
 

 

MX KEYS MINI（ビジネス⽤）�
ワイヤレス�キーボード
�

�
⾼度な機能性を、コンパクトなミニマリストデザインと
融合したワイヤレス�キーボード。�

以下のユーザーに理想的：�
より⼤きな作業空間が必要なユーザー�—�特に、要求の
厳しいワークフローがあるクリエーター�

製品のメリット�
● コンパクト、ミニマリスト�キーボード�
● 統合された⽮印キー�
● ⾼性能バックライト：⼿を感知するセンサーがバック
ライトをオンにし、周辺光センサーがバックライト輝
度を調節します�

● マイクのミュート 1、ディクテーション 2�およびその
他のカスタマイズ可能な Fキー3�

● 2 種類のワイヤレス接続⽅法：Logi�Bolt�USB レシー
バー、Bluetooth®�Low�Energy ワイヤレス�テクノロジ
ー�

● Logi�Bolt はセキュリティモード 1、セキュリティレ
ベル 4であり、Logi�Bolt�USB レシーバーは購⼊時に
事前ペアリング済みです 3�

● Li-Po 電池による充電式（USB-C 充電ポート）。充電
中に使⽤可能�

● Easy-Switch™キーを使って、ペアリングされた最⼤
3台のパソコン間で切り替え�

● Logicool�Flow によるパソコン間と OS間のコントロ
ール、およびファイル共有 3�

● 1 つの Logi�Bolt レシーバーを使って、最⼤ 6台の
Logi�Bolt 製品をペアリング 4�

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� 裏⾯を参照�
ワイヤレス接続性� Logi�Bolt、Bluetooth�
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�
信頼性� MTTF�>�150K 時間�

電気部品の故障までの平均時間�

保証� 2 年間無償保証�
電池� USB-C 充電式 Li-Po（1500mAh）電池、フル充電後 10 ⽇間

使⽤可能�
バッテリーインジケーター� 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� コンパクト�
キー数� 79�
テンキーパッド� なし�
タイピング� Perfect�Stroke�
ティルトレッグ� なし�
傾斜⾓度� なし�
バックライト付きキー� あり�
イルミネート Caps�Lock� あり�
イルミネート Num�Lock� なし�
Easy-Switch� あり�/�3 チャネル�
Logicool�Options�� あり�‒�Options 対応キーボード��
Logicool�Flow� あり�‒�Flow 対応マウスとの互換性�
製品重量� 506.4g�
製品⼨法� 20.97mm（⾼さ）x�295.99mm（幅）x�131.95mm（奥⾏き）�
総重量（パッケージを含む）� 684g�
サスティナビリティ� グラファイトのプラスチック：30%の認定リサイクル材料 5�

ペールグレー�プラスチック：12%の認定リサイクル材料 5�
紙パッケージ：FSC®認定の紙��

パッケージ⼨法� 3.8cm（⾼さ）x�14cm（幅）x�31.5cm（⻑さ）�
マスターシッパー個数� 4 パックのマスターシッパー�
保存温度� -5〜45°C�
作動温度� 0〜40°C�
ソフトウェア� Logicool�Flow 機能性が含まれる Logicool�Options

（Windows およびmacOS ⽤）（オプション）�
操作説明書の場所� ボックス上QSG（段ボール箱内側）�
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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MX KEYS MINI（ビジネス⽤）�
ワイヤレス�キーボード�

互換性�
Logi�Bolt�USB レシーバー� Bluetooth®�Low�Energy ワイヤレステクノロジー��
● Windows®�10 以降�
● macOS�10.14 以降�
● Linux®6�
● Chrome�OS™6�

● Windows�10 以降�
● macOS�10.15 以降�
● Linux6�
● Chrome�OS6�

● iPadOS�14 以降�
● iOS�14 以降�
● Android™�8 以降�

型番� バーコード� キーボードのレイアウト� ⾊�
920-010594� 097855172211� 英語（⽶国）（Qwerty）� グラファイト�
920-010595� 097855172228� 英語（⽶国）（Qwerty）� ペールグレー�
920-010596� 097855172259� スペイン語�‒�LAT（Qwerty）� グラファイト�
920-010597� 5099206101463� ドイツ語（Qwerty）� グラファイト�
920-010598� 5099206101357� ドイツ語（Qwerty）� ペールグレー�
920-010599� 5099206101364� フランス語（Azerty）� グラファイト�
920-010600� 5099206101418� フランス語（Azerty）� ペールグレー�
920-010601� 5099206101388� スイス（Qwerty）� グラファイト�
920-010602� 5099206101395� イタリア語（Qwerty）� グラファイト�
920-010603� 5099206101401� スペイン語�‒�EUR（Qwerty）� グラファイト�
920-010604� 5099206101432� 北欧全体（Qwerty）� グラファイト�
920-010605� 5099206101371� 北欧全体（Qwerty）� ペールグレー�
920-010606� 5099206101425� 英語（英国）（Qwerty）� グラファイト�
920-010607� 5099206101470� 英語（英国）（Qwerty）� ペールグレー�
920-010608� 5099206101494� 英語インターナショナル（⽶国）� グラファイト�
920-010609� 5099206101500� 英語インターナショナル（⽶国）� ペールグレー�
920-010611� 5099206101449� トルコ（Qwerty）� グラファイト�
920-010610� 5099206101487� アラビア語（Qwerty）� グラファイト�
920-010612� 5099206101456� ロシア語（Qwerty）� グラファイト�
920-010613� 097855172235� 英語（⽶国）�-�AP 地域�+�ブラジル� グラファイト�
920-010614� 097855172198� 英語（⽶国）�-�AP 地域�+�ブラジル� ペールグレー�
920-010616� 097855172204� 韓国語� グラファイト�
920-010617� 6920377914998� 英語（⽶国）‒�中国� グラファイト�
920-010618� 6920377914981� 英語（⽶国）‒�中国� ペールグレー�
920-010615� 097855172242� 中国語�-�繁体字� グラファイト�
920-010619� 4943765057512� ⽇本語� グラファイト�
920-010620� 4943765057505� ⽇本語� ペールグレー�

�
1. Logicool�Options ソフトウェア（Windows/macOS ⽤）が必要です（logicool.co.jp/options からダウンロード可能）。ビデオ会議アプリはバックグラウンドで実⾏できません。�
2. ディクテーション機能はWindows およびmacOS によって提供され、現在⼀部の⾔語と地域でのみ利⽤可能です。詳細はこちらをクリックしてください。Logicool�Options ソフト

ウェア（Windows/MacOS ⽤）が必要です。ダウンロード：logicool.co.jp/options�
3. Logicool�Options ソフトウェア（Windows/macOS ⽤）が必要です（logicool.co.jp/options からダウンロード可能）。�
4. Logi�Bolt ワイヤレス製品は、他のロジクールUSBレシーバーとペアリングできません。�
5. パッケージ、プリント基板（PCB）を除く。�
6. デバイスの基本機能は、Chrome�OS および多くの⼀般的な Linux ディストリビューションでは、追加ドライバーなしで動作します。�

https://logitech.com/support/OSdictation

