
小型パソコン

品番 K7
【ファンレス・静音小型パソコン】

商品説明書

販売元 ： 株式会社真善美 （カブシキガイシャ シンゼンビ）

連絡先 ： 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍 3852-1

TEL：048-577-6612 FAX：048-577-6613

営業時間 ： 9：00～18：00 （土日祝日、弊社休日を除く）

E-mail: info@skynew.jp
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商品仕様

品番 K7

OS Windows 11 Pro 64bit

プロセッサ

プロセッサ 第 10 世代 Intel Core i3-10110U

コア数・スレッド数 2.4

ベース動作周波数 2.1GHz

ターボ・ブースト 4.1GHz

キャッシュ 4 MB Intel Smart Cache

TDP 15W

プロセスルール 14 nm

グラフィックス
グラフィックス Intel UHD Graphics

ビデオメモリ メインメモリと共有

メモリ

DDR4 8GB

SO DIMM スロット x 2

（最大 32GB）

ストレージ
256GB SSD SATA III M.2 2280

(NVMe SSD 対応、2.5 インチ HDD増設可能）

映像出力
HDMI 2.0 ｘ 1

DisplayPort 1.4 ｘ 1

有線 LAN Realtek RTL 8111H (10/100/1000) LAN*2

無線WIFI
802.11ax Dual band 2 x 2 160MHz 

Wifi 6 対応

Bluetooth 装置 Bluetooth 5.1

USB インターフェース
USB3.0×4、USB2.0×2、

USB 3.1X1(Type-C)

オーディオ Realtek ALC662

インターフェース

HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 1、LAN x 2、USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 4、

USB 3.1(Type-c) x 1、シリアルポート x 1、

音声出力 x 1、マイク入力 x 1、

給電 DC ポート x 1、SD カードリーダー 、

2.5 インチ HDD ハードドライブスロット（内蔵）

AC アダプタ
入力 100V～240V

出力 19V / 2.1A

本体サイズ 170*120mm*52mm ※突起物は除く

本体重量 約 982 g

消費電力 最大約 45W

捆包内容

パソコン本体、ＡＣアダプター、電源コード、

2枚アンテナ（Wifi 無線用）、

VESA ブラケット、ネジ、HDD ケーブル、

日本語取扱説明書、

リカバリー用 USB メモリー

適用温度範囲 -40℃～55℃

適用湿度範囲 20％～80％rh

保証 １年
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【ご注意】

① このパソコンのメモリスロットは２箇所ありますので増設が可能です。増設は最大３２ＧＢまで可能となります。規格は SO-DIMM

DDR4 になります。

② このパソコンのＳＳＤスロットは 1 箇所のみとなりますので、増設はできません。最大 1TB までの SSD へ換装可能です。規格は

M.2 2280 SSD となります。(まだ、NVME 対応)

③ このパソコンには 2.5 インチ HDD スロットが付いています。規格：厚さ 7mm、SATA 2.5 インチ HDD です。

④ プリインストールされているＯＳ以外はサポート対象外となります。

⑤ ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状况により割り当てられます。

➅ メモリやストレージ等の交换により問題が発生した場合についてはサポート対象外となりますのて、あらかじめご了承ください。

尚、修理等をご依頼される場合は、事前に必要なデータを他のメディア等にバックアップしてください。

⑦ リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域がありますので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
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ディスプレイへの取付け方法

1. 付属品のブラケットをディスプレイの背面に取付けます。 2. 上の 4 つのネジ穴に位置を合わせます。

3. ブラケット固定用ネジ（4 個）をプラスドライバーで締め付けます。 4. パソコン固定用ネジ（2 個）を写真のとおり取付けます。

5. ブラケットにパソコンを取付けます。 6. Wifi アンテナ（2 本）を取付ます、

パソコンにACアダプターを接続しコンセントに差込みます。 ディスプレイとパソコン本体をHDMIケーブルまたはＤＰケーブルで接続します。

電源ボタンを ON にするとご使用になれます。
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2.5 インチＨＤＤの取付け方法

