Dell PC Backpack & Briefcase Collection
EcoLoop

●製品の購入には当社の販売条件（http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx.policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&~section=terms_corp ）が適用
されます。 ●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。
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およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます 。 ●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジット
カードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。 掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付け
た時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品 は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載され
ているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。（http://www.dell.jp/softwarejp）●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、
Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、アメリカ合衆国及びその他
の国におけるIntel Corporationの商標です。 ●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint 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。 ●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格に
つきましては販売店様へお問い合わせ下さい。 ●本カタログに記載されている内容・外観（モニタ）を含む・価格及び仕様は 2020 年 3 月 30 日現在に提供かつ予定している情報であり、
予告なく仕様を変更する場合があります 。
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TM

EcoLoop 快適さと環境に配慮した仕様を追求。
TM

● デルの eco ループ ソリューション ポリエ ステル 染色プ ロセ スは、従来よりも廃水を
最大90% 、CO2 排出量を 62% 、エネルギー消費量を最大 29% 削減しています*。

PC Backpack & Briefcase 製品ラインナップ

モデル名
容量
デル パーツ番号

e 型番（パートナー用）
eco 素材

● PC収納部には自動車のフロントガラスをサル ベージして再利用したPVB
（ガラス 飛散
を防止する中間膜）
を再利用したコーティング素材を使用しています。
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チャージパススルー
キャリーケース固定

EVA フォームプロテクション
バリスティックナイロンの使用
本革アクセント

TSA フレンドリー
カタログ掲載ページ

Sleeve
製品ラインナップ
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Dell Premier
スリーブ 13/14/15

Dell Pro
スリーブ 13/14/15

Dell エッセンシャル
スリーブ 13/15

P.15

P.11

P.15

*2018年12月に公開された、原液着色のバージン ポリエステルおよび 繊維サプライヤーのデータシートに関するデルの社内分析に基づきます。
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Dell Premier シリーズの特長
EcoLoop
eco素材を使用
TM

Dell Premier スリムバックパック 15 EcoLoop

TM

出張も楽々。

再生素材とカーボンフット
プリントを削減する地球に
や さ し い染 色プ ロセ スの
素材を採用。

キャリーケースに
取り付けるための
ストラ ップも装備。

電車通勤に最適なスリムタイプの
15インチノート PC用バックパックです。
デルパーツナンバー︓460-BCOK
e 型番︓CK460-BCOK-01
サイ ズ︓W30 x D12 x H43cm 重量 866g 15ℓ

PC収納部には自動車の
再生フロントガラスを
再利用したコーティングを
施した素材を使用。

悪天候にも安心の撥水仕様
外側の撥水加工はもちろんのこと、 PC 収納部には
自動車の再生フロントガラスを再利用したコーティング
加工を施した安心仕様です。

チャージパススルー仕様

デルの PC 充電用バッテリーなどを使用すれば、
移動中に PC へチャージできるよう、ケーブルを
通すための穴を装備。到着したらすぐに作業を
再開できます。
スタイリ ッシュで 12cm の薄型、
シンプルなデザインが特長です。
（サイドポケ ット はありません）
携帯電話など 重要アイテムを格 納
するのに周りからは目立ちにくいバッグ
上部位置にある収納ポケ ット。
混雑した電車の中で、取り出すのに
重宝します。

ラグジュアリーな仕様
丈夫な1680Dバリスティックポリエステル

素 材 と本 革 素 材 の ア クセントによ り 、
ラグジュ アリ ーな デザインと テイストを
演出します。

軽量な EVA フォーム緩衝材が耐衝撃性を
高め、ノート PC を保護します。

マウスやペン、ノートなど小物の
収納に便利な複数のポケット。

肩の輪郭に合った S 字型の
ストラップとエアーメッシュ素材の
バックパネルで、熱を感じず快適に
バックパックを持ち歩くことができます。
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Dell Premier バックパック 15 EcoLoop

