DELL マルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス セット - KM7120W

コンパクト設計、シームレスな接続性。

切り替えが簡単

高い信頼性

カスタマイズと管理

Dell マルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウ
ス セット（KM7120W）なら、3台のPCをシームレ
スに操作できます。Bluetooth 5.0接続と2.4 GHz
接続の2種類のワイヤレス接続による3台のデバイ
スとの接続で、利便性を最大限に高めます。ボタ
ンをクリックするだけで、ノートパソコン、デスクトッ
プ、2-in-1を簡単に切り替えることができます。

長期間の使用が重視されたマルチデバイス ワイヤ
レス キーボードおよびマウス セットは、最長で36か
月のバッテリー持続時間を実現します1。万が一の
場合にも、デルの良品先出しサービス2により、3年
間のハードウェア限定保証3期間内であれば、翌
営業日に交換品を発送いたします。このセットに
は厳格なテストを実施し、デル製システムとの完全
な互換性を確保しています。

キーボードの角度を調整できるのでタイピングが快
適です。また、ショートカット キーとボタンをプログラ
ムして、お好みのアプリケーションまたはコマンドを簡
単に切り替えることができます。Dell Peripheral
Managerソフトウェアを使用すると、デバイスのペア
リング、ショートカットのプログラム、バッテリ ステータ
スと接続ステータスの確認はもとより、最新のファー
ムウェア アップデートの導入も簡単です。

※写真は英語版のキーレイアウトになっていますが、
日本で提供する製品は日本語キーレイアウトになります。

特長と仕様詳細
トグル ボタン（切り替え）
ペアリングのモード：
Bluetooth 5.0
ペアリングのモード：
2.4 GHzワイヤレス
スクロール
ホイールで改行
してください。
（チルト ホイール
機能搭載）

設定可能なボタン
接続インジケータ
日本語キー配列

角度調節可

プログラム可能なキー（F1～F12）

英語キー配列

Dell マルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス セット - KM7120W
色
接続性
バッテリ駆動時間
対応OS
ソフトウェア

保証
パッケージの内容

タイタングレー
ワイヤレス – 2.4 GHzまたはBluetooth 5.04
Microsoft Swift Pair5
36か月1
2.4 GHz/Bluetooth
• Windows 7、8、8.1、10、Mac、Linux（Red Hat/Ubuntu）、Chrome、Android OS
Dell Peripheral Manager
• Windows 10以降
• デバイスのペアリング
• ショートカット ボタンのプログラム
• バッテリ ステータスと接続ステータスの表示
• ファームウェアのアップデート
3年間の良品先出しサービス2
マウスおよびキーボード
バッテリー（キーボード：単3 x 2、マウス：単3 x 1）
ドキュメンテーション
キーボード

マウス

タイピング メカニズム

チクレット キーキャップを使用したシザー構造キー

ホット キー

センサー

光学式LED

F1～F12

マルチメディアキー

あり（ボリューム/マルチメディア コントロール、
検索、ホームページ、システム ロック、スクリーン
ショットなど）

スクロール

機械式

解像度（DPI）

1,600

ボタン

7

チルト調整

8°/12°

寸法
高さ
時間
幅
重量（バッテリ含まず）

25.3 mm（1.0インチ）
363.4 mm（14.3インチ）
121.8 mm（4.8インチ）
510 g（1.12 lb）

セキュリティ

128ビットAES暗号化

寸法
高さ

41.6 mm（1.64インチ）

時間

114.5 mm（4.5インチ）

幅

69.7 mm（2.74インチ）

重量（バッテリ含まず）

84 g（0.19 lb）

1 同等のキーボードとマウス セットに関する一般公開データと比較したものです。年間300万回のキーストロークの条件下で、モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間のデルの社内分析に基づきます（2019年11月）。分析結果は、使用状
況と計算条件によって異なります。2 交換パーツまたはユニットは、必要に応じて電話やオンラインでの診断を行ってから発送いたします。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。サービスをご利用いただけるかどうかは、状
況によって異なります。3 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、dell.com/warranty をご覧ください。4 システ
ム要件：Bluetooth Low Energy（BLE）テクノロジー 5 Windows 10、バージョン1803以降と互換性があります。ID# G19000454
●製品の購入には当社の販売条件（https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale）、締結済みの再販買契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。 ●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了とな
ります。 ●製品は、正式受注後、 通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、 構成内容、 正式受注手続きの時期により納期が前後するこ とがございます。 予めご了承ください。）●返品 ・ 交換は、お客様が
デル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、 納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、 お受けいたします。但し、第三者製品、デル・テクノロジーズ製品、 プリンターインク・トナー、 プロジェクターランプ等、の消耗品、 スペア
パーツの返品は受け付けておりません。 デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がないかぎり、 返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。 ●お支払は、 現金振込またはクレジットカード決済からお選び
頂けます。 ●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択 された場合、 ご入金が弊社にて確認された時 点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。 掛売りでのお支払方法をご選択された場合、 お客様からの正式注文書を受付
けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製 品は、 なくなり次第終了となります。 ●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の
URL をご確認下さい。（http://www.dell.jp/softwarejp）● DELL Technologiesロゴは、 米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。 ● Intel、 インテルル、 Intel ロゴ、 Intel Inside、 Intel Inside ロゴ、
Intel Atom、 Intel Atom Inside、 Centrino、 Centrino Inside、 Intel Core Core Inside、 Celeron、 Celeron Inside、 Pentium Pentium Inside は、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。 ●
Microsoft、 Windows、 Windows 7、Office ロゴ、 Outlook、 Excel、 PowerPointは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 ●その他の社名および製品名は各社の商標また は登録商標で
す。 ●ディストリビュータ経由など、 直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。 ●本カタログに記載されている仕様は 2021年 5月現在に提供かつ予定している情報であり、 予告無く仕様を
変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社

〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館20F Dell.co.jp

