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製品データシート

LD4650P K-Fob™ スマート ロック付きユニバーサル 
USB-C ドック 
パーツ番号：K38401M (マルチ ユーザー)、  K38400NA (シングル ユーザー)
UPC コード： 8589638401 (マルチ ユーザー)、 8589638401 (シングル ユーザー)

K-Fob™ スマート ロック付き LD4650P ユニバーサル USB-C ドックは、Kensington が厳格なテストを行った
ユニバーサル USB-C ドック技術と次世代の暗号化デジタル ノート PC ロック技術を兼ね備え、Windows ユ
ーザー向けに時代を変革する 2-in-1 ドック/ロック ソリューションを提供しています。互換性と生産性を向
上する本製品は、ノート PC の盗難のリスクを減らし、企業のセキュリティ規則を遵守するお手伝いをいた
します。Dell、HP、Lenovo、そしてその他のメーカーの、サイズが 11～15” の薄型/軽量ノート PC を 
保護します。
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製品データシート

機能と利点

• アクセス オプション – 固定デスクユーザー向けに簡単なロック体験を提供するシングル ユーザー版 
(K38400NA)、またはホット デスキング、ホテリング、共用ワークスペース向けに管理者コントロー
ルを提供するマルチ ユーザー版 (K38401M) 

• 対応する Windows 10 システム向けのプラグ アンド プレイ
• USB-C 接続でデータ (最大 10Gbps)、ビデオ、オーディオを転送しながら、簡単なプラグ アンド プ

レイで USB-C 対応ノート PC に最大 60W の給電を行います。
• Windows 向けに DisplayPort++ 経由で外部モニター、TV、プロジェクターに接続し、デュアル 

1080P ビデオ出力**
• 生産性を向上するポートは、USB-A 3.1 Gen 2 ポート (10Gbps;5V/0.9A) x 2、USB-A 3.1 Gen 1 ポー

ト (5Gbps;5V/0.9A) x 2、1Gbps Ethernet ポート x 1、コンボ 3.5mm オーディオ入出力ポートを備
え、周辺機器アクセサリーを接続

• K-Fob™ スマート ロック テクノロジーが、鍵を使わないロックの便利な暗号化セキュリティを提供
• プロフェッショナル仕様のロック デザインは Kensington の業界を代表する堅牢性に関するテスト基

準を満たしており、ノート PC 側面のポートを邪魔することなく、ノート PC の改良も不要
• 長さ調節可能なセキュリティ アームは 11”～15” の薄型/軽量ノート PC に対応し、工具を使わずに

手軽に調整可能
• 傷防止バンパーがノート PC の画面やフレームを損傷から保護
• 柔軟なセキュリティ オプションで、取り外し可能なテザリング ロック ケーブル、または Kensington 

Security Slot とケーブル ロックを使って固定オブジェクトにステーションを取り付け、またはデスク
トップ取り付けホールを使って固定

• Register & Retrieve™ プログラムが無料でクラウド ベースのキー フォブ交換手段を提供
• 3 年間期限付き保証
* PD 機能を持つ USB-C デバイスにのみ対応
** ホスト デバイスは USB-C 経由の Alt モードをサポートしている必要があります、Windows 専用

マルチ ユーザー版およびシングル ユーザー版を利用可能 - どちらのアクセス オプションを
ご要望ですか？

管理者がコントロール可能なマル

チ ユーザー版 - K38401M

シングル ユーザー版 K38400NA/

EU/AP

対象環境 共用ワークスペースおよび専用デ
スク

専用デスク

管理者キー フォブ アクセス はい いいえ

K-Fob™ 登録が必要 はい いいえ

登録した任意の K-Fob™ を利用

可能

はい いいえ、発行された K-Fob™ のみ
受け付けます

アクセス詳細 ノート PC を挿入し、ロック ア
ームを押して保護、登録した 
K-Fob™ を使ってロック、ロック
の解除には同じ K-Fob™ を使用

ノート PC を挿入し、ロック アー
ムを押して保護、ロックの解除に
は提供された K-Fob™ を使用
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製品データシート

技術仕様
システム要件

• サポートしているオペレーティング システム : 
Windows 10

• システム リソース要件 : 最大 60W の USB-C Power 
Delivery (PD) および USB-C 経由の DisplayPort Alt 
モードを統合サポートしている USB-C デバイス

