
Note
• Please be careful not to scratch the LCD panel or the cabinet with the panel protector during installation. Also please do not 

remove the panel protector often. It may scratch or result in damage to the LCD panel.

• The panel protector has a non-glare treatment side and a glossy side. Use preferable side.

• When using LCD monitor with optional panel protector, it is preferable to avoid using downwards. In this condition, the panel 
protector might become bend or slip out from the monitor.

Installation
Before installation, please remove dust and stains from the LCD panel.

1.

(1)

(2)

2.

Lever

1. Set the panel protector into the grooves of the panel frame; the lower first (1), then the upper (2).

2. With the enclosed tool (Lever) set the tabs of the panel protector into the side grooves (4 tabs).

Put the lever on the tabs of the panel protector and move it toward the LCD panel to install. Position the protector into the 
LCD panel tightly without leaving an opening.

For the recommendation, please use the stoppers to prevent the panel protector from bending or slipping 
out from the monitor.

Before installation the stoppers, please remove dust and stains from the cabinet of the monitor. Follow 
these steps to install the stoppers.

1. Remove the protection paper from the stoppers.
2. Install the stoppers on the cabinet of the monitor.

Removing
Release the stoppers from the cabinet. Put the lever on the tabs of panel protector and move it toward the 
cabinet to remove.

Cleaning
Note
• Please be sure to keep the panel protector immobilized while cleaning it. Otherwise it may scratch the surface of the LCD 

panel. To hold the panel protector by hand, use a soft cloth to avoid dust or finger prints.

• Chemicals such as alcohol and antiseptic solution may cause gloss variation, tarnishing, and fading of the cabinet or panel, 
and also quality deterioration of the image.

• Never use any solvents or chemicals, such as thinner, benzene, wax, and abrasive cleaner, which may damage the cabinet or 
panel.

The panel surface can be cleaned with a soft cloth such as cotton or lens paper.
If necessary stubborn stains can be removed by moistening part of the cloth with water to enhance its 
cleaning power.

Tips
• The optional ScreenCleaner is recommended for cleaning the cabinet and panel surface.

Specification
Surface treatment Non-glare side: non glare hard coating / Glossy side: hard coating
Coating strength 2H
Reflectivity Less than 6.8 %
Light transmission More than 90 %
Dimension/ Weight 512.5 mm (W) × 289.9 mm (H) × 1.0 mm (D) / approx. 200 g
Accessories Lever (for Panel Protector), Stoppers x 5, User’s Manual

Stopper

• 取り付け・取り外しの際には、液晶パネル面やキャビネットを傷つけないようご注意ください。また、保護パネルを頻繁に
取り外すことはおやめください。液晶パネルが傷つく恐れがあります。

• 保護パネルには、ノングレア面と光沢面があります。お好みでご使用ください。
• 保護パネルを装着したあとは、液晶パネル面を下向きに傾けて設置しないでください。保護パネルが外れることがあります。

①

②

へら

. 保護パネルをキャビネットと液晶パネルの間に、①下部から②上部の順序で上下の溝にはめ込みます。

. 付属のへらを使用して、保護パネルの左右のツメ（４箇所）を左右の溝にはめ込みます。
へらを保護パネルのツメに当て、液晶パネル面側に倒すようにしてはめ込みます。液晶パネルとの間にすき間があかないよ
うに、保護パネルをしっかりとはめ込んで密着させてください。

モニターのキャビネットの汚れやほこりを取り除き、以下の手順でストッパーを取り付けてください。
① ストッパーのテープをはがします。
② ストッパーをモニターのキャビネットに取り付けます。

ストッパーを外し、付属のへらをキャビネット側に倒すようにして保護パネルの左右のツメをおこし、取り外しま
す。

• 汚れをふき取るときは、保護パネルが動いて液晶パネル面を傷つけないように、保護パネルを押さえてください。また、保
護パネルを押さえるときは、指紋などの汚れがつかないように、柔らかい布などをあててください。

• 溶剤や薬品（シンナー、ベンジン、ワックス、アルコール、その他研磨クリーナなど）はパネル面をいためるため絶対に使
用しないでください。

汚れのふき取りには、コットンなどのやわらかい布や、レンズクリーナー紙などをご使用ください。
落ちにくい汚れは、少量の水でしめらせた布で、やさしくふき取ってください。ふき取り後、もう一度乾いた布で
ふいていただくと、よりきれいな仕上がりとなります。

• キャビネットやパネル面のクリーニングには ScreenCleaner（オプション品）をご利用いただくことをお勧めします。

表面処理 ノングレア面：ノングレアハードコート /光沢面：ハードコート
表面硬度 ２H
可視域反射率 6.8%以下
可視光線透過率 90%以上
寸法 /質量 512.5mm（幅）× 289.9mm（高さ）×1.0mm（厚さ）/約 200g
付属品 取り付け・取り外し用へら、ストッパー 5個、取扱説明書

ストッパー
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