
Dual USB-C Dock +LAN

製品仕様

AM-TC2D02SG

AM-TC2D02SG
USB-C ｘ2

［側面横］
・HDMIｘ1
・USB-Aｘ2　
　［USB3.1 Gen1・ダウンストリーム］

［側面奥］
・USB-Cｘ1
　［Thunderbolt3 バイパス /PD 充電対応］
・Gigabit LAN（10/100/1000 BASE-T）ｘ1
［側面手前］
・SD メモリーカードスロットｘ1
・MicroSD メモリーカードスロットｘ1
W 110 x D 44 x H 17 mm

（ゴム足含む / コネクタ含まず）
約 95g
スペースグレイ
USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5Gbps
UHS-I 対応

（最大 104MB/s まで）
4K：3840 x 2160 @30Hz
1080P ：1920 x 1080 @60Hz

［USB-C（Type-C）接続ディスプレイ］
4K：4096 x 2304 @60Hz

［Thunderbolt3 接続ディスプレイ］
5K：5120 x 2880 @60Hz
Mac OS X 10.12 以降
MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016
MacBook Air Retina 13 インチ 2018 および 2019
中国
1 年

型番
接続コネクタ
ポート / スロット

外形寸法

重量
カラー
USB 最大転送速度 ( 理論値 )
メモリーカード規格

（最大転送速度※理論値）
HDMI 出力 ( 最大 )

Thunderbolt3 バイパス
ポート映像出力 ( 最大 )

対応 OS
対応機器

製造国
保証期間



①USB-C ポート［Thunderbolt3 バイパスポート / PD 充電対応］
●USB Power Delivery にも対応しています。

このポートに純正の AC アダプタを接続することによって、充電が可能です。
※最大 100W・給電能力は AC アダプタに依存します。
※他の USB ポート /SD カードスロットでデータ転送を行っている最中は、
　絶対に AC アダプタを抜かないでください。

●Thunderbolt3 対応外付ストレージを接続できます。
最大 40Gbps でのデータ転送可能です。
※USB3.1Gen2 対応ストレージでは、最大 10Gbps です。

●USB-C もしくは Thunderbolt3 接続対応ディスプレイを
接続し、映像出力することが可能です。
出力解像度は、出力先の仕様により異なります。
・USB-C (Type-C）接続対応ディスプレイの場合
　4K:　4096 x 2304 ＠60Hz （最大）
・Thuderbolt3 接続ディスプレイの場合
　5K:　5120 x 2880 ＠60Hz （最大）
※USB-C および Thuderbolt 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。
※ディスプレイ側の対応解像度、設定方法を必ずご確認ください。

②Gigabit 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、
　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。

③HDMI ポート
●HDMI 接続対応ディスプレイを接続し、映像出力することが可能です。

・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 x 1080 ＠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。
※ディスプレイ側の対応解像度、設定方法を必ずご確認ください。

（側面奥拡大図）

① ②

■各部の説明（側面奥）

■各部の説明（側面横）

■各部の説明（側面手前）

⑤ ⑥

（側面手前拡大図）

⑤SD カードスロット
⑥MicroSD カードスロット
●SDHC、SDXC、MicroSDHC、MicroSDXC カードを使用できます。

メモリカード最大転送速度（理論値）：UHS-I 対応・最大 104MB/ｓまで
　両スロットは、同時使用も可能です。

■SD カードの挿入
[ 挿入方向にご注意ください ]
本体に刻印された MOBO ロゴが
上面になっている状態で、

（MacBookPro/Air の左側面に接続）
SD カードの端子面を下にして挿入します。

■microSD カードの挿入
[ 挿入方向にご注意ください ]
本体に刻印された MOBO ロゴが
上面になっている状態で、

（MacBookPro/Air の左側面に接続）
microSD カードの端子面を上にして挿入します。　

HDD、SSD、USB メモリ、SD カードなどのストレージを “ディスクの不正な取り出し”
してしまうと、データの破損やストレージ自体が破損する場合があります。
必ず “安全な取り外し” を行ってください。

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。

④USB-A ポート x2
［USB3.1Gen1・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 USB3.1Gen1 準拠します。
USB3.0、2.0、1.1 と互換性があります。
外付け HDD や 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。
※消費電力が高い機器は使用できない場合があります。
※本製品は USB ハブですが、全ての USB 機器に接続、動作を保証できるものではありません。

（側面横拡大図）

③ ④

■映像出力の設定方法
1. 画面の右上のディスプレイアイコンをタップしてください。
2. メニューから「ディスプレイ環境設定を開く」を選択してください。
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で
　設定変更が可能です。

端子面が下 端子面が上