メモリー増設、ＳＳＤ交換 方法

【ご注意】
メモリー規格：SO-DIMM DDR4×2 スロット 最大 32ＧＢまで増設可能。

SSD の規格は M.2 2280 SSD です 。（まだ、NVMe 対応）

HDD の増設ができます。 規格：厚７ｍｍ、２.５インチ HDD

手に静電気が帯電した状態でパソコン内部に触れると故障の原因になりますのでご注意ください。静電気防止用の手袋を着用されることをおすすめ致

します。

1. プラスドライバーでパソコン背面のネジ（4 箇所）を取り外しま

す。

2. パソコン固定用ネジを 1個取付け、それをツマミにして引き

上げて底面を取り外します。

2. パソコン内部図の様子

底面の裏面に、厚さ7㎜の2.5インチハードディスクのブラケッ

トがあります。

4. メモリーとＳＳＤの装着箇所は写真のとおりです。

5. メモリーの増設、交換 6. SSD を交換する場合はネジを取り外してから行ってくださ

い。



2.5 インチＨＤＤの取付け方法

メモリー増設、ＳＳＤ交換 方法

【ご注意】
メモリー規格：SO-DIMM DDR4×2 スロット 最大 32ＧＢまで増設可能。

SSD の規格は M.2 2280 SSD です 。（まだ、NVMe 対応）

HDD の増設ができます。 規格：厚７ｍｍ、２.５インチ HDD

手に静電気が帯電した状態でパソコン内部に触れると故障の原因になりますのでご注意ください。静電気防止用の手袋を着用されることをおすすめ致し

ます。

7. HDD 厚さ７㎜ 2.5 インチの取付け 8. HDD とブラケットの装着位置を合わせます。

9. 両側のネジを締めます。（計 4 か所） 10. 装着後の写真

11.付属品のケーブルを HDD に取付けます。 12. HDD を接続したケーブルを基盤側に挿し込んでください。



追加した 2.5 インチＨＤＤハードディスクを初期化する方法

Windows11 でコントロールパネルを開きます。

「Windows 管理ツール」から「コンピューターの管理」をクリックします。



フォーマットしたいディスクが見つかったら、そのディスクのところで右クリックします。

（この例では【ディスク 1】が初期化したい２．５インチＨＤＤハードディスクです。【ディスク 0】は OS をインストール済みのＳＳ

Ｄです。） メニュー内の【ディスクの初期化】のところで左クリックします。

次に「ディスクの初期化」というウィンドウが表示されますので、“OK”をクリックします。

MBR（マスターブートレコード） -- 古い方式。最大ストレージ容量 2TB

GPT（GUID パーティションテーブル）--新しい方式。2TB を超えたディスクも可能です。大きな容量のディスクは「GPT」

を選択します。ここではデフォルトで選択されている「GPT」を選びます。



このようにディスクが追加さるので、右クリックし、「新しいシンプルボリューム」をクリックします。

「次へ」をクリックします。



ボリュームのサイズを決め、「次へ」をクリックします。

ドライブ文字を選び、「次へ」をクリックします。



フォーマット方式を選び、「次へ」をクリックします。

「完了」をクリックします。



すると、このように新しいディスクが利用可能になります。



デュアルディスプレイの設定方法

【表示画面の拡張】

1. Windows のデスクトップを右クリックし、ポップアップ表示されるメニューから「ディスプレイ設定(D)」をクリックします。

2. 「複数のディスプレイ」設定から「表示画面を拡張する」を選択します。



3. 変更の確認画面が表示されるので、「変更の維持」をクリックします。この設定変更により、複数のモニターにそれぞれ異なるウィンドウを表

示できるようになります。



4. 変更が反映されると、青色で選択されたモニターの現在の設定が表示されます。



モニターの配置とメイン画面の変更

1. 表示画面を拡張した直後は、実際のモニターの配置と、Windows 上のモニターの配置が異なっていることがあります。

「ディスプレイの選択と整理」メニューの「識別」ボタンをクリックすると、各モニターに番号が表示されますので、配置を変更したいモニターの

番号アイコンをドラッグして、実際のモニターの配置に揃えてください。

配置の設定を変更したら、「適用」をクリックし設定を確定させます。



2. タスクバーの Cortana 検索ボックスやアプリのタスクトレイアイコンは、メインに設定したモニターに表示されます。

また、一部のアプリはメインに設定したモニターに最適な表示設定で動作します。

EIZO モニターを最適な状態でお使いいただくために、「これをメインディスプレイにする」に



テキスト、アプリ、その他の項目のサイズ変更

1. Windows 10 では、最適なサイズでテキストやアプリが表示されるよう、自動的に表示倍率が設定されます。

表示サイズを拡大または縮小されたい場合は、「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」メニューからお好みの拡大率をお選

びください。



