
洗練されたデザイン
スリムで軽量な Latitude 6430u は、 14 インチのディスプレイを
搭載しながら、厚さはわずか 20.9mm、最小重量は 1.69kg（3 セル
バッテリ搭載時）で、携帯性に優れた Ultrabook™ です。ソフトタッチ
ペイント仕上げの滑らかな質感と美しい光沢がもたらす、魅力的な
触り心地と外観で、コンパクトサイズの携帯性とビジネスニーズに
応える長くお使いいただけるデザインを両立させています。

Latitude 6430u は、MIL-STD-810G 規 格 に 適 合 し た 唯 一 の
Ultrabook ™ です 1。本体角部はマグネシウム合金で強化され、
コンポーネントを強力に保護し、防水設計キーボードと LCD 保護
フィルムは、不測の事態や悪天候から Latitude を守ります。

最新世代の Latitude E シリーズと同様に、Latitude 6430u は、これ
までで最も環境に配慮した Ultrabook™ です。すべてのシステムは
BFR/PVC フリー 2、EPEAT 登録済み 3、および ENERGY STAR 5.2 

準拠で、エネルギー効率の良い電源アダプタを備えています。

ゆるぎない生産性
インテル® Core™ i7 プロセッサーまで対応し、DDR3 メモリ、
インテル® HD グラフィックスおよびインテル® Solid-State Drive

を備えた Latitude 6430u は、ビジネスシーンで強力なパフォー
マンスを発揮します。 14.0 インチ HD または 14.0 インチ HD + 

ディスプレイ 4、HDMI および VGA ポートを搭載し、モバイル時
のみならず、デスクでも高い生産性を実現します。

最大 10 時間のバッテリ持続時間 5 とユーザで交換可能なバッテリに
より、1 日中作業を快適に行えます。オプションのワイヤレスドッキ
ングソリューション 4 （後日発売予定）を使うことで、モバイルコン
ピューティングから社内での作業に簡単に切り替えることができます。
標準機能で 1 時間で約 80% の充電が可能な ExpressCharge™ や
デルのバッテリ管理ユーティリティを搭載し、さらに、デバイスを使用
していないときの消費電力を低いレベルに抑えながら、必要なとき
はすぐに作業を再開可能な、無料オプションのインテル® ラピッド・
スタート・テクノロジー 16 により、バッテリを最大限に有効活用します。

Latitude 6430u では、Web カメラ、内蔵ノイズリダクションアレイ
マイク、および内蔵ワイヤレス LAN により、世界中のどこにいても
効果的にコミュニケーションを取ることができます。

革新的なワイヤレスドッキングソリューション（オプション）4 は、
Latitude 6430u をケーブル接続から解放します。ワイヤレスドッ
キングソリューションと併せて使うことで、Latitude 6430u を、
ディスプレイやネットワーク、その他周辺機器類にシームレスに
接続します。モバイルからデスクトップへ、デスクトップから会議室へ、
場所が変わっても生産性を保ったまま業務を継続できます。

信頼できるセキュリティ
Dell Data Protection ソフトウェア 6、Trusted Platform Module

（TPM）7、ハードドライブの暗号化（オプション）、スマートカード
および指紋認証リーダーにより、データを安全に保護できます。
セキュリティロックスロットやオプションの追跡およびリカバリ
サービスにより、さらにセキュリティの強化を行うことが可能です。

効率的な管理機能とサービス
デルでは、セキュリティ、管理、エンドユーザの生産性といった多様化
するお客様それぞれの環境・ニーズに合わせた、オーダーメイドの
ソリューションおよびサービスをご用意しています。

Dell Latitude 6430u は、インテル® vPro™ テクノロジーに対応した、
ビジネスユースに不可欠な管理性に優れた  Ultrabook ™  です。
インテル® vPro™ テクノロジー対応の、システム管理インテル® AMT 

による管理で作業時間を短縮します。また、システムのアップグレード
やメンテナンスといった本体内部へのアクセスを一元的に簡単に行え
ます。

Latitude 6430u は、ビジネスユーザの立場に立った、長期的・
タイムリーなプロダクトロードマップに基づいて製品の提供を行っ
ています。将来の製品導入についても安心、確実な計画が可能です。

Dell™ Latitude™ 6430u は、最新インテル® vPro™ テクノロジーとインテル® AMT を搭載し管理機能に優れた
真のビジネス Ultrabook™ です。わずか 20.9mm の薄型のボディでありながら MIL-STD-810G規格に適合した
日々の使用にも十分耐えられる強度を備えています。

Dell™ Latitude™ 6430u

デルがお勧めするWindows 。



特長 技術仕様
プロセッサーオプション 第 3 世代インテル® Core™ i3-3217U プロセッサー、第 3 世代インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー、

