
ELSA グラフィックスボード 
クイックインストールガイド  Ver.7.0はじめにお読みください

裏面へつづく

この度は本製品をご利用頂き、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、このクイックインストールガイドをお読みください。
お読みになった後は大切に保管してください。

パソコンに取り付ける

一部のハイエンド製品は６ピン補助電源の他に、８ピン補助電源も使用するものがございます。
※これらの製品の動作には、グラフィックスボード用 8ピン補助電源コネクタを標準搭載している電源ユニットが必要です。

パソコンの電源ユニットに搭載されているグラフィックスボード用６ピン電源ケーブルを接続して
ください。
ハイエンド製品の場合、6ピン補助電源コネクタ×2の電源が必要な場合があります。

６ピン補助電源コネクタ×2６ピン補助電源コネクタ×1

6ピン補助電源コネクタ 8ピン補助電源コネクタ

グラフィックスボード用
電源コネクタ

マザーボード用
電源コネクタ

８ピン電源ケーブルには、グラフィックスボード用とマザーボード用がご
ざいます。接続時に誤ってマザーボード用の電源を接続しないようにご
注意ください。
※ 誤って接続した場合、製品を焼損する可能性があります。

ディスプレイを接続する
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※製品によって搭載コネクタや、同時に出力できる画面の数は異なります。各種接続ケーブルは製品には付属しておりません。
ロープロファイルデザイン対応製品は、標準のブラケットを取り外して付属のロープロファイルブラケットを取り付けることで、ロープロファイル対応パソコンにも取り付けることが可能です。(※下図は参考例です）

ロープロファイルブラケット付属製品のブラケット交換方法  ※ロープロファイルブラケット付属製品のみ

ディスプレイコネクタを固定する際に使用するネジがブラケットの
固定にも使われていますので、このネジを取り外します。
外したネジは再度固定用に使いますので、紛失しないよう注意して
ください。

固定用のネジを外した後、ブラケットを取り外し、製品に付属し
ているロープロファイルブラケットの取り付けを行います。

ATX ブラケット ロープロファイルブラケット

最後に一度取り外した固定用のネジで、ロープロファイルブラケット
をグラフィックスボードに固定します。
ディスプレイコネクタが２つ搭載された製品は、もう１つのコネクタ
も同じ手順でロープロファイルブラケットを取り付けてください。
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DisplayPort コネクタを
搭載した液晶ディスプレイ

DisplayPort に DisplayPort to DVI 変換
ケーブルを取り付けることで、DVI デジ
タル出力でディスプレイを接続する事が
できます。

DisplayPort to
DVI 変換ケーブル

DisplayPort
ケーブル

DVI-I /Dコネクタを搭載した
液晶ディスプレイ

アナログディスプレイに接続したい場合
は、付属の DVI to VGA 変換アダプタを
ご利用ください。
※DVI-D は接続できません

DVI to VGA
変換アダプタ

HDMI 出力機能を搭載した製品は、DVI
コネクタに DVI to HDMI 変換アダプタを
取り付ける事で、HDMI 出力が可能です。
※HDMI 出力対応製品のみ

DVI to HDMI
変換アダプタ

HDMI ケーブル

HDMIコネクタを搭載した
液晶テレビや液晶ディスプレイ

HDMI ケーブルに HDMI to DVI 変換アダプ
タを取り付けることで、DVI コネクタを搭
載したディスプレイに接続することができ
ます。

HDMI to DVI
変換アダプタ

Mini HDMI to HDMI
変換ケーブル

Mini HDMI出力HDMI出力

DisplayPort出力

VGAケーブル

VGAコネクタを搭載した
CRTモニタや液晶ディスプレイ

VGA出力

HDMIコネクタを搭載した
液晶テレビや液晶ディスプレイ

HDMI コネクタに Mini HDMI to HDMI 変
換アダプタを取り付けることで、HDMI コ
ネクタを搭載したディスプレイに接続する
ことができます。

Mini HDMI to HDMI
変換アダプタ

取り付け作業際の注意事項

製品によっては補助電源コネクタをボードに備えている製品がございます。確認して必ず接続してください。

パソコンの電源を投入する前に、コネクタを対応したディスプレイに接続してください。

挿し込みが完了したら元の状態に
ネジ等で固定します。

取り付けるスロットの位置を確認して
金具を取り外します。

パソコン本体から電源コードを外して、パソコン本体のカバーを取り外します。

ボードを真っ直ぐに挿し込みます

DVI ケーブル

DVI-I コネクタ DVI-D コネクタ
（デジタル出力専用）

Mini DisplayPort コネクタ

DVI出力

濡れた手で本製品の設置や取り外しを行わないでください。
感電する可能性や部品の故障に繋がりますので、絶対に行わないでください。

本製品の取り付けや取り外しを行う前に、
必ず PCの電源プラグをコンセントから外してください。
電源プラグが接続されたまま取り付けや取り外しを行うと、不意の電源投入などにより、感電
や故障の原因になります。

