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❶ ❷ ❸DVI入力ポート HDMI入力ポート DisplayPort入力ポート

第1階層 第2階層 第3階層 説明
輝度を調整します

コントラストを調整します

明るさ
コントラスト

DCRを有効にしますDCR 有効
DCRを無効にします無効

ひとつ上の階層に戻ります戻る
メニューを終了します終了

ひとつ上の階層に戻ります戻る
メニューを終了します終了

ひとつ上の階層に戻ります戻る
メニューを終了します終了

ひとつ上の階層に戻ります戻る
メニューを終了します終了

プリセットモード スタンダード

色設定 低

シネマ
FPSゲームに最適なモードですFPSモード
RTSゲームに最適なモードですRTSモード
輝度を軽減するモードですソフトモード

高

縦横比 自動
16:9

ユーザー設定 赤
緑
青

4:3

ひとつ上の階層に戻ります戻る
メニューを終了します終了

入力切替 DVI
HDMI
DP

校正

英語
日本語

ひとつ上の階層に戻ります戻る
終了 メニューを終了します

OSDの言語を日本語にします
OSDの言語を英語にしますその他設定 言語

有効
無効

ひとつ上の階層に戻ります戻る
終了 メニューを終了します

信号断後、1分で自動的に電源をOFFにします
自動電源オフ機能を無効にします

自動電源オフ

実行
キャンセル

ひとつ上の階層に戻ります戻る
終了 メニューを終了します

工場出荷時の設定に戻します
リセットを取り消します

リセット

音量を設定します音量
ひとつ上の階層に戻ります戻る
メニューを終了します終了

メニューを終了します終了

ガンマ１
ガンマ２

ひとつ上の階層に戻ります戻る
終了 メニューを終了します

ガンマカーブ１を選択します
ガンマカーブ２を選択します

ガンマ

①
メインメニュー表示／メニューの一階層上に移動
メインメニュー表示時 :メニュー消去

② OSD表示中 :カーソル右移動／値調整（増）
OSD消去時 :明るさ up

③ OSD表示中 :カーソル左移動／値調整（減）
OSD消去時 :明るさ down

④ 音量 up

⑤ 音量 down

⑥ メニュー表示中 :カーソル選択位置の機能を選択

⑦ 電源 ON/OFF

PIX-50MX100型 番

セットアップガイド

50インチ 4K液晶ディスプレイ

かならず本書を読んでから正しく安全に使用してください。また、本書は保証書を兼ねていますので、読んだあとも
大切に保管しておいてください。

内容品
本体 スタンド スタンド取り付けねじ セットアップガイド

兼 製品保証書（本書）

お使いになる前に、すべての内容品が同梱されていることを確認してください。
不足や異常がある場合は、購入から 2週間以内に弊社ユーザーサポートセンターにご連絡ください。

✓

スタンドの組み立て

PCとの接続

ボタン機能

OSDメニュー構成

※接続ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

1 本製品の重量を支えることができる、水平で安定
した台に、やわらかい布等を敷き、その上に表示
面を下にして置きます。

2 取り付け前に、スタンドの前部と後部を確認します。
スタンドを底面のねじ穴に合わせ、付属のスタンド
取り付けねじをスタンドのねじ穴に合わせます。
プラスドライバーを使用して、スタンドを本製品に
取り付けます。

1 本製品背面の電源コードの電源プラグを、電源コンセントに接続します。

2 接続ケーブルで本製品背面のポートとPCを接続します。

❶DVIケーブルを、背面のDVI入力ポートに接続します。

❷HDMIケーブルを、背面のHDMI入力ポートに接続します。

❸DisplayPortケーブルを、背面のDisplayPort入力ポート
に接続します。

本製品を PCに接続するときは、PCの電源をオフにして作業してください。

側面のボタンでメニュー設定や音量設定、電源のオン /オフの操作を行います。



本製品や操作方法についてのご質問・ご相談

製品の詳しい情報や、最新情報については弊社ホームページを確認してください
http://www.pixela.co.jp/

固定電話をご利用の場合
■ お問い合わせページ

http://pixela.jp/contact

電話での問い合わせは

携帯電話をご利用の場合

0120-727-231 (無料)

受付時間 : 10時から18時（年末年始、祝日除く）

0570-064-246 (有料)
メールでのお問合わせや、製品の Q＆Aなどは、こちらをご覧ください。

安全上のご注意 使用上のご注意

商標について

製品仕様

困ったときは

● 保証期間内において、取扱説明書等にしたがった正常な使用状
態にもかかわらず、故障が発生した場合、保証規定に基づき無
償修理をいたします。故障発生の場合には、まず、お買い上げ
の販売店または弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせ
ください。

● 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い
上げの販売店、または弊社ユーザーサポートセンターへお問い
合わせください。

● お買い上げ年月日、販売店名の記入捺印がない場合は、別途、
購入日を証明する書類（レシート、納品書等）の添付が必要と
なります。ご確認のうえ、記入捺印のない場合は、販売店にお
問い合わせください。

