
 

 

MK545 ADVANCED ワイヤレスキ
ーボードとマウスのコンボ�
ワイヤレスマウスとキーボードのコンボ
�

�
�

親しみやすさ、精度、および快適性をユーザーにもたら
し、信頼できるプラグ&プレイ機能を IT にもたらすワイ
ヤレスキーボードとマウス。�

以下のユーザーに理想的：�

⼿になじむマウスと、フルサイズキーボードの親しみや
すさによる⾼い快適性など、⾼度な要素をコンボに求め
る⼈々。�

製品のメリット�
キーボード�
● 使い慣れたキーボードデザイン��
● カスタマイズ可能な Fキー1�
● 耐⽔設計 2�
● なじみのあるキー形状と打鍵感、⾮常に静か�
● 3 段階で⾼さを調節可能�
● 特殊キー：⾳楽コントロール、プログラマブルキー1�
● 統合されたパームレストとテンキーパッド�
● 摩耗耐性キープリント�
�
マウス�
● フルサイズ�
● 5 個のプログラマブル�マウスボタン 1�
● ⾼精度 1,000DPI オプティカルトラッキング�センサー�
● 1 ⾏毎のスクロール�
● ⽔平スクロール⽤ティルトホイール�
�
キーボード＆マウス�
● ロジクール USB レシーバーを通した、ロジクール
Unifying ワイヤレステクノロジー��

● オン�/�オフ�スイッチ�

仕様�
認定� グローバル（要求に応じてリストを⼊⼿可能）�
互換性� Windows®�7、8、10 以降�

Chrome�OS™�
ワイヤレス接続性� Unifying�USB を使⽤した、ロジクールUnifying ワイヤレステク

ノロジー�
ワイヤレス通信可能範囲� 10 メートル�
耐⽤期間� 1,000 万回のキーストローク/クリック�
信頼性� MTTF�>�150K 時間�

電気部品の故障までの平均時間�

保証� ⽶国�&�AP：1 年間�
EMEA�&�⽇本：2年間�

キーボードのバッテリー� 単三形乾電池 x2、36 ヵ⽉ 3�
キーボード電池インジケー
ター�

あり�

キーボード�レイアウト� 裏⾯を参照�
キーボードサイズ� フルサイズ�
キー数� 107�
テンキーパッド� あり（10 キー）�
タイピング� プランジャー�
ティルトレッグ� あり�
傾斜⾓度� ⾃然、4°�&�8°の傾斜�
バックライト付きキー� なし�
イルミネート Caps�Lock� あり�
イルミネート Num�Lock� なし�
Easy-Switch キーボード� なし�
マウスの電池� 単三形乾電池 x2、18 ヵ⽉ 3�

マウス電池インジケーター� あり�
マウスのトラッキング� ⾼精度オプティカル�
マウスのトラッキング DPI� 1000�
マウスのスクロール� ローラー�
マウスの利き⼿� 右�
Easy-Switch マウス� なし�
Logicool�Options�� あり�‒�Options 対応キーボードとマウス�
Logicool�Flow� なし�
製品重量� キーボード 805g、マウス 73.5g�
製品⼨法� キーボード�24mm（⾼さ）×�193.5mm（幅）�X�457.3mm（⻑さ）�

マウス�11.5mm（⾼さ）×�61.8mm（幅）×�39.2mm（奥⾏き）�
総重量（パッケージを含
む）�

1,199g�

パッケージ⼨法� 200mm（⾼さ）×�480mm（幅）×�530mm（⻑さ）�
サスティナビリティ� 該当なし�
マスターシッパー個数� 4�
保存温度� -5〜45°C�
作動温度� 0〜40°C�
ソフトウェア� Logitech�Options（Windows®およびmacOS ⽤）（オプション）�
操作説明書の場所� 挿⼊�
IT 管理者による⼤規模導⼊� デバイス�ファームウェア更新（DFU）、Logicool�Options アプリ�



 

�
再販業者にお問い合わせいただくか、�
logicool.co.jp/workdesk にアクセスしてください�
Logitech�Inc.�
7700�Gateway�Blvd.�
Newark,�CA�94560�
USA�
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�
型番� バーコード� キーボードのレイアウト� ⾊�

920-008671� 097855137265� US� グラファイト�
920-008672� 097855137272� FRC� グラファイト�
920-008673� 097855137289� ESP� グラファイト�
920-008674� 097855137296� PTB� グラファイト�
920-008675� 5099206077379�� DEU� グラファイト�
920-008676� 5099206077386� 英国� グラファイト�
920-008677� 5099206077393� CH� グラファイト�
920-008678� 5099206077409� NLB� グラファイト�
920-008679� 5099206077416� ITA� グラファイト�
920-008680� 5099206077423� ESP� グラファイト�
920-008682� 097855137302� US� グラファイト�
920-008683� 5099206077447� PAN� グラファイト�
920-008684� 5099206077454� 英国� グラファイト�
920-008685� 5099206077461� US�INT'L� グラファイト�
920-008686� 5099206077478� RUS� グラファイト�
920-008687� 5099206077485� TUR� グラファイト�
920-008688� 5099206077492�� CZE-SKY� グラファイト�
920-008689� 5099206077508� HEB� グラファイト�
920-008690� 5099206077515� HUN� グラファイト�
920-008691� 6920377907648� US� グラファイト�
920-008692� 5099206077522� HRV-SLV� グラファイト�
920-008693� 5099206077539� ARA（102）� グラファイト�

�

�
�

1. Logicool�Options ソフトウェアが必要です（Windows�10 以降、macOS�10.14 以降⽤をダウンロード可能）。�

2. 最⼤ 60ml の液体（⽔）量の試験条件による結果です。キーボードを液体に浸さないでください。�

3. 電池寿命はユーザーおよび使⽤状況により異なる場合があります。�

4. ワイヤレス通信可能範囲は、使⽤環境およびパソコンのセットアップによって異なることがあります。�


