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Press Release                                   2021年 9月 17日 

報道関係各位 

FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社 

代表取締役 三原 修 

〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中 8-3-4 

http://www.marshal-no1.jp/ 

 

========================================================================================= 

大画面 27 インチＩＰＳ４Ｋ１０ｂｉｔ液晶モニタ 
リフレッシュレート 280Hz 対応 24.5 インチゲーミング液晶モニタ 

～２製品同時リリース限定台数記念セール開催～ 
========================================================================================= 

 FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社は、ご好評いただいております、ＩＲＩＥシリーズに、新たに２7 イン

チＩＰＳ４Ｋ１０ｂｉｔ液晶モニタ（FFF-LD27P2）、リフレッシュレート 280Hz 対応 24.5 インチゲーミング液晶モニタ

（FFF-LD25G2）の２製品を同時リリースいたします。 

 ＦＦＦ－ＬＤ２７Ｐ２は、１０ｂｉｔの発色と４Ｋの解像度（3840*2160）に対応した、ＩＰＳ液晶パネルを搭載した２７

インチのワイド液晶モニタです。従来の２８インチより一回り小さい液晶ですが、ユーザー様のニーズに合わせ

たサイズになっております。レスポンスタイムがＩＰＳでありながら、最大６０Ｈｚのリフレッシュレートに対応してお

ります。動画編集やデスクワークに最適な液晶モニタとなっております。スピーカーを内蔵しており、ＨＤＭＩ、

ＤＰ（ディスプレイポート）の機器に接続が可能です。シンプルでコストパフォーマンスの良いモデルとなってお

ります。 

 ＦＦＦ－ＬＤ２５Ｇ２は、最大リフレッシュレート２８０Ｈｚに対応した２４．５インチ、フルハイビジョン（1920*1080）、

ＩＰＳ液晶モニタです。ゲーミングモニタを初めてご購入される方にお勧めで、色域はｓＲＧＢで９９％、ＤＣＩ－Ｐ

３で８１．８％と、ゲーム画面の細部にわたる色合いや影などが表示可能です。リフレッシュレート２８０Ｈｚに対

応しているため、スムーズな描写と臨場感のあるゲームプレイが可能です。ＨＤＲ、ＡＭＤ ＦｒｅｅＳｙｎｃテクノロ

ジーに対応しているので、なめらかで美しいゲームプレイをお楽しみいただけます。 

 今回、２製品発売記念として各モデル１００台限定にてＦＦＦ－ＬＤ２７Ｐ２を税込み送料込み３０，８００円、ＦＦ

Ｆ－ＬＤ２５Ｇ２を税込み送料込み３７，０００円にて、販売いたします。この機会に、ぜひＩＲＩＥ液晶モニタをご

検討ください。 

 

販売開始時期   ９月３０日出荷開始予定。 

 

型番/JANコード/価格 

 「２７インチＩＰＳ４Ｋ １０ｂｉｔ対応液晶モニタ」 

  FFF-LD27P2 JANコード：4589969-39766-7  メーカー希望価格 \46,000- 

  製品ＷＥＢ: http://www.marshal-no1.jp/products/fff-ld27p2.html 

 「リフレッシュレート２８０Ｈｚ対応２４．５インチゲーミング液晶モニタ」 

  FFF-LD25G2 JANコード：4589969-39765-0  メーカー希望価格 \49,000- 

  製品ＷＥＢ: http://www.marshal-no1.jp/products/fff-ld25g2.html 
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［読者（ユーザー）様からのお問い合わせ先］ 

FFF SMART LIFE CONNECTED株式会社  support@marshal-no1.jp 

 

［報道関係様からのお問い合わせ先］ 

FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社 

広報担当  TEL.0467-81-4200  kouho@marshal-no1.jp 

製品画像は、下記 URLからダウンロードをお願い致します。 

http://www.marshal-no1.jp/information/form.html#imgdata 

 

 

各ＥＣモール 

FFF-LD27P2 

楽天市場 

https://item.rakuten.co.jp/marshal/fff-ld27p2-cat/ 

PayPay モール 

https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshal/item/fff-ld27p2-cat/ 