● 本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
● 本保証書は日本国内でのみ有効です。
  （This warranty is valid only in Japan.）

本製品は当社品質検査に合格したものです。万一、保証期間内での正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、本書記載の保証規
定に基づき無償修理を行います。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、こ
の保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製造番号（本体に記載）

お買い上げ日

保証期間（お買い上げ日より） 本体：　1 年

取扱販売店名・住所・電話番号

製品名 50インチ 4K液晶ディスプレイ

製品保証書

製品型番 PIX-50MX100

保証期間内にあっても、お客様の取扱いの不備、操作間違い等が原因による故障は、原則として有償修理とさせていただきます。
保証期間内にあっても次の場合は有償修理となります。また、本書ならびに製品付属の取扱説明書等に別途記載されている場合には、その
保証規定にしたがい有償修理となりますのでご注意ください。

- お買い上げ年月日が確認できない場合、また、販売店名、販売店記入のない場合
※オンライン購入の場合は、お買い上げ日を証明する書類（納品書等）が必要になります。

- 本保証書の提示がない場合、また保証書を書き換えた、所定事項に記入がない場合
- お取扱の不備、操作上の誤り、他の機器との誤った接続、弊社によらない修理や改造による故障および損傷
- お買い上げ後の輸送、移動時の取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷
- 火災、風水害、地震などの天災、異常電圧など外部要因による故障および損傷
- 使用中、ケース等に生じる傷などの外観上の変化
- 消耗品（乾電池やバッテリーパック、充電式電池など）の故障、異常
- 付属品を取り換えた場合
- 製品本体を除く付属品の故障および損傷
- 業務用（営業用）としての使用、船舶への搭載、一般車両（12V 車）以外に使用された場合の故障および損傷
保証期間内でも製品の修理のための取り外しや弊社へ送付された場合の送料および諸掛りにつきましては、お客様の負担となります。な
お、送付の際は適切な梱包のうえ、紛失防止のために受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
本製品の取り付けおよび取り外し時、故障および故障状態での使用により生じた直接、間接の損害につきましては、弊社はその責任を負い
かねます。
修理受付後、弊社において障害が再現できない場合は、交換、修理をいたしかねる場合があります。
修理によって交換された不良品の所有権は、当社に帰属するものとし、交換した部材に関するデータ等の内容については一切の責を負わ
ないものとします。
修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する場合があります。
保証期間経過後の修理につきましては、やむを得ない事情により、お客様へ事前通知なしに使用部品などを変更する場合があります。

保証規定

【販売店様へ】
お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえ、本書をお客様に
お渡しください。

年 月 日

お問い合わせ先

◆ 電源LEDが点灯しません。
電源に接続されているか、電源ケーブルを確認してください。

◆ 画像が暗い。
輝度設定を確認してください。

◆ 画面に波紋が現れる。
近くに電磁波を発する機器がないかを確認してください。

◆ 電源LEDが点滅し、画面に何も表示されない。
• 入力機器の電源が入っているかを確認してください。
• 信号ケーブルの接続を確認してください。

◆ 色がおかしい（白色が白にならない）。
RGB設定を確認してください。

行為を禁止する記号 ／　  行為を指示する記号

本書では、安全にご使用いただくために次のような表示をしています。人や財産への危害、損害の発生を防ぐために表示の内容をよ
く理解し、本文をお読みください。

• 仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。
• 本書の内容を無断で転載することは禁じられています。
• 本製品（梱包箱・緩衝材を含む）を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の条例および規則にしたがった分別で廃棄してください。
• 本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。電波障害などを引き起こすおそれがありますので海外では使用しないでください。
• この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョ
ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
（VCCI-B）

• 感電や端子類の破損防止のため、お手入れの際はかならず電源を切ってから行ってください。
・ 柔らかい布でやさしく乾拭きしてください。表面を擦るように拭くと、細かい傷が入るおそれがあります。汚れがひどい場合は、水で
薄めた中性洗剤を浸した布をよく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

・ ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品、研磨剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。変色、変質、変形のおそれがあります。
・ ヘアスプレーや殺虫剤など、揮発性の薬品がかからないように注意してください。
・ 液晶パネルのお手入れは、市販の専用クロスや静電気除去ブラシを使用してください。
・ 定期的に電源プラグにたまったほこりを掃除して、さし込みにゆるみがないかを確認してください。

• 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。
• DisplayPortおよび DisplayPortロゴ、DisplayPort Certified Logoは、Video Electronics Standards Associationの米国その他の国にお
ける商標または登録商標です。

• その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
• 本書では ®および™ などの商標マークは省略させていただいております。