パソコンの電源を切った直後は、パソコン内部の部品に
触れないでください。
パソコン内部の部品は高温になる物が存在し、手を触れたりするとやけどをしたりするものが
あります。

グラフィックスボードを取り付ける前に、体内に蓄積された
静電気の放電を行ってください。
特に冬場など体内に静電気が蓄積されやすいので、作業前に静電気を放電してから取り付け作
業を行ってください。（静電防止手袋など使用するとベストです）

本製品を使用する際に、以下の場所では使用しないでください。
風呂場や水道の近く、結露しやすい場所、ホコリの多い場所、直射日光が当たる場所、常時
振動が発生する場所など。

ボードを取り付ける際には、念のためハードディスク内の
必要なデータをバックアップしてください。
プログラムの組み合わせにより、Windows が正常に動作しなくなる場合もありますので、バッ
クアップは必ず行ってください。
バックアップの作成を怠った為のデータの損失や破損した場合、弊社ではその責任を負いかね
ますのであらかじめご了承ください。

以前に使用していたボードなどを取り外す際には、パソコン内の
ホコリも掃除して新しいボードを取り付けてください。
ホコリなどが内部に付着したまま使用すると故障の原因になります。

本製品を落としたり強い衝撃を与えないでください。
落下などによる部品の破損は修理保証対象外になりますのでご注意ください。
また変な臭いや異常音が発生したり、煙等が出たりした場合、パソコンの電源をただちに切っ
てください。そのまま使用すると、ショートして火災を起こしたり、パソコン本体に深刻なダメー
ジを与える可能性があります。

パソコンには複数の種類の拡張スロットが搭載されています。
主にグラフィックスボードで使用するのは、PCI Express x16 拡張スロット
になります。マザーボードのマニュアル等を参照し、拡張スロットをよく
確認した上で対応したスロットに製品を取り付けてください。

拡張スロットの種類

PCI Express x1 スロット

PCI Express x16 スロット

しっかりと挿さっている場合、グラフィックスボードの金属
端子部分がほとんど隠れるような状態になります。

差し込みが不十分な状態や、斜めに差し込んだ状態で使用する
とショートを起こし、グラフィックスボードやマザーボードの拡張
スロットを破損する可能性があります。

スロットに差し込む際の注意
取り外すネジ



ドライバーのインストール
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本製品はドライバー CDが付属されておりませんので、インター ネットからグラフィックスドライバーをダウンロードする必要があります。
下記の手順を参照して、ダウンロードしたドライバーファイルを任意の場所へ保存してください。

グラフィックスボードの取り付け作業を行う際によくあるご質問を掲載しています。

困ったときは

〒105-0014 東京都港区芝3丁目42番10号 三田UTビル

● 弊社Webサイトにて、製品情報及び詳細、FAQ、動作確認情報等を掲載しております。お問い合わせの前にご確認ください。● 製品の初期不良及び故障と思われる場合には、ご購入頂きました販売店様もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。

エルザ ジャパン サポートセンター TEL：03-5765-7615　FAX：03-5765-7235　Mail：sup-jp@elsa-jp.co.jp　URL：http://www.elsa-jp.co.jp
営業時間 10：00～18：00（土日祝祭日、当社指定休日は除く）

インターネットからのドライバーダウンロード手順

新しいドライバーのインストール

Windows 10  / 8.1 / 8 / 7
（ 各 32bit 及び 64bit ） 

対応 OS：

グラフィックスボードを取り付け後、電源を入れても画面が表示されません。

ディスプレイケーブルがグラフィックスボードと正しく接続されているかご確認くださ
い。また、動作に必要な電源が足りない、マザーボードの BIOS が対応していない、
デバイスが競合している、グラフィックスボードが壊れているなどが考えられます。
最小構成にしての起動確認や BIOS のアップデート、設定などをお試しください。

P2のステップ 1-5 の通り補助電源コネクタに電源ケーブルを正しく接続してください。
電源ケーブルを接続していても上記メッセージが表示される場合は、電源が付属して
いるか、電源ユニットが故障している場合があります。

電源を入れると、画面に「PPLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe 
POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD」と表示され、パソコンが起動
しません。