• サポートしているシステム : 11”～15” のリア ヒ
ンジ型ノート PC

• プラグ アンド プレイ : Windows 10 USB-C ホスト 
デバイス互換

• Power Delivery : USB Power Delivery 3.0 プロファ
イル 5V、9V、12V、15V、および 20V、最大 3A 
をサポート

ホスト接続

• ホスト ドック コネクター : 最大 60W の USB-C Power Delivery (PD) および USB-C 経由の DisplayPort Alt 
モードを統合サポートしている USB-C。Thunderbolt 3 ホスト デバイス互換。

ビデオ接続

• ビデオ コネクター : 
 { DisplayPort v1.2++

• HDCP サポート : なし

• サポートしている最大解像度 : 
 { シングル モニター : 2560 x 1440 @ 60Hz
 { デュアル モニター : 1920 x 1080 @ 60Hz

USB接続

• USB-A 3.1 Gen 2 ポート : 最大 10Gbps の転送速度
を誇るポート (5V/0.9A) x 2

• USB-A 3.1 Gen 1 ポート : 最大 5Gbps の転送速度
を誇るポート (5V/0.9A) x 2

ネットワーク接続

• Ethernet ポート : RJ45 • 互換性のある Ethernet 速度 : 10/100/1000 Mbps

オーディオ接続

• オーディオ コネクター : 
 { 3.5mm オーディオ入出力用ポート x 1 

• サポートしているオーディオ チャンネル : ステレ
オ LR

LEDインジケータ

• LED 青 : 正しいキー フォブ、セキュリティ アーム
開放

• LED 緑 : ロック

• LED 赤 : エラー/誤ったキー フォブ
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電力および環境要件

• 電源アダプター規格 : 
 { 入力 : 100～240V AC、50～60 Hz、1.5A
 { 出力 : 20V DC、5.5A

• 動作周波数 : 13.56MHz

• 放射電力 : 0.0033 mW (EIRP)
• 動作温度 : 0～40° C (32～140° F) 
• 保管温度 : -40～70° C (-40～158° F)
• 相対湿度 : 非結露状態で 5%～95%

製品寸法

• ユニットのサイズ : 
 { 幅 : 320mm (12.6in) 
 { 奥行き : 220mm (8.7in) 
 { 高さ : 44mm (1.7in)

• ユニットの重量 : 1.47kg (3.21lbs)
• セキュリティ ケーブル : 7x7 ワイヤー、4mm コア

を被覆して 5mm、長さ 1.8m (6.0ft)
• USB-C ケーブル : 0.5m (1.6ft)

パッケージの寸法

• パッケージ方法 : 白箱
• パッケージのサイズ : 

 { 幅 : 362mm (14.3in)
 { 奥行き : 320mm (12.6in) 
 { 高さ : 83mm (3.3in)

• パッケージ重量 : 3.34kg (7.37lbs) 
• マスター カートン : 5 pcs

• パッケージの内容 : 
 { K-Fob スマート ロック付き LD4650P ドック x 1
 { 1 つのキー リングに 2 つのユーザー キー フォブ
 { 0.5m USB-C USB 3.1 Gen 2 ケーブル  

(10Gbps) x 1
 { 0.5m USB 2.0 オス型 to オス型ケーブル x 1  

(電源喪失時に使用)
 { セキュリティ ケーブル x 1
 { クイックスタート インストラクション ガイド x 1
 { 保証書 & コンプライアンス シート

生産国、規制、および保証

• 生産国 : 中国
• 認定 & 認定 & コンプライアンス : CE, FCC, IC, 

RCM, ROHS ,WEEE, REACH, IMDA

• 保証 : 3 年間期限付保証 (ワールドワイド)

その他の機能

• Kensington Security Slot

注意事項

• 複数の SKU

 { 管理者コントロール付きマルチ ユーザー版 
K38401M

 { シングル ユーザー版 K38400NA

• アダプタは別売

 { HDMI への DisplayPort (K33984WW)
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前面

背面

電源ケーブル

LED インジケータ

長さ調整可能な 
セキュリティ アーム

長さ調整可能な 
セキュリティ アーム

傷防止バンパーデスクトップ  
マウント ホール  
(リフト パッド)

テザリング 
セキュリティ 

ケーブル

K-Fob (2)

Gigabit 
Ethernet

3.5mm オーディ
オ入出力ポート

USB-A 3.1  
Gen 1 ポート 

(2)

USB-A 3.1  
Gen 2 ポート 

(2)

Kensington 
Security Slot

USB-C PD  
ポート

Display Port 
v1.2++ (2)

DC20V