お子様やペットの届かないところに設置する。
転倒するなどして、けがの原因になるおそれがあります。
本体内部の掃除は株式会社ピクセラのユーザーサポー
トセンターに依頼する。
内部にほこりがたまると、火災および感電の原因になるおそ
れがあります。3 年に1 回を目安に株式会社ピクセラのユー
ザーサポートセンターに内部の清掃を依頼してください。
電源プラグはコンセントに確実にさし込む。
さし込みがゆるいと、感電の原因になるおそれがあります。
かならず家庭用コンセント（100V）で使用する。
たこ足配線などコンセントや配線器具の定格を超える使い
方をすると、発熱して火災の原因になるおそれがあります。
以下のような場所には設置しない。
・直射日光が当たったり高温になったりする場所  
・熱器具の近くなどで高温になる場所  
・風通しの悪い場所
・水や湯気などがかかる場所
・ほこりや、湿気、油煙の多い場所
・可燃性、爆発性、引火性のガスがある場所
・粉じんが発生する場所
・振動や衝撃のある場所
・傾斜しているなどで不安定な場所
・船舶や自動車などの乗り物の中
・小さなお子様の手が届く場所
火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあ
ります。
電源ケーブルを傷つけたり加工したりしない。また、傷
んだ場合は使用しない。
無理に引っ張る・曲げる･ねじる、重い物をのせる、ド
アなどで挟むなどすると、火災や故障および感電の原
因になるおそれがあります。
本製品を移動するときは、接続している配線をすべて
はずす。また、輸送中にぶつけたり落としたりしないよ
うに注意する。
転倒や落下により故障やけがの原因になったり、ケーブ
ルの端子が破損したりするおそれがあります。
電源プラグのほこりや汚れは定期的に掃除する。
そのまま使用すると、火災および感電の原因になるお
それがあります。
長期間使用しないときは、電源ケーブルをコンセント
から抜いておく。
プラグ部分にほこりがたまると、火災および感電の原
因になるおそれがあります。
液晶パネルが破損したときは、電源プラグを抜く。また、
本製品や破損した液晶、ガラス片を直接触らない。
火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあり
ます。液晶が誤って目や口に入ってしまった場合は、すぐ
にきれいな水で洗い流して医師の診断を受けてください。
音量を上げすぎない。
聴力低下の原因になるおそれがあります。周囲の人の
迷惑にならないように適度な音量でお楽しみください。
また、ヘッドホンを使用する場合は、必要以上に耳を刺
激しないようにしてください。

危険 注意
以下の注意事項は、感電・その他の事故などにより、けがをし
たり周辺の物品に損害を与える可能性があることを示します。

以下の注意事項は、死亡または重症を負う危険性があり、
その切迫の度合いが高いことを示します。

本製品の分解・改造は絶対にしない。
火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあ
ります。
異常が発生した場合、すぐに使用を中止する。
異常な発熱、発煙、異臭などが発生した場合はすぐに使
用を中止して、本製品を取り外してください。異常が発
生したときに通電し続けると、火災や故障および感電
の原因になるおそれがあります。
本製品を濡らしたり、濡れた手で触れたりしない。
故障および感電の原因になるおそれがあります。
本体やケーブルに破損がある場合は使用しない。
損傷が見られるときは使用を中止してください。感電
やけがの原因になるおそれがあります。

警告
以下の注意事項は、火災・感電・破裂などにより、死亡また
は重症を負う可能性があることを示します。

内部に指や物を入れない。
火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあ
ります。
穴をあけたり、破損させたりしない。
火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあ
ります。
重い物をのせたり、強い衝撃を与えたりしない。
火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあ
ります。
上に物を被せたりして本体の通風孔をふさがない。
火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあ
ります。
火の中に投入したり、熱器具に近づけたりして加熱し
ない。
火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあ
ります。
ケーブルなど、本製品の付属品を別の用途に使用しな
い。また、別の製品の付属品を本製品に使用しない。
火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。
雷鳴が聞こえたときは、すぐに使用を中止し、本製品に
触れない。
感電の原因になるおそれがあります。
以下の場合は、本体に触れずに速やかに電源ケーブル
をコンセントから抜く。
・異音、異臭、煙が出ているとき  
・本体および電源ケーブルが故障、破損しているとき  
・内部に液体や異物が入ったとき
そのまま使用すると、火災および感電の原因になるお
それがあります。電源ケーブルを抜くときは、やけど
をしないように注意してください。
使用中は本体に長時間触れない。
やけどの原因になるおそれがあります。

HDMI V e r s i o n  : 2.0
対応解像度：480/60p、720/60p

1080/24p・60i・60p
4K/24p・30p・60p
※4Kの解像度は 3840 x 2160

外形寸法

質量

電源

約 10.25 kg

接続端子 HDMI ×1
DVI ×1
DisplayPort ×1

使用温度範囲 温度：0℃～ 40℃
湿度：10 ～ 90％ RH（結露なきこと）

AC100V

取得規格 VCCI class B
PSE J60950-1, J55022

約 1122 mm (W) × 79 mm (D) × 647 mm (H)
※突起部を含まず


