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RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN THE MONITOR. OPENING MONI-
TOR BACK COVER WILL VOID YOUR WARRANTY.

This symbol indicates that high voltage is present inside.
It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of
this product.

This symbol alerts you that important literature concerning operation
and maintenance has been included with this product.

保証登録のお願い

ご購入いただきましたPixioモニターを、より安心してお使いいただくため、ご購入から30日以
内に機器情報をご登録いただきますことをお願いいたします。お買い上げ日から定めた期間
の無償保証サービス並びに、お買い上げいただきました製品に関連する情報をご提供致し
ます。

https://www.pixiogaming.jp/register



製品をお使いになる前に

スペースの確保

製品を設置する周囲は換気のためスペースの確保が必要です。スペースの確保をしないと製品内部の温度が上がり火事や故障の原因となり
ます。ヒーターの近くや、その他の温度が高い製品、加湿器などからは遠ざけてください。

ヒーターの近くや、その他の温度が高い製品、加湿器などからは遠ざけてください。また
直射日光が当たる場所への設置もご遠慮ください。

パッケージ等の梱包に必要なものは保管してください。もし製品を発送する時に
パッケージ等がないと、ご購入頂く必要がある場合がございます。

モニター表面をクリーニングする際は、必ず柔らかい研磨作用のない布をお使いください。
強い洗剤などの化学物質を使用するとパネルに致命的なダメージを与え、製品保証の対象外となります。

モニターをクリーニングする際は、必ずコンセントから電源ケーブルが抜いてあるのを
確認してください。

市販の液体クリーニング液を使用する際は充分にご注意ください。



バスルームやキッチン、その他の湿度の高い場所には設置しないようにしてください。

不安定な場所、凹凸のある場所には設置しないようにしてください。また設置したモニターを
移動する際は、必ず寝かしたりせずに設置されている向きのまま移動してください
寝かせる場合には届いた時に梱包されていたパッケージを使用してください。市販のモニターアームに
取り付ける際はかならずモニターアームの説明書を良く読んでから取り付けてください。

モニター背面にある小さい穴は通気口となりますので塞がないようにしてください
狭く喚起できないような場所には設置しないようにしてください。

もし長期間モニターを使用しない場合、ショートや電気回路の故障を防ぐために必ず
コンセントを抜いてください。

感電や火事のリスクを減らすため、タコ足や延長ケーブルを多重に使用しないでください。

端子やモニター内部の中には絶対にものを入れないでください。火事や感電の原因となります。

ACアダプター付属のモニターに関しましては、ACアダプターに印字のアイコン等をご覧になり、
温度や標高などに注意してください。

のマークは標高2000メートル以下での使用に適している事を意味します。

のマークは非熱帯地域での使用に適している事を意味します。

絶対にモニターの背面カバーを開けるなどして、自身で修理を試みようとはしないでください。
感電の危険性、及び製品保証の対象外となります。Pixioの製品保証サービスをご利用ください。



サイズ ＆ 重量



モニターをお手入れする際は下記の手順に従ってください。

1 モニター及びお使いのPCの電源をお切りください。

2 電源ケーブルをモニターから抜いてください。感電する可能性があるため、濡れた手で電源ケーブルを
触らないようにしてください。

3 奇麗な、濡れていない、柔らかい布でモニター表面を吹いてください。アルコールを含むクリーニング
溶液等を使わないでください。モニター表面を傷つける可能性があります。水や洗浄液等のスプレーを
直接モニターに吹きかけないでください。

4 柔らかい布を水に付け、余分な水気を取り除きモニターの背面及びフレームを吹いてください。

5 電源ケーブルを再度接続しなおしてください。

6 モニター及びお使いのPCの電源を入れてください。

モニターのお手入れ



Notice.

