
製品に初期不良・破損等がないかご確認ください。
万一、初期不良・破損が確認された場合には、ただちに使用を中止しカスタ
マーサポートへお問い合わせください。不良状態のままで使用されますと、
事故やけがの原因となるおそれのある為、絶対におやめ下さい。
本書に従った使い方をせずに生じた損害に関しまして、弊社は一切の責任を
負いかねます。

Z HUB をご購入いただきありがとうございます。
安全に本製品をご使用頂く為に本取扱説明書に従ったご使用をお願いします。
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カテゴリー インターフェース 接続性

アップストリーム
インターフェース

アップストリーム
　　　パワー

ダウンストリーム
のデータ転送/
パワーデリバリー

ダウンストリーム
のデータ転送

×２
ダウンストリーム
のデータ転送

カードスロット

ギガビット

ダウンストリーム
のデータ転送

ダウンストリーム
のデータ転送

ディスプレイ

ポート
×２

ディスプレイ
　 ポート

オーディオ

USB4、サンダーボルト 4 & 3 ポート、
USB3.2 Gen2、PD 3.0 仕様に対応。
-USB-C PD デバイスに最大 65W のパワーデリバリー

パワーデリバリー（PD）5V/3.0A、9V/12V/15V/
20V、最大 5A 100W

USB3.2 Gen2 対応
USB4、サンダーボルト 4 & 3 ポート対応、

（最大帯域は 10Gbps のみで、サンダーボルト 3 の
最大帯域（40Gbps）には届かない）、ディスプレイ無し
伝送速度︓10Gbps
USB-C 出力︓18W 5V/2.4A、5V/3A、
9V/2A -PD 3.0 仕様に対応
-QC 2.0/3.0、BC 1.2、MTK PE 1.1/PE 2.0、
FCP 1.0. AFC、アップル対応

USB3.2 Gen2 仕様（ブルーチップ）に対応
-BC 1.2 対応
伝送速度︓10Gbps

USB3.2 Gen1 仕様（ブルーチップ）に対応
-BC 1.2 対応
伝送速度︓5Gbps

セキュアデジタル V1.0/V1.1/V2.0/SDHC/SDXC 対応
（容量は 2TB まで）、
V3.01 UHS-I（超高速）︓
SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104
UHS-I の伝送速度︓最大 104MB/S

10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X 対応
- 伝送速度︓1000Mbps

モニター、テレビ、プロジェクタの接続に使用
- 最大 3840x2160@60Hz まで対応
-MST 対応 

ディスプレイポート 1.4 3840x2160@60Hz 対応 

オーディオジャック

ディスプレイポートとデュアル HDMI ポートで、デスクトップの拡張やミラーリング
など他にはない選択肢を提供し、最大 3 台のモニターを最大 1080p@60Hz の解像度
で同時接続したり、DP1.4 対応のノートで、1 台のモニターを 4K@60Hz の解像度で
接続したりすることができます。

mac OS と iPad OS は Single-Stream Transport(SST) モードにのみ対応して
いるため、接続されたすべてのモニターに同じコンテンツが表示されます。

48K のステレオ出力 & マイク入力に対応

ドッキングステーションはパワーデリバリーアダプタがなくても動作します。USB-A ポート
は PC から電源を供給しますが、USB-C はパワーデリバリーによる充電を行いません。

USB-C ホスト

USB-C3.2 ポート

USB-A3.2 ポート

USB-A3.2 ポート
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No

PD

SD＆TF

RJ45

HDMI

3.5mm

カテゴリー インターフェース 接続性

アップストリーム
インターフェース

アップストリーム
　　　パワー

ダウンストリーム
のデータ転送

カードスロット

イーサネットポート
ギガビット

ダウンストリーム
のデータ転送

ディスプレイ ポート

オーディオ

USB4、サンダーボルト 4 & 3 ポート、
USB3.2 Gen1、PD 3.0 仕様に対応。
-USB-C PD デバイスに最大 65W のパワーデリバリー

パワーデリバリー（PD）5V/3.0A、9V/12V/15V/
20V、最大 5A 100W

USB3.0 Gen1 仕様に対応
伝送速度︓5Gbps

モニター、テレビ、プロジェクタの接続に使用
- 最大 1920 x 1080@60Hz または 3840x2160@30Hz
 

オーディオジャック 48K のステレオ出力 & マイク入力に対応

USB-C ホスト

USB-A3.0 ポート
　　　×２

USB-A2.0 ポート
　　　×２

USB2.0 仕様に対応
伝送速度︓480Mbps

セキュアデジタル V1.0/V1.1/V2.0/SDHC/SDXC 対応
（容量は 2TB まで）、
V3.01 UHS-I（超高速）︓
SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104
UHS-I の伝送速度︓最大 104MB/S

