません。ハブが PCに
接続されている場合、これらのデバイスは USBケーブルを使用して充電すること
はできません。

ベンダー デバイス PID/VID
Apple IPad PID_129A/VID_05AC
Samsung Galaxy Tab2 10.1 PID_6860/VID_04E8
Samsung GALAXY TabPro PID_6860/VID_04E8

GIGABYTEサービス情報
詳細なサービス情報については、GIGABYTEの公式ウェブサイトをご覧ください： 
https://www.gigabyte.com/

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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