2. 拡大率を変更すると、一度 Windows からサインアウトすることを求められます。

「今すぐサインアウトする」をクリックし、再度 Windows にサインインしてください。



◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐに<F2>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。Bluetooth や

無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合

は有線接続のキーボードでご使用ください。

◆ 停電回復時（通電開始時）に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <BOOT> → <AUTO POWER ON>

Disabled（無効）を Enabled（有効）に変更して ENTER を押します。

選択後、<F4>キーを押し，<Save Configuration and reset>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動再起動します。

完了

◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <ADVANCED> → <Wake system from S5> → ENTER を押します。

Fixed Time モードを 選択し、 この機能を有効にします。

Wake Up hour 時間設定：数値は 0〜23 です。（例）23 はＰＭ１１時です。

Wake Up minute 分設定：数値は 0〜59 です

Wake Up second 秒設定：数値は 0〜59 です 設定後、

<F4>キーを押し、< Save Configuration and reset >下の[YES]を選択してください。 パソコン

は自動再起動します。

完了

◆ Wake-on-LAN (WoL)の設定方法

このパソコンではWoL の初期設定は有効になっています。

無効にする場合は次の手順で行ってください。

<BOOT> → <Wake on Lan> → <Enabled>を<Disables>に変更してください。

◆ Windows11 リカバリー方法

リカバリー方法とドライバーは弊社のskynew公式ホームページから確認、ダウンロードでき

ます。 http://www.skynew.jp “ダウンロード”をクリックして機種にあったものを選択して

ダウンロードしてください。



保 証 書

この製品は製品到着日より 1 年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によりま

す。下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名： 小型パソコン K7

購入年月日：

購入サイト名：

注文番号：

氏名：

住所/電話番号：

保証規定

【保証対象】

・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされた OS やソフトウェア、各ハードウェ

アのドライバーが起因となった不具合に関しまして保証対象外となります。

【保証期間】

① 初期不良期間

・製品到着日より 1 ヵ月間となります。初期不良期間内における製品の不具合につきましては、弊社負担（着払

い）にて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

② 保証期間

・製品到着日より 1 年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。

③ 保証期間外

・保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致

します。尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担（元払い）になります。

【保証適用除外事項】

・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。

・保証書を紛失された場合や購入履歴（購入サイト名、注文番号）が確認できない場合。

・ OS やソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS 等、ハードウェア以外に起因した不具合。

・取扱い上の不注意による破損や故障。

・譲渡、転売、オークション等で製品をご購入された場合。

販売元 ： 株式会社真善美 （カブシキガイシャ シンゼンビ）

連絡先 ： 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍３８５２−１

TEL：048-577-6612 FAX：048-577-6613

営業時間 ： 9：00～18：00 （土日祝日、弊社休日を除く）

E-mail: info@skynew.jp
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