
株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松 永門、本社東京都）は、株式会社ゲー
ムオンが運営する大人気オンラインFPS「Alliance of Valiant Arms（以下「AVA」）の推奨ゲー
ミングモニタとして144Hzリフレッシュレート対応の24型「ProLite GB2488UHS-2」と27型
「ProLite GB2788HS」が認定されました。また購入特典としてAVAゲーム内で使用できる
「AMD65 Starship（永久）」のシリアルコードが貰えます。
本製品はAMD FreeSync™テクノロジーを搭載した、144Hzのリフレッシュレート入力と高速応
答速度1ms（GtoG）に対応したゲーミングディスプレイになります。残像感をより低減し、動き
の速い描写の映像をなめらかに表現することが可能なので素早い判断が重要となるFPSには最適
なモデルとなっております。

AVA推奨ゲーミングモニタ 特設ページ
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/gaming/ava/

■ 『AVA』の推奨認定取得モデル紹介

FPSで力を発揮する144Hzリフレッシュレート入力対応 2モデル

■ 豪華特典アイテム 「AMD65 Starship（永久）」が貰える！

対象のAVA推奨ゲーミングモニタをご購入いただくと、AVAゲーム内で使用できる豪華アイテム
「AMD65 Starship（永久）」のシリアルコードが貰えます。

 特典アイテムの申込みの流れや詳細は特設ページをご覧ください。
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/gaming/ava/

■ 「Alliance of Valiant Arms」(AVA）とは

200万人がプレイする、基本無料の日本No.1※オンラインFPSゲームです。
 架空のヨーロッパ大陸を舞台に、重厚なグラフィック・豊富なミッションでリアルな戦場を体感

できます。ポイントマン、ライフルマン、スナイパーの３つの役割を切り替えてプレイすること
ができ、仲間と共に「部隊」として戦闘を楽しめる点が、FPSプレイヤーから絶大な評価を得て
います。基本プレイ無料でありながら、MAP110種・武器500種以上とやりこみ要素も満載で
す。

＜公式サイト＞
http://www.avaonline.jp/
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【対応開始時期】

対応モデル名 適応開始時期

ProLite GB2488UHSU-2 2016年9月27日購入分から

ProLite GB2788UHS 2016年9月27日購入分から

iiyamaホーム  お知らせ  iiyama 「Alliance of Valiant Arms」推奨ゲーミングモニタ認定取得

2016年9月26日

iiyama 「Alliance of Valiant Arms」推奨ゲーミングモニタ認定取得
ゲーム内で使用できる豪華特典アイテムが貰える！

【ProLite GB2488HSU-2スペック】

モデル名 ProLite GB2488HSU-2

型番 GB2488HSU-B2

液晶パネル
※1

LCDパネル
種類

TN ノングレアパネル

駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス

サイズ 対角：61cm(24型) 16：9

最大表示範
囲

水平531.4×垂直298.9mm

画素ピッチ 0.277mm

視野角 左右各85°、上下各80°（標準）

応答速度 1ms（GtoG ※5）  5ms（黒→白→黒 標準）

輝度 350cd/m2（標準）

コントラス
ト比

1000：1（標準） 12,000,000:1(ACR機能時※4）

表示色 約1677万色

走査周波数

DVI ： 水平：30～160kHz 垂直：30～145Hz

HDMI ： 水平：30～140kHz 垂直：30～120Hz

DisplayPort（FreeSync無効時）： 水平：30～160kHz 垂直：30
～144Hz

DisplayPort（FreeSync有効時）： 水平：30～140kHz 垂直：45
～120Hz

表示可能解像度※2 1920×1080（最大） 2.1MegaPixels

信号入力コ
ネクタ

（アナロ
グ）

（デジタ
ル）

DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付） / DisplayPort×1 / 
HDMIコネクタ×2

プラグ&プレイ機能 VESA DDC2B™対応

入力信号 

同期 -

映像 （ア
ナログ） 

-

    
（デジタ
ル）

DVI（Rev.1.0）準拠/HDMI/DisplayPort

入力音声信
号

1.0Vrms（最大）

音声入力コ
ネクタ

φ3.5ステレオミニジャック

ヘッドフォン端子(Line out) 対応

USBハブ USB3.0 1Up stream：シリーズB/2Down stream：シリーズA

昇降スタンド＆スィーベル 対応 （130㎜ & 左右各45°＆ 90度回転）

入力電源 AC100～240V  50/60Hz

消費電力

標準 38W （最大63W)