TM

奥行 19cm の大容量タイプの15 インチ
ノート PC用バックパックです。

Dell Premier ブリーフケース 15 EcoLoop

TM

調整可能で取り外しができるストラップ
（滑り止めパッド付き）を使って肩掛けに
すると、両手を自由に使える15 インチ
ノート PC用ブリーフケースです。

デルパーツナンバー︓460-BCOI
e 型番︓CK460-BCOI-01
サイ ズ︓W30 x D19 x H43.5cm 重量 1.25kg 21ℓ

デルパーツナンバー︓460-BCRS
e 型番︓CK460-BCRS-01
サイ ズ︓W39 x D13.5 x H29cm 重量1.13kg 12ℓ

軽量なEVAフォーム 緩衝材が耐衝撃性を高め、
ノート PCを保護します。
軽量なEVAフォーム 緩衝材が耐衝撃性を高め、
ノート PCを保護します。

TSAチェ ックポイントフレンド リーで、
フルオープンに開く仕様。
チ ャージパス ス ルー。
別売の携帯用充電器用ポケ ット とケーブル用穴を装備。
移動中に PC へ充電できます。

TSAチェックポイントフレンドリーで、
フルオープ ンに開く仕様。

たっぷり収納できるメインスペースは
一泊二日の出張にも対応できます。

キャリーケースに
取り付けできます。
両サイドにポケット付きで、
ペットボトルや折りたたみ傘の
収納に便利です。
マウスやペン、ノートなど
小物の収納に便利な
複数のポケ ット。
左側面にハンドル付きで
バックパックの上げ下ろし
に便利な仕様。
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Dell Pro ハイブリッド ブリーフケース バックパック 15
バックパック、ショルダーバッグ、ブリーフケースの
3通りの持ち方に対応可能な15インチ用
ハイブリッドタイプ です。

Dell Pro バックパック 15/17 EcoLoop

TM

EcoLoop

TM

Dell Pro ハイブリッド ブリーフケース バックパック 15 19ℓ

たくさんの収納ポケットがついた、軽量で丈夫な
1680Dバリスティックポリエステルを使用した
15/17インチ用バックパックです。

Dell Pro バックパック 15 18ℓ

デルパーツナンバー︓460-BCOV
e 型番︓CK460-BCOV-01
サイ ズ︓W31 x D16 x H43.4cm 重量780g

デルパーツナンバー︓460-BDBP
e 型番︓CK460-BDBP-01
サイ ズ︓W29 x D14 x H45cm 重量 1.1 kg

Dell Pro バックパック 17 23ℓ

デルパーツナンバー︓460-BCPJ
e 型番︓CK460-BCPJ-01
サイ ズ︓W33 x D16 x H47.5 cm 重量839g

軽量なEVAフォーム緩衝材が
耐衝撃性を高め、ノート PC を
保護します。

軽量なEVAフォーム緩衝材が耐衝撃性を高め、
ノート PC を保護します。

バックパック、ショルダーバッグ、ブリーフケースの
3 通り の持ち方に対応可能な15インチ用ハイブリッドタイプです。

チ ャージパス
ス ルー仕様。

両サイド にポケ ット 付き。

小物類の整理に便利な多数のポケット。
キャリーケースに
取り付けできます。

キャリーケースに
取り付けできます。
外側には悪天候にも
安心の撥水仕様。

EcoLoop

TM

チ ャージパス
ス ルー仕様。

悪天候にも安心の撥水仕様。
外 側の 撥水加工はもちろん のこと、

PC収納部には自動車の再生フロント

ガラスを再利用したコーティングを
施した素材を使用。

EcoLoop マー ク 付 き の モ デ ルで は、
PC収納部には自動車のフロントガラス
（ガラ
をサルベージして再利用したPVB
ス飛散を防止する中間膜）
を再利用
したコーティング素材を使用しています。
これにより2019年1年間で、約205トン
のプラスチックを削減できました。
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Dell Pro ブリーフケース 14/15 EcoLoop

