
このたびは AS-700HF をお買い上げいただきありがとうございます。

本機を使用される前に必ず本書をお読みください。

なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

安全上のご注意

本製品をお使いいただく方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐために、

必ずお守りいただきたい事項を説明しております。

また以下の原因により本製品が故障した場合、保証期間内でも有償修理になることがございます。

●　分解、改造をしないでください。

●　内部の点検、調整、修理はお買い上げの販売店にご依頼下さい。

●　落としたり、踏んだり、強い衝撃を与えないでください。

●　本機を片手で持たないでください。片手で持つと落下の危険性があります。

●　コーヒーやジュースなどの飲み物、花瓶の水をかけるなど、濡らさないでください。

●　本機を不安定な場所に置かないでください。

●　USB 端子は必ず PCなど信号が発信される機器に接続してください。

●　雷が鳴った場合、雷からの衝撃を避けるために使用をすぐに止めUSB ケーブルを抜いてください。

●　梱包用の袋をかぶらないでください。

●　本機が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管

　　または廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息の恐れがあります。
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1. 製品紹介

USB ポートから PCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す

液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。

 特長

◆USB 接続一本のみで映像出力 /給電可能

◆フルフラットパネル、正面防滴仕様

◆高さ 3段調節可能のポールスタンド

◆75 x 75 mm VESA 仕様対応

◆タッチパネルオプション可能

◆綺麗な高解像度 1024 x 600

◆POS ソリューションに最適

  

付属品の確認

初めに本体を箱から取り出し、袋の中にある付属品を確認してください。

付属品が全てお揃いでない場合、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

ご購入から 7日以内にご連絡がない場合、対応できませんのでご注意ください。

  付属品一覧 :

延長ポール 2 本 マニュアル

&ドライバー CD
台座 ケーブル留め金



付属の延長ポールを使用して高さを 3段階（約 18.5cm・約 31.5cm・約 44.5cm）から替えられます。

ディスプレイは垂直から約 65 度・360 度回転。

ケーブルは背面または右側面から取り出せるレイアウト

設置パターン紹介
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2.　ドライバーインストール方法

Display Link USB Graphics Software のインストールのご注意

お使いの PCに Displaylink software v3.x、R4.1 または R4.2 がインストール

されている場合、「プログラムのアンインストール」からアンインストールし、

本機対応のDisplay Link USB Graphics Software をインストールしてください。

Display Link USB Graphics Software のインストール手順

※AS-700HF の USB ケーブルはまだ PCに接続しないでください。

①付属 CDの「DisplayLink_7.7M4.exe」または「DisplayLink_7.9M2.exe」の実行ファイルを

ダブルクリック、または右クリックから “開く” で実行します。

※Windows のバージョンにより実行ファイルが異なります。

　同じ階層の「OS別ドライバー対応一覧 .txt」から確認できます。

②ドライバーインストールが始まると次の画面が表示されます。

※下記手順は「DisplayLink_7.9M2.exe」を実行した画面の表示になります。

③「インストール」を選択します。



④AS-700HF 本体の USB ケーブルを

PCに接続します。

USB ケーブルを接続しない場合は、

“スキップ” を選択します。

⑤USB ケーブル接続後、AS-700HF のドライバインストールが始まりますので、

　しばらくお待ちください。    何度か画面が消える、または点滅する場合ございます。

⑥インストール完了画面が表示されましたら、” 完了” を選択します。
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⑦他バージョンのドライバーをアンインストールした場合、再起動が必要になります。

ディスプレイを正常に動作させるために再起動を行ってください。

※ドライバーインストール完了時は⑥⑦のいずれかの画面が表示されます。

⑧画面右隅にカーソルを運ぶとサブディスプレイに移動できます。

　サブディスプレイの表示方法は「ディスプレイリンクマネージャー」から変更できます。

メインディスプレイ

(15 インチモニター )

サブディスプレイ

       (AS-700HF)
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3. ディスプレイリンクマネージャー

デスクトップ画面から、画面下” タスクバー” 右側 ( 通知領域 ) から

ディスプレイリンクのアイコン　　をクリックします。

見つからない場合は隠れているインジケーターを表示させるアイコンを

選択してください。( 下写真参考 )

※ドライバーの種類により表示されるアイコンが異なります。

　　　　：DisplayLink_7.9M2.exe からインストールした場合

　　　　：DisplayLink_7.7M4.exe からインストールした場合

①”△” をクリックします。

②”     　  “をクリックします。
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ディスプレイリンクマネージャー名称

メニュー名称                                       　　　　　　　　　　　　　説明

DisplayLink Manager

ディスプレイ設定 (A)｣

オーディオ設定

1.AS-700HF

　　　　　※ディスプレイが複数の場合は
　　　　       先頭の番号が異なります。

アップデート確認 ...