Amazon 

https://www.amazon.co.jp/dp/B09FJGPQYF 

Qoo10 

https://www.qoo10.jp/g/921403457 

PREMIUM STAGE ダイレクト 

http://shop.marshal-no1.jp/shopdetail/000000002655 

auPay 

https://wowma.jp/item/522604095 

 

FFF-LD25G2 

楽天市場 

https://item.rakuten.co.jp/marshal/fff-ld25g2-cat/ 

PayPay モール 

https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshal/item/fff-ld25g2-cat/ 

Aazon 

https://www.amazon.co.jp/dp/B09FJGT96Q 

Qoo10 

https://www.qoo10.jp/g/921403537 

PREMIUM STAGE ダイレクト 

http://shop.marshal-no1.jp/shopdetail/000000002656 

auPay 

https://wowma.jp/item/522604379 
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製品仕様 

FFF-LD27P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品型番 FFF-LD27P2

画面サイズ 27 inch

アスペクト比 16 : 9

バックライト WLED

明るさ 300 cd / ㎡

パネルタイプ IPS

解像度 3840 x 2160

リフレッシュレート 最大60 Hz

レスポンス時間 14ms(OD)

視野角 左右 178°/ 上下 178° (CR>10)

コントラスト比 1000：1

VESA マウント 100mm x 100mm

発色 約10 億7374 万色（10bit 時） / 約1677 万色（8bit 時）

色域(Color Gamut) DCI-P3 78% / sRGB 99%

AMD FreeSync 対応（OSD メニューからFreeSync をon に設定した場合）

G-Sync 互換（OSD メニューからFreeSync をon に設定した場合）

HDR 対応（OSD メニューからHDR をon に設定した場合）

インターフェース
HDMI Version 2.0 x 1 / HDMI Version 1.4 x 1 / DP Version 1.2 x 1 /

 φ3.5mm ヘッドフォンジャック x 1

オーディオ 3W スピーカー x 2

ブルーライト軽減 対応（OSD メニューからブルーライト軽減を設定した場合）

Flicker Free 対応

消費電力 最大45W

パワータイプ 12V / 5A

サイズ モニターのみ　 約621mm x 368 mm x 40 mm

スタンド込み 　約621 mm x 442 mm x 160 mm

重量 モニター 約4.4kg ( ケーブル除く) / スタンド 約358g

付属品 AC アダプター( ケーブル長さ 約1.4m） / 電源ケーブル ( 長さ 1.1m）

HDMI ケーブル(Version 2.0 / 長さ 約1.4ｍ）/ DP ケーブル(Version 1.2 / 長さ 約1.4ｍ）

スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書
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製品仕様 

FFF-LD25G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品型番 FFF-LD25G2

画面サイズ 24.5 inch

アスペクト比 16 : 9

バックライト ホワイトLED

明るさ 350 cd/m²

パネルタイプ Fast IPS

解像度 1920 x 1080

リフレッシュレート 最大280 Hz

レスポンス時間 最大 MPRT 1ms （ G to G 5ms）

視野角 左右 178°/ 上下 178° (CR>10)

コントラスト比 1000：1

VESA マウント 100mm x 100mm

発色 約1677 万色

色域(Color Gamut) DCI-P3 81.8% / sRGB 99%

AMD FreeSync 対応（OSD メニューからFreeSync をオンに設定した場合）

G-Sync 互換（OSD メニューからFreeSync をオンに設定した場合）

HDR 対応（OSD メニューからHDR をオンに設定した場合）

インターフェース HDMI Version 2.0 x 2 / DP Version 1.2 x 2

スピーカー 非搭載

ブルーライト軽減 対応（OSD メニューからBlue Light Filter を設定した場合）

Flicker Free 対応

消費電力 12V / 4A　最大40W

モニターのみ　 約557 mm x 324 mm x 48 mm

スタンド込み 　約557 mm x 434 mm x 190 mm

重量 モニター 約3.4kg ( ケーブル除く) / スタンド 約560g

AC アダプター( ケーブル長さ 1.4m） / 電源ケーブル ( 長さ 1.1m）

HDMI ケーブル(Version 2.0 / 長さ 1.4ｍ）/ DP ケーブル(Version 1.2 / 長さ 1.4ｍ）

スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書

サイズ

付属品
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（商品画像） 

FFF-LD27P2製品イメージ 

 

 

 

（商品画像） 

FFF-LD25G2製品イメージ 

        以上 