ダウンストリーム
のデータ転送

ダウンストリーム
のデータ転送

10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X 対応
- 伝送速度︓1000Mbps

イーサネットポート

本製品を使用する前に、ホストデバイスの Type C ポートがディスプ
レイポート オルタネート モード（DisplayPort Alt Mode) およびパ
ワーデリバリーに対応していることを確認してください。
Type C-USB アダプタや Type C 延長ケーブルには対応していません
ので、ご注意ください。

①マルチディスプレイの拡張モードは以下の通りです。( 注意 :  Wind
ows システムのみ MST に対応しています。Mac はモデルによって
画面拡張可能数が異なり、Apple シリコン搭載の Mac をお使いの場
合 1 台です。インテルチップの場合は Mac のモデルに応じて異なり
11 世代以前は 3 画面 (Mac 本体含む )、11 世代以降は 4 画面
(Mac 本体含む ) の拡張が可能です。

■ ミラーリングモード

拡張モード

注意︓拡張表示については、「設定」で「ディスプレイをミラーリン
グ（Mirror display）」をクリックしないでください。

拡張モード 1

ホットキー︓デスクトップ上でマウスを右クリックし、
「インテル ® グラフィックスの設定」をクリック、または　　＋P
を同時に押す。

注意︓グラフィックスカードの仕様が異なると、拡張効果も異なり
ます。

拡張モード 3

注意︓3 台のモニターを同時に接続した場合、解像度は 1920*
1080 になります。接続後にノート PC の画面をオフにしてくださ
い。(「セカンドスクリーンのみ」をクリック )

拡張モード 2

②マルチディスプレイのホットキー :
Windows キー + P / (「システム環境設定」-「ディスプレイ設定」
をクリックしてください ) 
注意︓HDMI 端子に接続したときに、2 画面ではなく 1 画面しか表示
されない場合は、ノート PC が外部ディスプレイを認識しているかど
うかを確認してください。認識に失敗した場合は、HDMI ケーブルの
不良が考えられます。インテル グラフィックス コントロール パネル
を出して、必要に応じて操作してください。

③拡張モード & ミラーリングモード (MAC OS ノート PC)
注意 : MAC OS でディスプレイを拡張する必要がある場合は、
環境設定の「ディスプレイ」をクリックし、「アレンジページ」を選択
した後、「ディスプレイをミラーリング」をキャンセルする必要があり
ます。そうすると、パソコンの画面とモニターの画面を拡張して表示
することができます。

諸注意︓
1. 安定した接続のため、高出力の機器を使用する場合は、Z HUB に電源
アダプタを接続してください。なお、製品パッケージには電源アダプタ
が含まれていません。必要に応じてご購入ください。

2. 本製品の USB-C メスポートは、USB-C ポートが USB パワーデリ
バリー (PD) に対応している USB ノート PC やスマートフォンの充電
専用です。本製品の USB-C メスポートは、データ転送に対応していま
せん。

3. 4K 表示を行うには、DP1.4 ケーブルまたは HDMI 2.0 ケーブル以
上のケーブルが必要です。

4. この Z HUB では、iPad Pro 2018 と USB-A または SD 経由でデータ
を同期することはできません。

5. ハードディスクなど消費電力の大きい機器が正常に接続できない場合
は、本製品の Type-C メスポートに充電器を接続して、パソコンやハー
ドディスクなどの電源にしてください。

■

■

■ 



参考︓
一部のノート PC のワイヤレス接続に対する USB3.0 の電波干渉を軽減
するための 4 つの方法をご紹介します。

方法 1︓ノート PC を 5.0GHz の Wi-Fi ネットワークに接続する。
方法 2︓Z HUB の USB2.0 ポートにデバイス（ワイヤレス／ブルートゥー
スのマウスやキーボードなど）を接続する。
方法 3︓高品質のシールドされた USB 3.0 デバイス／ケーブル／コネク
タを使用する。
方法 4︓Z HUB の USB3.0 ポートに有線マウスやキーボードなどのデバイ
スを接続する。

■ 使用上の注意 ■
以下の接続は実現不可能であり、映像の出力や認識ができません。

DP-HDMIアダプタ、
またはHDMI-DPアダプタ

USB C メス -USB オスアダプタ

Type C 延長ケーブル

アダプタを使用する際に、稀に以下のような状況が発生することが
あります。
最初にこの説明書をよくお読みいただき、それでも技術的な問題が
発生した場合は、カスタマーサポート support@rutawa.com まで
ご連絡ください。

■ 保証について ■

・本製品を接続しても映像が出力されない 
＞お使いのパソコンがサンダーボルト 3 に対応しているかどうかを
ご確認ください。USB C ポートとサンダーボルト 3 ポートは、形状
やサイズが同じであるため、しばしば混同されることがあります。
本製品を接続するポートがサンダーボルト 3 対応で、パワーデリバリ
ーとディスプレイポート オルタネート モードに対応していることを
確認してください。
お使いのパソコンのスペックに関してはご自身でメーカーへお問い合
わせください。

