製品データシート

SD7000 Surface Pro ドッキング ステーション
パーツ番号 : K62917NA
UPC コード : 8589662917

Surface Pro 向けの究極のドッキング ソリューションが登場しました。 SD7000 デュアル Surface Pro ドッキ
ング ステーションを利用すれば、作業環境で 2 台の外部モニターを利用したり、有線ネットワークやお好みの
USB アクセサリに接続したり、Surface Pro をデスクトップ モードやスタジオ モードで利用したりすることがで
きます。 Microsoft 独自の Surface Connect テクノロジーを活用し、デスクトップの専有面積も少なくケーブ
ルを整理しながら、シームレス ドックに確実に接続し、手軽に充電を行えます。 別売の統合ロックを利用して
Surface Pro を保護できる SD7000 は、将来のデスクトップ環境に対応するクラス最高のドッキング/ロッキング
機能を備えています。

機能 & 利点
• Surface Pro 専用に設計され、シームレスな充電と同期
• 関節型ヒンジにより Surface Pro をディスプレイとして縦置き、または描画、書き込み、写真編集向けに
操作しやすい角度（スタジオ モード）に横置き
• HDMI および DisplayPort マルチモード (4K モニター 1 台を 3840x2160@60Hz で、または 4K モニター 2
台を 3840x2160@30Hz で) の多彩なビデオ接続手段で外部モニターに出力
• 5 つの USB ポート – 4 つの USB 3.0 ポート (最高 5Gbps, 5V/0.9A) とデータ同期用の 1 つの USB-C ポート
(最高 5Gbps、データ専用、5V/3A) で生産性機能を拡張
• Surface Pen 用の磁気取り付けでペンを手元に保管してすぐに利用可能
• 別売のロック モジュールで Surface Pro を盗難から保護 (K62918WW)
• Gigabit Ethernet ポートが高信頼の 1Gbps 有線ネットワーク接続を提供
• ヘッドフォンまたはマイク アクセサリー向けに 3.5mm コンボ オーディオ ポート
• Kensington Security Slot でケーブル ロックを手軽に活用しドックを保護

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
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技術仕様
システム要件
• サポートしているシステム
{{

Surface Pro (第５世代) および Surface Pro 4

• プラグ アンド プレイ
{{

あり

• サポートしているオペレーティング システム
{{

Windows 10

ホスト接続
• ホスト ドッキング コネクタ : Surface Pro をドッキング/充電するための統合 Surface Connector

ビデオ接続
• ビデオ コネクタ

• サポートする最大解像度

{{

DisplayPort++ v1.2

{{

単一モニター : 4K@60Hz

{{

HDMI v2.0

{{

デュアル モニター : 4K@30Hz

USB接続
• すべてのポート : 最高 5Gbps の転送速度

• USB-A 3.0 ポート (5V/0.9A) : 4

• USB-C 3.1 Gen 1 ポート (5V/3A) : 1

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 : 3.5mm コンボ オーディオ ポ
ート

• サポートしているオーディオ チャンネル : ステレオ
LR

電源と環境
• 電源アダプタ定格 : 90W (15V/6A)

• 動作温度 : 0～50° C (32～122° F)
• 保管温度 : -18～60° C (-0.4～140° F)
• 相対湿度 : 非結露状態で 20%～80%

素材の仕様
• 外装
{{

筐体 : PC ABS と生地

{{

アーム : 亜鉛合金、クロム

• 底部
{{

金属ベース プレート : 板金

• 製品色
{{

PMS クール グレー & クロム Bright Class 1
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製品寸法
• Surface Pro 用ドッキング クレードル

• ベース

{{

幅 : 311mm (12.2in)

{{

幅 : 250mm (9.8in)

{{

奥行き : 52mm (2.0in)

{{

奥行き : 163mm (6.4in)

{{

高さ : 205mm (8.0in)

{{

高さ : 32mm (1.3in)

• ユニット重量 : 3.27kg (7.2lbs)

• 筐体の色と素材 : PMS クール グレー 6c、PC ABS

• デスクトップ面積 : 4082cm2 (63in2)

パッケージの寸法
• パッケージ方法 : 茶色の箱
• パッケージの寸法 :

• パッケージの内容
{{

SD7000 Surface Pro ドック

{{

幅 : 393mm (15.5in)

{{

電源

{{

奥行き : 162mm (6.4in)

{{

インストラクション ガイド

{{

高さ : 327mm (12.9in)

{{

保証書

• パッケージ重量 : 4.5kg (10lbs)

{{

K62197NA には US 電源ケーブルが付属

• マスター カートン : 2 pcs

{{

{{

幅 : 792mm (31.2in)

{{

奥行き : 330mm (13.0in)

{{

高さ : 26.0in (660mm)

{{

K62197EU には UK 電源ケーブルと EU 電源ケーブ
ル x 1 が付属
K62197AU は AU 電源ケーブルが付属

生産国、規制、および保証
• 生産国 : 中国

• 保証 : 3 年限定保証 (世界中)

• 認定 & 準拠 : FCC, IC, CE EMC, RCM, VCCI, CCC,
BSMI, KC, EAC, UkrTEST, NOM, RoHS, HLK, ACCO
RSL, Designed for Surface

その他の機能 & 注意事項
• Kensington Security Slot
• ロッキング キット (別売 - K62918WW)
• Surface Pen 磁気ストレージ
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