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オーディオ  デバイス

マルチポート アダプター付き DELLスピーカーフォン – MH3021P

明瞭なコミュニケーション：  
内蔵のエコー キャンセリングと 

ノイズ リダクションにより、 音声が
明瞭に伝わります。

UC の最適化：  
Zoom認定を受け、

Microsoft Teamsなどの他
の主要な UC（ユニファイド 
コミュニケーション）プラット

フォーム向けに最適化されて
いるため、 お好みのプラット
フォームを介して電話会議を
柔軟に行うことができます。

あらゆる角度から集音：内蔵の無指向性マイクが 
テーブルの周囲 360度から音を拾うため、 小規模な 
グループ会議を開けます。

コンパクトでポータブル：スタイリッシュで小型の 
コンパクト設計。 スペースをほとんどととらず、 
外出先での使用に最適です。

直感的な通話コントロール：
スピーカーフォン ボタンで通話
の開始 /終了、 ミュート /

ミュート解除、 音量調整も簡
単です。 見やすい LED イン
ジケーターでガイドします。

作 業 時 間 を 短 縮： 最 大 
10Gbps の高速デー タ転送が 
可能な USB-C および USB-A 
ポートを使用すれば、 大容量ファ
イルも数秒で転送できます 4

シームレスなオールインワンの会議および接続ソリューションを
提供する Dell初のスピーカーフォン *

鮮明な 4K解像度：最大 4K の
解像度（60Hz 時）1 に対応、
HDMI 2.02 または USB-C2 ポート
で 4K モニターを接続すれば、 妥
協のない画面パフォーマンスをお楽
しみいただけます。 HDR との互換
性を活用して、 鮮明でリアルなビ
ジュアルを実現します。 1

包括的な接続オプション

PC へ の電源供給：最大
90W の電源供給が可能な
USB-C ポート 3 を使用して、
さまざまな PC やデバイスを充
電できます。

効率的なケーブル管理：ケーブルをベー
スに巻き付けてはめ込めば、 絡ませること
なく収納できます。

プラグ アンド プレイで簡単に：あっという間にセットアップ、 簡単に接
続できます。ソフトウェアのダウンロードは不要です。すぐに使えるソリュー
ションです。 ドライバーは必要ありません。

* Dell の分析（2020年 3月）に基づきます。
1 一部の PC モデル（DisplayPort 1.4、 HBR3対応）で、 4K の解像度のモニター（60Hz時、 静的 HDR をサポート）に接続した場合に使用できます。 HDR10/HDR10+/Dolby Visionなどの Dynamic HDR
は対象外です。

2 一度に対応できるビデオ出力は 1 つのみです。 HDMI ビデオと USB-C ビデオが同時に接続されている場合は、 HDMI が優先されます。
3 最大 90W を使用して、 USB-C ノートパソコンを充電できます。 実際に供給される電力は、 お使いの電源やプラットフォームの電源ポリシーによって異なります。
4 マルチポート アダプター付き Dell スピーカーフォンにノートパソコンから電源供給する場合： 

(a) 加えて、 ノートパソコンの USB-C/Thunderbolt ポート (3A/5V) に接続している場合、 2 つのダウンストリーム USB-A ポートと 1 つの USB-C ポートで選択したデバイスをサポートします。 
(b) 加えて、 ノートパソコンの USB-C/Thunderbolt ポート (1.5A/5V) に接続している場合、 2 つのダウンストリーム USB-A ポートと 1 つの USB-C ポートで、 マウス、 キーボード、 Bluetooth/RF ドングル、 一部 
	 の USB メディアなどの低電力消費デバイスをサポートします。
または 
マルチポート アダプター付き Dell スピーカーフォンを USB-C電源アダプターまたは USB-C モニターに接続し、  
その USB-C ケーブルをノートパソコンの USB-C/Thunderbolt ポートに接続している場合、 2 つのダウンストリーム USB-A ポートで選択したデバイスをサポートします。



2

寸法（直径 X 高さ）

重量

ホストの接続

ケーブルの種類、 長さ

 USB-C ケーブル（データ /電源 / ビデオ）

 総ポート数

 データ ポート 4

 電源供給ポート 3

 ビデオ ポート 2

プラグ アンド プレイのサポート

サポート対象のオペレーティング システム

 スピーカー タイプ

 スピーカーの周波数範囲

 マイクの範囲

 マイクの周波数

 デジタル信号処理

 機能

 サポート対象の UC プラットフォーム

付属品

保証

119 mm x 32 mm（4.7 インチ x 1.25 インチ）

214 g（7.5 オンス）

USB-C

丸型同軸、 465 mm 

1 x USB-C多機能ケーブル。 データ転送、 電源供給、 モニター / オーディオをサポート

1 x USB-C、 1 x HDMI、 2 x USB-A

2 x USB-A 3.1 および 1 x USB-C 3.1。 最大 10Gb のデータ転送をサポート

1 x USB-C。 最大 90W の電力供給をサポート

HDMI 2.0：4K (3840 x 2160)（60 Hz時 1、 HDR対応）
USB-C：4K (3840 x 2160)（60 Hz時 1、 HDR対応）

○（ドライバーのインストール不要）

Windows 10 64 ビット版、 Mac OS

ネオジム磁石を備えた動電型スピーカー

200Hz～ 20kHz

360度、 無指向性

100Hz～ 10kHz

内蔵のエコー キャンセル機能とノイズ リダクション機能

着信への応答、 通話中の電話の終了、 着信拒否、 ミュート / ミュート解除、 音量の調整

Zoom による認定済み。 他の主要な UC プラットフォーム向けにも最適化されています。

マルチポート アダプター付き Dell スピーカーフォンMH3021P、 ポーチ、 ドキュメント

1年 5

仕様詳細機能

オーディオ  デバイス

マルチポート アダプター付きDELLスピーカーフォン – MH3021P

1 一部の PC モデル（DisplayPort 1.4、 HBR3対応）で、 4K の解像度（60Hz時、 静的 HDR対応）のモニターに接続した場合に使用できます。 HDR10/HDR10+/Dolby Visionなどの Dynamic HDRは対
象外です。

2 一度に対応できるビデオ出力は 1 つのみです。 HDMI ビデオと USB-C ビデオが同時に接続されている場合は、 HDMI が優先されます。
3 最大 90W を使用して、 USB-C ノートパソコンを充電できます。 実際に供給される電力は、 お使いの電源やプラットフォームの電源ポリシーによって異なります。
4 マルチポート アダプター付き Dell スピーカーフォンにノートパソコンから電源供給する場合： 

(a) 加えて、 ノートパソコンの USB-C/Thunderbolt ポート (3A/5V) に接続している場合、 2 つのダウンストリーム USB-A ポートと 1 つの USB-C ポートで選択したデバイスをサポートします。 
(b) 加えて、 ノートパソコンの USB-C/Thunderbolt ポート (1.5A/5V) に接続している場合、 2 つのダウンストリーム USB-A ポートと 1 つの USB-C ポートで、 マウス、 キーボード、 Bluetooth/RF ドングル、 一部 
	 の USB メディアなどの低電力消費デバイスをサポートします。 
または 
マルチポート アダプター付き Dell スピーカーフォンを USB-C電源アダプターまたは USB-C モニターに接続し、  
その USB-C ケーブルをノートパソコンの USB-C/Thunderbolt ポートに接続している場合、 2 つのダウンストリーム USB-A ポートで選択したデバイスをサポートします。

5 ポーチは対象外です。

仕様詳細は、 事前の通知なく変更される場合があります。 製品の提供状況は国によって異なります。 詳細については、 Dell の担当者までお問い合わせください。
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