Mini DisplayPort - DVI変換ケーブル 91cm Mini DP（オス） - DVI - D（オス） 1920x1200
製品ID: MDP2DVIMM3B

Mini DisplayPort®をDVIに変換するアダプタケーブル。Mini DisplayPortビデオソース（ MacBook®、Microsoft® Surface™
ProなどのMini DisplayPort対応機器）を、DVIモニタ、プロジェクター、ディスプレイにダイレクトに接続します。Mini
DisplayPort対応モニタにアップグレードするコストが不要になります。
この変換アダプタは、ケーブル長91cmのオス-オスコネクタ1本でMini DisplayPortソースを直接DVIディスプレイ機器に接続します。
本製品は、Intel®
Thunderbolt™I/Oとの互換性も提供します（Thunderbolt™I/Oポート互換DisplayPortに直接接続する場合）。最大解像度は1920x1
200（WUXGA）をサポートしています。
このアダプタは、DP++（DisplayPort++）を必要とするパッシブアダプタであるため、DVIやHDMI®信号もポートを介してパススルーすること
ができます。
StarTech.comでは3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性

用途
• 既存のDVIディスプレイデバイス（モニタやプロジェクター）をMini DisplayPort出力装置に接続
• DVIモニタを外付けディスプレイとして使用

製品の特長
• Mini DisplayPort - DVIケーブル：DisplayPort 1.2（HBR2）DVI-D（デジタルオンリー）シングルリンク変換ケーブル（91cm）でDVIディスプレイに接続 | 1080p

60Hzまたは4K30Hz（HDMIクロックレート対応モニタ） | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能
• HOST COMPATIBILITY: Passive video converter supports mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook
Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC &
docks
• INTEGRATED DISPLAY CABLE: Mini DisplayPort to DVI adapter cable has slim & flexible design with adapter chip built
into VGA connector reducing clutter & providing a tidy install in the office, boardroom or home office
• INCREASE PRODUCTIVITY: Connect a DVI monitor or projector, or add a second display to your workstation using the
mDP to VGA display adapter cable | Supports DVI screw locking cable to prevent accidental disconnection | mDP male to
DVI male
• EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter cable/cord works with any OS including
Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

ハードウェア
保証に関する方針

3 Years

Active or Passive Adapter

パッシブ

AV入力

Mini DisplayPort 1.2

AV出力

DVI-D（シングルリンク）

オーディオ

なし

チップセットID

NXP - 3361

最大ケーブル長

0.9 m [3.0 ft]

最大デジタル解像度

1920x1200 / 1080p

ワイド画面サポート

あり

オーディオ仕様

DVI（オーディオ非対応）

MTBF

2,405,577時間

コネクタA

1 - Mini-DisplayPort [20ピン]

コネクタB

1 - DVI-D [25ピン]

システムおよびケーブル要件

ビデオカードまたはビデオソースでDP++（DisplayPort++）ポートが必要（DVI
およびHDMIパススルーに対応していること）。

動作温度

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

保存温度

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

性能

コネクタ

特記 / 必要条件

環境条件

湿度

40%～85%相対湿度

色

ブラック

ケーブル長さ

0.9 m [3.0 ft]

製品長さ

92.0 cm [36.2 in]

製品幅

3.8 cm [1.5 in]

製品高さ

1.5 cm [0.6 in]

製品重量

69.4 g [2.5 oz]

パッケージ数量

1

Package Length

22.0 cm [8.7 in]

Package Width

20.0 cm [7.9 in]

Package Height

1.7 cm [0.7 in]

物理的特徴

パッケージ情報

工場出荷時（パッケージ）重量 86.0 g [3.0 oz]
箱に含まれているもの
パッケージ内容

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

1 - Mini DisplayPort® - DVIアダプタ