より詳細な情報はELSA Webサイトのサポートをご参照ください。

ELSA （エルザ）は、テクノロジージョイント株式会社の登録商標です。NVIDIA、NVIDIA ロゴは、NVIDIA corporation の商標です。Microsoft（その他商標・登録商標名）は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標及び登録商標です。
その他の商品名は各社の商標または登録商標です。仕様などは予告なしに変更されることがあります。

※ユーザーアカウント制御のダイアログが表示される場合は、許可を選
択して続行してください。

※インストール中に Windows セキュリティのメッセージが表示されまし
たら、「このドライバソフトウェアをインストールします（ I ）」をクリック
して継続してください。

※「今すぐ再起動する」が表示されない場合でも、一度再起動してください。

再起動後、正常に画面が表示されればドライバーのインストール作業は完了です。

Windows 10  / 8.1 / 8 / 7
（ 各 32bit 及び 64bit ） 

対応 OS：

グラフィックスボードの交換等で、以前使っていたドライバーがインストールされている場合は、必ず古いドライバーを削除した後、新しいドライバーをインストールしてください。
古いドライバーが残っている状態で、新しいドライバーを上書きインストールしてしまうと、動作不良の原因となります。

古いドライバーのアンインストール

ELSA Webサイトからダウンロードの場合
下記のURL へアクセスしてください。
http://www.elsa-jp.co.jp/support/download/driver/

ご利用のオペレーティングシステムのリンク先より、ドライバーファイル
をダウンロードしてください。

NVIDIA Webサイトからダウンロードの場合
下記のURL へアクセスしてください。
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp

インストールされているプログラムの一覧から｢NVIDIA グラフィックスド
ライバー｣を選択しダブルクリックします。

再起動後、ダウンロードしたドライバーファ
イルをダブルクリックしてセットアップを
開始してください。

インストールメニューが起動しましたら、
「同意 / 続行」ボタンをクリックして、画面
に従いインストールを進めます。

インストールオプションの画面が表示され
ましたら「高速（推奨）」を選択して「次へ」
をクリックしてインストールを開始してく
ださい。

インストール完了後、「今すぐ再起動する」をクリックしてください。

Windows 8.1 / 8 / 7 の「NVIDIA グラフィックスドライバー」アンインストール手順

ケース 2：
「コントロールパネル」（表示方法 アイコン
の場合）－＞「プログラムと機能」をクリッ
クします。

「NVIDIA アンインストーラー」の「NVIDIA
アンインストーラーが終了しました」のメッ
セージが表示され、「今すぐ再起動する」を
クリックしシステムを再起動してください。

5

「NVIDIA アンインストーラー」の「このソ
フトウェアを削除してよろしいですか？」
のメッセージが表示され、「アンインストー
ル」をクリックしてください

4

インストールされているプログラムの一覧
から「NVIDIA グラフィックスドライバー」
（バージョン）ー＞「アンインストールと変
更」をクリックします。

3

ケース 1：
「コントロールパネル」（表示方法 カテゴリ
の場合）－＞「プログラム」－＞「プログラム
のアンインストール」をクリックします。

2

｢スタート｣（左クリック）→｢コントロールパ
ネル｣をクリックします。

1

※画面はWindows 7 のものです。

Windows 10 の「NVIDIA グラフィックスドライバー」アンインストール手順

「NVIDIA アンインストーラー」の「NVIDIA
アンインストーラーが終了しました」のメッ
セージが表示され、「今すぐ再起動する」を
クリックしシステムを再起動してください。

6

「NVIDIA アンインストーラー」の「このソ
フトウェアを削除してよろしいですか？」
のメッセージが表示され、「アンインストー
ル」をクリックしてください

5

さらに「アンインストール」をクリックし
ます。

「NVIDIA グラフィックスドライバー」（バー
ジョン）ー＞「アンインストール」をクリッ
クします。

4

「アプリと機能」－＞「NVIDIA グラフィック
スドライバー」（バージョン）をクリックし
ます。

3

「Windows の設定」－＞「アプリ」をクリッ
クします

2

「スタート」（左クリック）－＞「設定」をク
リックします。

1

1

2

3

4

ドライバーのインストール手順は、対象となるPCシステムが既存（挿し替え）か新規かによって異なります。
既存システムへの挿し替えの場合はまず先に「古いドライバーのアンインストール」を行ったあと「新しいド
ライバーのインストール」へお進みください。

新規システムの場合は直接「新しいドライバーのインストール」へお進みください。

※画面はバージョン 1703 のものです。

※該当のドライバーファイルが見つからない場合は、NVIDIA WEB
サイトよりダウンロードしてください。