Dell Pro スリーブ 13/14/15

調整可能で取り外しができるストラップ（滑り止めパッド付き）を
使って肩掛けにすると、両手を自由に使える
14/15インチ用ブリーフケースです。

軽量で、日常のPC業務に欠かせない必需品をまとめて持ち運べる薄型スリーブです。
13/14/15インチノート PC用の3種類があります。

TM

Dell Pro スリーブ 13

デルパーツナンバー︓460-BCDT
e 型番︓CK460-BCDT-01
サイ ズ︓外寸 W33cm x D2.5cm x H23.5cm
内寸 W31.5 x D1.8 x H22cm 約399g

Dell Pro ブリーフケース 14 11ℓ

デルパーツナンバー︓460-BCPG
e 型番︓CK460-BCPG-01
サイ ズ︓W37.1 x D1 1 x H27.9cm 重量712g

Dell Pro スリーブ 14

Dell Pro ブリーフケース 15 14ℓ

デルパーツナンバー︓460-BCDL
e 型番︓CK460-BCDL-01
サイ ズ︓外寸 W36.5 x D2.5 x H26cm
内寸 W35 x D1.8 x H24.5cm 約440g

デルパーツナンバー︓460-BCPC
e 型番︓CK460-BCPC-01
サイ ズ︓W39.9 x D1 1 x H30cm 重量757g

Dell Pro スリーブ 15

デルパーツナンバー︓460-BCDW
e型番︓CK460-BCDW-01
サイ ズ︓外寸 W40.5 x D2.5 x H28cm
内寸 W39 x D1.8 x H26.5cm 約481g

軽量なEVAフォーム緩衝材が耐衝撃性を高め、ノートPC を保護します。

小物類の収納、ACアダ プターは
外側の収納スペースに収まります。

小物類の整理に便利な
多数のポケ ット。
キャリーケースに
取り付けできます。
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チャージパス
スルー仕様。

悪天候にも安心の撥水仕様。
外 側の 撥水加工はもちろん のこと、
PC収納部には自動車の再生フロント
ガラスを再利用したコーティングを
施した素材を使用。

外側はシ ックなヘザーグレーカラーの耐候素材を使用。

取り外し、長さ調節可能な
ショ ル ダーストラ ップ付き。

内側にはフレン チブルーの
起毛素材でPCを傷から守ります。

キャリーケースに
取り付けできます。
悪天候にも安心の撥水仕様。
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Dell Pro スリムバックパック 15

Dell Pro スリムブリーフケース 15

軽量でシンプルなデザインが特長です。
お求めやすい価格ながら、便利な機能を
備えた15 インチ用バックパックです。

軽量でお求めやすい価格ながら、ビジネス
ユースで使用するのに便利な機能を備えた
15インチ用ブリーフケースです。

Pro スリムバックパック 15

Dell Pro スリムブリーフケース 15

EcoLoop eco 素材を使用

EcoLoop eco 素材を使用

再生素材とカーボンフ ットプリント を削減する
地球にやさしい染色プロセスの素材を採用。

再生素材とカーボンフ ットプ リント を削減する
地球にやさしい染色プ ロセ スの素材を採用。

デルパーツナンバー︓460-BCOX
e 型番︓CK460-BCOX-01
サイ ズ︓W31.5 x D14 x H42.4cm 重量558g 20ℓ
TM

デルパーツナンバー︓460-BCPH
e 型番︓CK460-BCPH-01
サイ ズ︓W40 x D8 x H30cm 重量549g 12ℓ
TM

最大 15 イン チ のノートパ ソコンをバックパック内のク ッション 性の
あるパッド付きスリーブに収納、タブレットを専用ポケットに収納し、
移動中も安全に保護することができます。

