
120Hz駆動パネル採用！120Hz駆動パネル採用！

120Hzのリフレッシュレートで映像を表示することにより、残像感が大
幅に削減され、動きの速い映像をなめらかで鮮明に表示可能です。
※同梱のDVIデュアルリンクケーブルにて接続時

高速応答速度1ms！高速応答速度1ms！
応答速度を改善する5段階のオーバードライブ回路を搭載し、最大1ms
まで応答速度を改善することが可能です。動画表示時に残像感が少な
く、鮮やかな映像表示でクオリティの高い動画表現を実現します。

www.iiyama.co.jp ｉｉｙａｍａ 検索E-mail:web-info@iiyama.jpTEL:03-6833-1010株式会社マウスコンピューター製品についてのご質問やお問い合わせ

G2773HS

● 27型フルHD (1920×1080)ホワイトLEDバックライト搭載液晶
● HDMI・DVI-D・D-SUBの3系統 (HDMIケーブル標準付属)

● 120Hz駆動パネル採用で、動画をくっきり・滑らかに

● 高コントラストな5000000：1 (ACR時)

● 応答速度：1ms (GtoG)

● 輝度：300cd/㎡

● 電源内蔵スリム設計

ブラック PLG2773HS-GB1

※画像はイメージです。

「2012年7月サービス開始予定」

120Hz 60Hz OverDrive機能ON時 OverDrive機能OFF時

120Hz対応ゲーミング液晶ディスプレイ

120Hzでライバルに差を付けろ！

　     突き抜ける快感と感動を。

Published by NHN Japan Corp. © Dragonfly GF Co.,Ltd. 



●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に

熱い。●焦げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動等がある。●そ

の他の異常がある。

故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にご連絡く

ださい。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

ご使用の際、このようなことはありませんか？

iiyama製品を安心してご利用いただく

ために、お客様が製品をご購入された

時点から3年保証いたします。

※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。

安心と信頼の3年保証

●商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定格、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載

の価格および仕様は2012年5月現在のものです。予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

製造元：

株式会社マウスコンピューター
東京本社:　〒111-0053　東京都台東区浅草橋5-20-8　CSタワー9F

カタログ記載内容：2012年5月現在

法人営業部 TEL：03-6739-3808

法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。

受付時間：月～金曜日
9：00～18：00
※土・日、祝祭日及び
弊社指定休日は除く

受付時間：月～金曜日
9：00～17：00
※土・日、祝祭日及び
弊社指定休日は除く

法人ユーザー様向け ご購入・ご相談

TEL：03-6739-3808
e-mail：web-info@iiyama.jp

TEL：03-3570-6374
e-mail：support@iiyama.jp

iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービス＆サ
ポートを提供しております。

iiyamaサポートセンター

iiyamaは常に環境パフォーマン
スを向上させるべく日々製品
開発を行っております。

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ　　サービス＆サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

家庭系(個人ユーザー様）窓口

法人系（法人ユーザー様）窓口

受付時間：月～金曜日 9：00～17：00 　※土・日、祝祭日及び弊社指定休日は除く

iiyamaリサイクル

TEL：03-3570-6374
e-mail：support@mouse-jp.co.jp

http://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html

PCリサイクル 国際エネルギー
スタープログラム

VCCI CETUV-Bauart
･･

TUV-GS
･･

お取り扱い販売店：

正しく安全にお使いいただくために
ご使用の前に必ず「クイックスタートガイドと取扱

説明書」をよくお読みください。間違ったお取り扱

いをすると、火災・感電・故障の原因となることが

あります。

RoHS指令 J-MOSS グリーン購入法
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モデル名

型番

液晶パネル ※1

アナログ走査周波数

デジタル走査周波数

表示可能解像度 ※2

信号入力コネクタ

プラグ&プレイ機能

入力信号

ヘッドホン端子 (Line out)

入力電源

消費電力

スピーカー

外形寸法 (幅×高×奥行mm)

製品重量

梱包箱サイズ　総重量

角度調節範囲

セキュリティー

フリーマウント 

環境条件

リサイクル

RoHS指令

J-Moss対応

保証期間

適合規格

付属品

JANコード

パネル種類

駆動方式

サイズ

最大表示範囲

画素ピッチ

視野角

応答速度

輝度

コントラスト比

表示色

DVI

HDMI

アナログ

デジタル

同期

映像 （アナログ） 

　　　（デジタル）

入力音声信号

音声入力コネクタ

標準

パワーマネージメントモード時

スピーカー、スタンド含む

本体 (スタンド含まず)

信号ケーブル

その他

マーベルブラック

120Hz対応27型ワイド液晶ディスプレイ

ProLite G2773HS

PLG2773HS-GB1

TN

a-Si TFT アクティブマトリックス

対角：69cm (27型)　16：9

水平：597.9mm×垂直：336.3mm

0.311mm

左右各85°、上下各80° （標準）

3.4ms （黒→白→黒　標準）　1ms （GtoG ※3）

300cd/m2（標準）

1000：1 （標準）　5000000:1 (Adv. Contrast機能時 ※4）

約1677万色

水平：24～80kHz　垂直：55～75Hz

水平：30～138kHz　垂直：55～120Hz

水平：30～80kHz　垂直：55～75Hz

1920×1080 （最大）　2.1MegaPixels

D-SUBミニ15ピンコネクタ

DVI-D24ピンコネクタ （HDCP機能付）/ HDMIコネクタ×1

VESA DDC2B™対応

セパレート同期：TTL、正極性/ 負極性

0.7Vp-p (標準)、75Ω、正極性

DVI （Rev.1.0）準拠/ HDMI （Ver.1.3）準拠

1.0Vrms （最大）

φ3.5ステレオミニジャック

対応

AC100～240V  50/ 60Hz

35W （最大49W）

0.5W （最大） ※5

2.5W × 2

647 （幅）×454.5 （高）×239 （奥行）　mm

5.6kg

5.1kg

706 （幅）×515 （高）×135 （奥行） mm　　7.5kg

上方向20°

盗難防止用金具取り付け孔

100mm×100mm （VESA規格対応）

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）

対応

対応

グリーンマーク

3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。

CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法

国際エネルギースタープログラム

DVIケーブル (デュアルリンク)/ HDMIケーブル/ オーディオケーブル/ 電源コード/ ケーブルホルダー

スタンドベース/ セーフティー＆クイックスタートガイド/ 保証書 （クイックスタート裏表紙）

PLG2773HDS-B1：4948570111602

■製品仕様

※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 Over Drive機能の設定を"+2"とした時。  ※4 Adv. Contrast機能（Advanced Contrast Ratio）。 ※5 オーディオ機器未接続時.。
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