第 3 世代インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー
オペレーティングシステム
オプション

Windows® 7 Home Premium 32ビット（日本語版 / 英語版）
Windows® 7 Home Premium 64ビット（日本語版 / 英語版）
Windows® 7 Professional 32ビット（日本語版 / 英語版）
Windows® 7 Professional 64ビット（日本語版 / 英語版）
Windows® 7 Ultimate 32ビット（日本語版 / 英語版）
Windows® 7 Ultimate 64ビット（日本語版 / 英語版）
Windows 8 64 ビット（日本語版 / 英語版）
Windows 8 Pro 64 ビット（日本語版 / 英語版）
Linux Ubuntu 12

メモリ 8, 9 オプション DDR3 SDRAM（1,600MHz）2 スロット、2GB、4GB、8GB8 の DIMM をサポート
チップセットと
インテル®  スマート・レスポンス・
テクノロジー

モバイル インテル® QM77 Express チップセット
オプションのインテル® ラピッド・スタート・テクノロジー 16

オプションのインテル® スマート・コネクト・テクノロジー（WiFi選択要）11

グラフィックス 10 オプション インテル ® HD グラフィックス 4000

モニタ 14.0 インチ HD（1,366×768） アンチグレア LED バックライト
14.0 インチ HD +（1,600×900） アンチグレア LED バックライト（近日発売予定）

ストレージ 9 オプション モバイル向けインテル ® Solid-State Drive、（最大 256GB）
暗号化モバイル向けインテル ® Solid-State Drive、256GB

光学ドライブオプション 外付のみ : DVD-ROM または DVD+/-RW

マルチメディアオプション 高音質スピーカ、ステレオヘッドフォン / マイク・コンボジャック、内蔵ノイズリダクションアレイマイク、
内蔵 HD ビデオ Web カメラおよび Dell Webcam Central ソフトウェア（オプション）

バッテリオプション 3 セル（36Wh） リチウムポリマーバッテリ、ExpressCharge™ 搭載
6 セル（60Wh） リチウムポリマーバッテリ、ExpressCharge™ 搭載

電源オプション 65W BFR/PVC フリー 2 AC アダプタ
接続性 10/100/1000 ギガビットイーサネット

ワイヤレス LAN オプション :
インテル® Centrino® Advanced-N 6205、インテル® Centrino® Ultimate-N 6300、
Dell Wireless ™ 1504（802.11g/n 1×1）、Dell Wireless 1540（802.11n 2×2）
Bluetooth オプション :

Dell Wireless 380 Bluetooth® 4.0

ポート、スロット、シャーシ ネットワークコネクタ（RJ45）、USB 3.0 × 2、USB/eSATA コンボ × 1、
ステレオヘッドフォン / マイクロフォン・コンボジャック、メモリカードリーダー、
VGA、HDMI、内蔵ミニカードスロット : フル（SSD）× 2、ハーフ（WLAN）× 1
オプションのスマートカードリーダー / 指紋認証リーダー、セキュリティロックスロット

入力デバイスオプション デュアルポインティングキーボード : バックライト付き
マルチタッチ対応タッチパッド

寸法および重量 13 幅 : 338.2mm 奥行き : 229.7mm高さ : 20.9mm
最小重量 :1.69kg（3 セルバッテリ搭載時）

法令順守と環境への配慮 法令順守モデル : P36G 法令順守タイプ : P36G001

ENERGY STAR 5.2（Windows OS）、EPEAT 登録 3、BFR および PVC 未使用 2

システム管理 インテル® vPro ™ テクノロジーの高度な管理機能（オプション）、TPM 1.27

保証およびサポートサービス ハードウェア限定保証 14: リモート診断後の翌営業日オンサイトサービスを 3 年間標準で利用可能 17。
オプションの 3年間のデル・プロサポートは、専門技術者からのサポートを、24 時間 365 日世界中どこからでも利用可能。

構成サービス 工場でのイメージロード、BIOS のカスタマイズ、ハードウェアのカスタマイズ、資産タグの貼付と資産レポート。

1. Dell Latitude 6430u は 16 通りの方法で MIL-STD 810G をテスト済みです。『Latitude 6430u Ultrabook™ Environmental Testing Summary（Latitude 6430u Ultrabook™ 環境テストの概要）』については、デルの営
業担当者に問い合わせるか、Dell Latitude 6430u 製品ページ www.dell.com/latitude からダウンロードしてください。