・パソコンも、接続しているポートもサンダーボルト 3 に対応してい
るが、それでも映像が出力されない。 
＞本製品が動作するかどうかを確認するためには、まずマウスやキ
ーボードなどの USB 機器を接続して、コンピュータのポートをテス
トしてください。動作が確認できたら、これらの USB 機器を本製品
に接続し、本製品をパソコンに接続してください。問題が検出されれ
ば、ケーブルを交換してください。映像が出力されない場合は、ディ
スプレイに接続されているケーブルが原因の可能性もあります。
HDMI 2.0 およびディスプレイポート 1.4 の使用を推奨します。
2 台または 3 台のモニターを同時に接続する場合、画面上に点滅が発
生することがありますが、これは本製品が最大の解像度に達しており、
複数のモニターの帯域幅に対応できないことを示しています。
この問題を解決するには、複数のモニターを使用する場合、
より低い解像度を使用する必要があります。

・ディスプレイを接続した後、時々点滅することがある。
＞パソコンが省電力モードになっている可能性があります。
コンピュータをハイパフォーマンスモードに切り替えるか、省電力
モードを無効にしてください。

・マウスとキーボードが固まっているように見える。
＞USB 3.0 ポートではなく、USB 2.0 ポート ( 推奨 ) を使用して
ください。

・ディスプレイは表示されているが、USB ポートが動作しない。
＞USB ドライバーを再インストールすることで、問題は解決します。
その後、パソコンを再起動し、本製品のプラグを抜いてから、再び
プラグを差し込んでください。

・USB デバイスは検出されているが、認識されていない
＞1. まずは PD を接続し、次にその他の全ての機器を接続して、
最後に SMC（システムマネージメントコントローラー）をリセット
してください。2. プラグを抜いて再度差し込んでください。

・本製品を接続したら、パソコンのオーディオが使えなくなった。
＞お使いのパソコンが、本製品のオーディオジャックをデフォルト
にしている可能性があります。デフォルトのスピーカーをご希望の
スピーカー出力 ( ノート PC のスピーカーなど ) に戻してください。

・本製品でオーディオを使用する時、干渉や静電気が多く発生する。
＞お手持ちのオーディオケーブルがしっかりと本製品に接続されて
いるかどうか、再度ご確認ください。また、別のオーディオケーブル
を使用してみて、ケーブルが正常に動作しているかどうかを確認して
ください。もしくは、インターフェイスが一致していない可能性が
あります ( 本製品では CTIA インターフェイスを使用しています )。

・イーサーネットポートからインターネットに接続できない。
＞本製品に使用するイーサネットケーブルが動作可能であることを確
認してください。ルーターと本製品の両方のイーサネット端子のラン
プの点滅を確認することで、有線での接続が検出されているかどうか
を確認することができます。
携帯電話などの他の機器でインターネットに接続してみて、インター
ネットに接続できることを確認してください。通常は、モデムとルー
ターをすぐに再起動することで問題が解決します。緑のランプが点灯
し、黄色のランプが消灯している場合は、ルーターがデバイスへの接
続を検出していますが、インターネットにアクセスできないことを意
味している可能性があります。本製品は、1Gbps のインターネット
速度に対応しています。 一般的に、本製品のイーサネット端子のラン
プが点灯しているにもかかわらずインターネットに接続できない場合
は、ホームネットワークに問題がある可能性があります（IP アドレス
の重複／設定、ドライバー、ハードウェアの問題など）。

保証期間は製品ご購入日より1年間です。
保証サービスを受けるには、以下の手順に従って、カスタマーサポー
トまでお問合せください。
返品をご希望の場合は、製品ご購入日より7日以内で未開封・未使用の
場合に限らせていただきます。万一、製品に初期不良があった場合や、
保証期間内に取扱説明書にしたがった正常な状態で製品の故障が発生し
た場合は本製品、保証書、及び購入日が確認できるものをご提示のうえ
ご購入店または弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
本保証は、以下のような不適切な使用やメンテナンス不足による故障に
は適用されません。通常の消耗、取扱説明書に従わない誤使用、事故、
過剰湿気、雷、電力サージ、不適切な電源への接続、原状からの不正な
変更や改造、発送時に起因する製品本体ではなく外装箱等への破損、
対応機器以外と接続起因する破損。認可されていない国で使用するため
の改造修理をおこなったり、無許可で分解修理をおこなった製品。
無許可販売業者から購入された製品。
保証期間中は弊社の判断により、妥当な期間内に無償で、修理又は交換
(新品又は整備修理済み交換部品使用)します。
詳細な返品の手順及び返送方法については、
カスタマーサポートの指示に従って指定された住所へご発送ください。
その際には購入された際の箱に含まれたすべての部品を同梱してくだ
さい。

年　　　月　　日ご購入年月日︓

■ こんな時は ■

本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
本保証書は再発行出来かねますので、大切に保管してください。

ルタワジャパン株式会社
〒 559-0034

大阪府大阪市住之江区南港北 2-1-10
ATC ビル ITM 棟 12 階 B-6 
https://www.rutawa.com

■ 発売元 ■