パワーマネ
ージメント
モード時

0.5W（最大）※3

スピーカー 3W × 2

外形寸法(幅×高×奥行mm) 568.0（幅）×388.0～518.0（高）×230.0（奥行） mm

製品重量
スピーカ
ー、スタン
ド含む

5.6 kg （スタンドなし3.5Kg）

梱包箱サイズ 総重量 621（幅）×443（高）×187（奥行） mm  7.5kg

角度調節範囲 上方向 22° 下方向5°  左右90°

セキュリティー 盗難防止用金具取り付け孔

フリーマウント 100mm×100mm（VESA規格対応）

環境条件
動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと）

保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）

リサイクル/ RoHS 6物質/J-
Moss対応

対応 / 閾値以下（除外項目を除く） / グリーンマーク

保証期間
3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となりま

す。

適合規格 CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE

付属品

信号ケーブ
ル

DisplayPortケーブル/DVIケーブル(デュアルリンク)/HDMIケーブル

電源コード/オーディオケーブル/USBケーブル

その他
スタンドベース/固定ネジ3ケ/セーフティー＆クイックスタートガイ

ド/保証書（ガイド内）

JANコード
マーベルブ
ラック

GB2488HSU-B2     ： 4948570114405

【ProLite GB2788HSスペック】

モデル名 ProLite GB2788HS

型番 GB2788HS-B1

液晶パネル
※1

LCDパネル
種類

TN ノングレアパネル

駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス

サイズ 対角：68.6cm(27型) 16：9

最大表示範
囲

水平：597.6mm×垂直：336.2mm

画素ピッチ 0.311mm

視野角 左右各85°、上下各80°（標準）

応答速度 1ms（GtoG ※5）  5ms（黒→白→黒 標準）

輝度 300cd/m2（標準）

コントラス
ト比

1000：1（標準） 12,000,000:1(ACR機能時※4）

表示色 約1677万色

走査周波数

DVI ： 水平：30～160kHz 垂直：30～145Hz

HDMI ： 水平：30～140kHz 垂直：30～120Hz

DisplayPort（FreeSync無効時）： 水平：30～160kHz 垂直：30
～144Hz

DisplayPort（FreeSync有効時）： 水平：30～140kHz 垂直：45
～144Hz

表示可能解像度※2 1920×1080（最大） 2.1MegaPixels

信号入力コ
ネクタ

（アナロ
グ）

-

（デジタ
ル）

DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付） / DisplayPort×1 / 
HDMIコネクタ×1

プラグ&プレイ機能 VESA DDC2B™対応

入力信号 

同期 -

映像 （ア
ナログ） 

-

    
（デジタ
ル）

DVI（Rev.1.0）準拠/HDMI/DisplayPort

入力音声信
号

1.0Vrms（最大）

音声入力コ
ネクタ

φ3.5ステレオミニジャック

ヘッドフォン端子(Line out) 対応

USBハブ -

昇降スタンド＆スィーベル 対応 （130㎜ & 左右各45°）

入力電源 AC100～240V  50/60Hz

消費電力

標準 35W （最大50W)

パワーマネ
ージメント
モード時

0.5W（最大）※3

スピーカー 2.5W × 2

外形寸法(幅×高×奥行mm) 643.5（幅）×412～542（高）×230（奥行） mm

製品重量
スピーカ
ー、スタン
ド含む

6.9 kg （スタンドなし4.6Kg）

梱包箱サイズ 総重量 704（幅）×525（高）×137（奥行） mm  9.0kg

角度調節範囲 上方向 17°  左右90°

セキュリティー 盗難防止用金具取り付け孔

フリーマウント 100mm×100mm（VESA規格対応）

環境条件
動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと）

保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）

リサイクル/ RoHS 6物質/J-
Moss対応

対応 / 閾値以下（除外項目を除く） / グリーンマーク

保証期間
3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となりま

す。

適合規格 CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE

付属品

信号ケーブ
ル

DisplayPortケーブル/DVIケーブル(デュアルリンク)/HDMIケーブル

電源コード/オーディオケーブル

その他
スタンドベース/固定ネジ3ケ/セーフティー＆クイックスタートガイ

ド/保証書（ガイド内）

JANコード
マーベルブ
ラック

GB2788HS-B1  ： 4948570114603

※1 TFT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、 ごくわずかの画素欠けや常時点灯す
る画素がある場合があります。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。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字
がぼやけたり線が部分的に太くなります。  ※3 オーディオ/USB/MHL機器未接続時 ※4 ACR機
能 （Advanced Contrast Ratio） ※5オーバードライブの設定を+2とした時

C O N T E N T S

iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレ
イに関する記事一覧ページはコチラから▶

テレワークの生産性UP！
テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaデ
ィスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトはコチラから▶
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