2. Dell Latitude は、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を含んでいません（BFR フリーおよび PVC フリー）。 iNEMI の「Definition of Low-Halogen Electronics（BFR-/CFR-/PVC-free）」の意見書に記載されている
BFR フリー /PVC フリーの定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量（BFR から発生すると仮定）は 1,000ppm（0.1%）以下、塩素含有量（CFR、PVC、または PVC 共重合体から発生すると仮定） は 1,000ppm
（0.1%）以下です。すべてのプリント基板（PCB） および基板のラミネートの臭素 / 塩素含有量は合計で 1,500ppm（0.15%）以下で、塩素の最大含有量は 900ppm（0.09%）、臭素の最大含有量は 900ppm（0.09%） です。

3. EPEAT: 特定の国における参加状況および登録評価については、www.epeat.net をご覧ください。
4. 発売後に提供されるオプション : ワイヤレスドッキングソリューションおよびワイヤレス Tri-band モジュール（2013 年 1 月発売予定）、14 インチ HD + モニタ（2013 年 2 月発売予定）
5. Mobile Mark 2007 バッテリ持続時間ベンチマークテストを使用したテストに基づいています。このベンチマークテストの詳細については、www.bapco.com をご覧ください。テストの結果は、製品間の比較のみに使
用されるものであり、同等のバッテリ持続時間が得られることを保証するものではありません。バッテリ持続時間は、テスト結果を大きく下回る可能性があり、製品の構成、ソフトウェア、使用方法、動作条件、電源管
理設定などの要因に応じて変化します。バッテリの最大持続時間は、時間の経過および使用にともなって減少します。

6. 一部の国のみでご利用いただけます。
7. 中国、ロシアではご利用いただけません。
8. 4GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。1 × 8GB のメモリオプションは、デルの構成サービスを通じてのみご利用可能です。
9. GB は 10 億バイト、TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より少ない場合があります。
10. システムメモリの容量やその他の要因によって、大量のシステムメモリがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
11. SSD または mSATA ドライブのみに対応し、認識されるインターネット接続が必要です。システムはオンであるか、更新のためのアプリケーションを実行しながらのスリープモードである必要があります。
12. モバイルブロードバンドサービス : ワイヤレスプロバイダのブロードバンド契約とサービスエリアによっては、追加料金が発生します。
13. デルの研究所で実施された先行テストに基づきます。重量は構成および製造時の条件によって異なります。
14. ハードウェア限定保証 : ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP（宛先 : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）までお問い合わせいただくか、www.dell.com/warranty 
をご覧ください。

15. デル・サービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細は、www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。
16. ソリッドステートドライブ（SSD） または適切に構成されたハードドライブ + SSD が必要です。
17. リモート診断後の翌営業日対応オンサイト保守サービス : リモート診断では、オンライン / 電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただく場合や、診断が複数回または
長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア標準保証（www.dell.com/warranty） の対象である場合に、リモートで問題が解決できなかったときは、リモート診断の完了後に技術者の派遣を行うか、パーツを送付
します。これは、通常リモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

●製品の購入には当社の販売条件（ http://www.dell.jp/conpolicy ）が適用されます。●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●このパッケージは、予定台数完売終了次第販売終了となります。●表示価格には配送料は含ま
れておりません。配送料は別途申し受けます。●法人リース料の金額には配送料が含まれております。●製品は、正式受注後、通常約 10日～ 2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期によ
り納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●１社で 50 台以上のご注文をされた場合、受注をお断りする場合もございます。●お客様のご都合による返品の場合、返品時の配送料およびご入金時のお振込手数料はお客様
のご負担とさせていただきます。●当社物流センター出荷後、お客様のご都合により配送先を変更される場合は、別途同額の配送料を申し受けます。●お支払は、（1）お客様が製品をご購入される場合、現金振込またはクレジットカード決
済からお選びいただけます。お客様と弊社との間で別途の合意なき限り、製品またはサービスの代金は、製品またはサービスがお客様に引渡される前にお支払いいただきます。  （2）デルリースをご利用のお客様については、月々のリー
ス料はお客様の銀行口座より引落されます。なお、初回のみ 1・2 回目のリース料と合計した金額を同時に頂戴いたします。製品は、リース契約成立後に生産手続きを開始いたします。●リースのご利用は法人および個人事業主に限らせて
いただきます。また、リースは途中解約できません。●法人リース料の金額は事前の予告なく変更される場合があります。●記載されている内容、外観（モニタ含む）および仕様は予告なく変更される場合があります。●他社製機器および
ソフトウェアはデル標準保守サービスの対象外です。● Vostro、DELL ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、
Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel 

Corporation の商標です。● Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

www.jp.dell.com/Latitude がビジネス向けUltrabook™ を変革する

デルがお勧めするWindows 。
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