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① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①Gigabit LAN（RJ-45）ポート
●10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T 対応
　Realtek 製コントローラを搭載しており、WindowOS・macOS ともに、
　OS 既存のドライバーで動作します。
　※接続環境によっては、接続先のルーターの設定などで、本機固有の MAC アドレスの
　　ポート開放を行う必要があります。

②USB-A（USB3.2Gen1) ポート［ダウンストリーム］
●USB-A デバイスを接続できます。
　転送速度は、USB3.2 Gen1( 旧 USB3.0/USB3.1Gen1）規格（最大 5Gbps) に準拠します。
　USB2.0、1.1 と互換性があります。
　USB メモリなどのストレージ、キーボードやマウスなどの入力機器等を接続可能です。
　※消費電力の高い機器は使用できない場合があります。
　※本製品は、USB ハブ機能を有しますが、全てUSB機器に接続・動作を保証するものではありません。

③USB-C（USB3.2Gen1)/USB PD（USB PowerDelivery3.0 対応）ポート
●USB-C デバイスの接続、または USB PowerDelivery 対応 AC アダプタが接続できます。
　ダウンストリーム動作時、転送速度は USB3.2 Gen1 規格（最大 5Gbps) に準拠します。
　USB Power Delivery (USB PD) 規格対応の AC アダプタを接続した場合は、最大 85W で、
　パソコン側に電力供給が可能です。(※100W の USB PD 充電器利用時）
　※PD 供給電力は、接続先するパソコン側の仕様・給電元の AC アダプタの能力に依存します。
　※消費電力の高い USB 機器は使用できない場合があります。

④HDMI ポート
●HDMI 接続対応ディスプレイを接続時、映像出力することができます。
　DisplayPort Alt モードに対応した USB-C ポートを有するパソコンでのみ動作します。
　・4K 対応ディスプレイへ接続　         →　4K:3840 x 2160 @30Hz ( 最大）
　・フル HD 対応ディスプレイへ接続　→　1080P:1920 x1080 @60Hz ( 最大）
　※HDMI ケーブルは付属しません。別途ケーブルをご用意ください。
　※ディスプレイ側に対応解像度、設定方法を必ずご確認ください。

⑤D-sub（VGA) ポート
●D-Sub(15pin) 接続対応ディスプレイを接続時、映像出力することができます。
　・ 1080p( フル HD) : 1920 x1080 @60Hz ( 最大）
　※D-sub(VGA) ケーブルは付属しません。別途ケーブルをご用意ください。
　※ディスプレイ側に対応解像度、設定方法を必ずご確認ください。

⑥USB-C ケーブル
●本体直付の USB-C ケーブルです。PC に直接接続してください。

■HDMI と D-Sub は同時出力可能ですが、同じ映像が出力されます。

1. 各部説明

2. 映像出力の設定方法 (Windows10 の場合）
1. 画像左下の検索ボックスに「セカンド」もしくは「セカンドスクリーン」と入力します。
　キーボードが接続されている場合は、「Windows＋P キー」のショートカットで、同様のメニュー表
　示が可能です。

2．表示された結果から「セカンドスクリーンを表示する」を選択します。

3．「PC 画面のみ」「複製」「拡張」「セカンドスクリーン」の 4 項目が表示されます。
　　「複製」もしくは「拡張」のどちらかを選択します。
　・複製：ノートパソコン / タブレット画面と同じ内容 ( 複製）をディスプレイに表示する
　・拡張：ノートパソコン / タブレット画面の作業範囲をセカンドディスプレイに拡げる（拡張する）
　　※解像度は、出力先ディスプレイの対応解像度に依存します。

セカンドスクリーンメニュー検査ボックス

検索画面
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Q1.「表示ズレ」「PC 再起動時に設定解像度が変更される」「表示されない」などの現象が発生する
A1. EDID（Extended Display Identification Data）という、コンピュータやディスプレイなどの機器
      の間でやり取りする表示解像度やリフレッシュレートなどの動作設定の情報が、何らかの理由で
　　うまく通信できていない可能性があります。
　　その際は、
　　・ディスプレイケーブルを抜き差しする
　　・ディスプレイケーブルを別のものに交換する
　　・ディスプレイ側の電源を入れ直す
　　などをお試しください。
　　また、ディスプレイ側（PC モニタやテレビなど）が EDID 未対応の場合も考えられます。
　　対応については、ディスプレイ・テレビメーカーにご確認ください。

Q2. 再起動時やスリープからの復帰などにあと動作しない（Windows10 の場合）
A2. 下記の OS 設定をご確認ください。
　　1. USB セレクティブサスペンドの無効化をお試しください。
    　2. 高速スタートアップの無効化をお試しください
    　3. WindowsOS の “ドライバーの自動更新” が、OFF になっているかご確認ください。
   　(※OS の設定変更には、管理者権限でのログインが必要です）

Q3.USB ポートに、映像変換ケーブル（USB→HDMI 変換 etc) をつないだが操作しない。
A3. 仕様上そういった使い方はできません。

Q4.USB-C ポートから PowerDelivery 機能を使い、他のパソコンへの充電ができない。
A4. 仕様上そういった使い方はできません。
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AM-TMD02

USB-C   （Type-C）コネクタ

約 30cm（コネクタ部分含まず）

①Gigabit LAN(10/100/1000）ｘ1
②USB-Aｘ1［USB3.2 Gen1・ダウンストリーム］
③USB-Cx1［USB3.2 Gen1・ダウンストリーム
　データ転送 /PD 充電 両対応 , PowerDelivery3.0］
④HDMIx1
⑤D-Sub（15 ピン）x1

最大 85W（※100W の USB PD 充電器利用時）

バスパワー（PD 給電時はセルフパワー動作）

USB 3.2 Gen1 SuperSpeed/5Gbps（理論値）

・HDMI [1080P：1920x1080@60Hz（最大）]
      　    [4K：3840x2160@30Hz（最大）]
・VGA   [1080P：1920x1080@60Hz（最大）]

・DisplayPort Alt mode 規格に対応した
   USB-C（Type-C）ポートを有する機器
・USB PowerDelivery 規格に対応した
   USB-C（Type-C）ポートを有する機器
Windows10、macOS(v10.12) 以降

W125 x D48 x H17.5mm

約 82g（ケーブル・コネクタ含む）

温度 5 ～ 40℃、湿度 30 ～ 80%（結露なきこと）

中国

ご購入日より 1 年間（保証書・購入証明必須）

●製品仕様
型番

接続コネクタ

USB ケーブル長

USB PD 供給可能電力

電源方式

USB 最大転送速度

対応 OS

外形寸法

重量

動作温度

製造国

保証期間

ポート

映像出力

対応機器

3. 映像出力の設定方法（macOS の場合）

https://mobo-jp.com/faq/

■トラブルシューティングや製品に関する FAQ に関しては
    下記のページでも公開しておりますので、ご参照ください。

FAQ

1. 画面左上のアップルアイコンをタップし、「システム環境設定」をタップします。

2. メニューから「ディスプレイ」を選択します。

3.「配置」の中の、「ディスプレイをミラーリングする」のチェックボックスを操作します。
　チェックボックスをON　：ミラーリング (複製）
　チェックボックスをOFF：拡張

ディスプレイ

システム環境設定