チ ャージパス ス ルー仕様。

マウスやペン、ノートなど小物の
収納に便利な複数のポケ ット。

滑らかに動くダ ブルジ ッパーにより
開け閉めが簡単。また荷物を入れて
いる時は自立できる仕様です。

肩の輪郭に合ったS 字型の
ストラ ップとエアーメッシュ 素材の
バックパネルで、熱を感じず快適に
バックパックを持ち歩くことができます。

マ ウスや ペ ン、ノートな ど
小物の収納に便利な
複数のポケ ット。

悪天候にも安心の撥水仕様。

キャリーケースに
取り付けできます。

悪天候にも安心の撥水仕様。

ストラ ップには反射素材が
付いており、早朝や夕方の
外出時、ドライバーの目に
つきやすく安心です。
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取り外しができ、調整可能で
滑り止めパッドが付いている
ショルダーストラップが移動時
に便利です。
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Dell エッセンシャルバックパック 15

Dell エッセンシャル スリーブ 13/15

反射するグラフィックプリント、ショ ルダーストラップの
下にあるジッパーにより、安全にPCを持ち運べる軽量な
15インチ用バックパックです。

耐久性と耐水性に優れた軽量なネオプレンゴム素材のスリーブ です。
開閉しやすいダブルジッパー仕様。内側には柔らかい起毛裏地付きの
ナイレックス素材を使用、PCを傷から守ります。

Pro エッセンシャルバックパック 15

Dell エッセンシャル スリーブ 13

デルパーツナンバー︓460-BCTY
e 型番︓CK460-BCTY-01
サイ ズ︓W31 x D14 x H43cm 重量 453g 20ℓ

デルパーツナンバー︓460-BCOJ
e 型番︓CK460-BCOJ-01
サイ ズ︓W33cm x D2.5cm x H23.5cm 約150g

Dell エッセンシャル スリーブ 15

デルパーツナンバー︓460-BCPE
e 型番︓CK460-BCPE-01
サイ ズ︓W36 x D1 x H26cm 約191g

PC の入る部分は移動中に後ろから開けられないよう、背中側に
ジッパーがある安心仕様。背中側は通気性のあるエアメッシュ素材。

Dell Premier スリーブ 14

反射するグラフィック
プ リント により視認性
が向上。早朝や夕方の
外出時、ドライバーの
目につきやすく安心です。

Latitude 7400 2-in-1 専用に設計された
スタイリッシュなスリーブです。
デルパーツナンバー︓460-BCQQ
e 型番︓CK460-BCQQ-01
サイ ズ︓外寸 W36cm x D1.52cm x H22.6cm
内寸 W31.5 x D1.8 x H22cm 約159g

Dell エッセンシャルブリーフケース 15
限られた予算でPCバッグの付与が必要な
生徒用やPC配布用途など、大規模導入に最適な
15 インチ用ブリーフケースです。

マグネット のフラ ップは本革仕様。

Dell エッセンシャルブリーフケース 15

デルパーツナンバー︓460-BCTV
e 型番︓CK460-BCTV-01
サイ ズ︓W40 x D5 x H28cm 重量280g 12ℓ

キャリーケースに
取り付けできます。

悪天候にも安心の
撥水仕様の表面素材。

スタイリッシュなヘザーグレーに
本革フラップ仕様。

ソフトなマイクロファイバーのインナー。
フラップの内側にはペンを収納できます。

雨の日も安心の撥水仕様。

上記と同じデザインの、Dell Premier スリーブ 13インチ、15インチもございます。
シンプルなデザインに幾何学模様の
グラフィックプリント。ブルーステッチの
ジッパーがアクセントです。
ジッパーの内部はブルーの配色。
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● Dell Premier スリーブ 13 は、XPS 13 9300 および XPS 13 7390 2-in-1 専用に設計されたスリーブです。
●他にも XPS15 インチ用や Dell Precision 15インチ用、Latitude15 インチ用も機種別でご用意しております。
詳しくは Sales へお問い合わせください。
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