LCDパネル及びLEDパネルの特性

下記の症状は、パネルの製造上の仕様であり不良ではないことをご理解ください。

新品モニターの初めての電源立ち上げの際、画面が不安定になる場合がございます。一度電源を切り、
再度入れなおしてください。

異なる画像では色が同じでも明るさが異なって表示される場合がございます。

異99.99%以上のピクセルは正常に機能しますが、0.01%以下のピクセルはドット抜け等により
正常に機能しない場合がございます。

長期間の同じイメージを表示し続けた場合、焼き付きによりパネルへの表示が残る事がございます。
長期間電源をオフにすることで徐々に焼き付きが消えていきます。

継続的な画面の表示の乱れや接続不良が見受けられた場合には、直接Pixioにご相談ください。
お客様の使用環境や症状を詳しくをお聞きした後、必要に応じ修理させて頂きます。ご自身で
修理を試みようとは絶対にしないでください。製品保証の対象外となります。



Product Includes:

準備

電源アダプタUSB-Cケーブルカバースタンド USB-AケーブルHDMIケーブル



組み立て方:

モニターの背面に矢印の方向にカバ
ースタンドのマグネットを接続して
ください。

カバースタンドの接続時の様子 カバースタンドを開き
モニターを立ててご利用ください。

2 3



Monitor入力

ミニHDMI
イヤホンジャック

メニューボタン

入力切替/長押しで電源切り替え

Type C2電源部

Type C1電源部



モニターの設定方法

ショートカット

入力切替/長押しで電源切り替え音量調整輝度調整

上入力/前を選択、値を上昇させる

下入力/次を選択、値を減少させる

次に進む/決定

前に戻る/OSDメニューを閉じる



ノートPCとType-C接続PCとHDMI接続

信号入力

電源供給

信号入力

電源供給

接続方法

この接続方法を利用するには、ノートPCのUSB-Cポー
トが映像出力と電源供給に対応している必要がございま
す。対応していない場合、HDMI及びモニターの電源ア
ダプターを利用いただく必要がございます。

電源供給には同梱されている電源アダプターをご使
用ください



音声出力

信号入力

携帯電話
の電源供給

イヤホンジャックに接続電源供給

携帯電話とのType-C接続

この接続方法を利用するには、携帯電話のUSB-Cポー
トが映像出力と電源供給に対応している必要がございま
す。対応していない場合、モニターの電源アダプターを
利用いただく必要がございます。



Display

OSDメニュー

Display Setup

Full, 16:9, 4:3からアスペクト比を選択します。

明るさやコントラストが自動調整されるDCR機能をON
又はOFFにします。



Color

Color Temp. : 色温度をWarm, 5800, sRGB, Cool, 7500,
                       USER設定から選択します。

Red : 値を0～100で調整します。

Green : 値を0～100で調整します。

Blue : 値を0～100で調整します。

Low Blue Light : ブルーライトカットフィルターの値を
                            0～100までで調節します。



OSD
: OSDメニューの言語を切り替えます。

: 0～100までで表示される横方向の出力位置を
 調整します。

: 0～100までで表示される縦方向の出力位置を
 調整します。

:  0∼100まででタイムアウトするまでの時間を調節
  します。

:  透過度を0～100までで調整します。



Display

Reset : 工場出荷時の状態に戻します。

Auto Power Off : 自動電源オフ:入力切断より240
                                  分後に電源を自動的にオフにします。

HDR Mode : HDR機能をON又はOFFにします。

Black Equalizer : こちらの値を調整することで暗闇を明るく
                 できます。

Black Equalizer



Misc.

Input Select : 入力ソースを自動, HDMI, Type C 
                      に切り替えます。

Mute : ミュート機能をON又はOFFを選択します。

Volume : 音量を0～100で調節します。

Overdrive : OverdriveをOFF, Low, Middle, Highから選択します。

Freesync : FreesyncをON又はOFFにします。

Mute

Misc.

Off



Adaptive-sync. (FreeSync)

FreeSync technologyは通常起動時ラグやティア

リングを最小限に抑制し、よりゲームを楽しむ

ことができます。

表示されているFreeSyncのメニューはモニター

の型番、お使いのAMDグラフィックカードによ

り多少異なる場合がございま