Windows 画面の解像度設定を表示します。

Microsoft Windows Update サーバーに接続し、

最新のDisplayLink ソフトウェアに更新します。( 最新ソフトウェアがある場合に限る )

ディスプレイメニュー詳細を開きます。

Windows サウンド設定を表示します。

※本製品はスピーカー非搭載になります。

 

 AS-700HF のディスプレイ表示方法はこちらから変更できます。

ディスプレイ表示の変更設定が行えます。

Windows 画面の解像度設定を表示します。

ディスプレイ表示の変更設定が行えます。
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ディスプレイメニュー詳細 名称
1.AS-700HF をクリックしますとディスプレイメニュー詳細を表示します。

｢画面の解像度 (R)」

ビデオの最適化

「ミラー (M)」

「無効 (O)」

「移動位置 (X)」

有効な解像度が選択できます。

AS-700HF の画面の向きを標準に戻します。( デフォルト )

AS-700HF の画面の向きを左回りに 90°回転します。

AS-700HF の画面の向きを右回りに 90°回転します。

サブディスプレイを右隅に配置します。( デフォルト )

サブディスプレイを左隅に配置します。

 

AS-700HF の画面の向きを 180°回転します。

サブディスプレイを上隅に配置します。

サブディスプレイを下隅に配置します。

Level 1 Level 2 操作説明

「回転 (T)」

「このモニタを

  メインにする」

モニタに合わせる ...

AS-700HF をサブディスプレイとして認識します。( デフォルト )

AS-700HF をメインディスプレイとして認識します。

マルチモニターとしてディスプレイを共有します。

AS-700HF のディスプレイ表示を無効にします。

動画再生パフォーマンスを自動的に改善します。

1.AS-700HF

Windows デスクトップのサイズをモニタに合わせて拡大 /縮小できます。

「移動 (E)」

「標準 (N)」

「90°左回り (L)」

「90°右回り (R)」

「180°回転 (D)」

「右 (R)」

「左 (L)」

「上 (A)」

「下 (B)」

解像度は AS-700HF が優先されます。

※Windows Vista のみ有効

ガイドに従って操作してください。
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サブディスプレイ配置を変更する
①デスクトップ画面右下から” DisplayLink Manager” を開きます。

または” コントロールパネル” から” 画面の解像度の調整” を開きます。

③” 画面②” をホールドします。

②” AS-700HF” に変更します。

④設定したい位置までカーソル

を移動し、ホールドを離します。

⑤” 適用 (A)” をクリックします。
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メインディスプレイ

(15 インチモニター )

サブディスプレイ

       (AS-700HF)

① ②

⑥変更位置を確認します。

【変更前】

【変更後】

メインディスプレイ

(15 インチモニター )

サブディスプレイ

       (AS-700HF)

①

②
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4. 外形寸法図
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5. 仕様一覧

ディスプレイサイズ

インターフェース 

解像度 

電源

対応スペック 

ディスプレイサイズ 

ディスプレイタイプ 

バックライト方式 

輝度 

視野角度 

操作温度 

操作湿度 

ケーブル長 

重量

本体色

外箱寸法

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

7インチ / フルフラット

USB

1,024X600

5V

1.2 ギガヘルツ (GHz) 以上のプロセッサ

153.6(H)×90(V)mm

TFT-LCD( デジタルパネル )

LED

250nits

水平 :150°, 垂直 :140°

-20℃～ 45℃

20％～ 80％

約 130cm （ポールなし時）

※延長ポール×2本使用時： 約 104cm

※延長ポール×1本使用時： 約 117cm

約 840g （ポールなし時）

※延長ポール×2本使用時： 約 930g

※延長ポール×1本使用時： 約 885g

・ホワイト： AS-700HF(W)

・ブラック： AS-700HF(B)

235×295×100mm


