文具の 様な ICT ツール。
教育向け Chromebook 3100 2-in-1

インテル® Celeron® プロセッサーなら、
友人や家族とのやりとり、
エンターテインメントや仕事等をスムーズにこなすことができます。

子供向けの設計

汎用性に優れ 1 日中接続可能

共同作業向けの製品

Chromebook 3100 2-in-1 は、 現代の学習環境

最長で 13 時間 25 分のバッテリー持続時間を
誇る 12、信頼性の高い Chromebook があれば、
授 業時間数 が 多い日でも最後まで学習を続け
られます。 2 つの USB-C ポートが搭載されている
ため、一方のポートでシステムを充電すると同時に、
他の デバイスへの高速 かつ可逆的な接 続を行う
ことが できます。

任意の角度またはモード（フラット、テント、タブレット、
ノートパソコン）での表示と書き込みを可能にする
360 度のヒンジにより、 生徒たちが作成作業や
問題解決に一緒に取り組み、 共同作業ができる
ようになります。 また、 デュアル カメラをサポートする
オプションの World-Facing Camera により、
表示角度と記録角度を反転できます。

における要求に耐えられるように設計されています。
30 インチの高さから金属面への落下、 数万回に
およぶヒンジ開閉、 数千回に及ぶ 4 インチの高さ
からの短距離落下、 防滴キーボード上への 12 オンス
の被水といった、 徹底的な耐久試験が行われて
います。 また、 外れにくいキャプティブ キーを採用
しています。

推奨周辺機器

教育向け Chromebook 3100 2-in-1

究極のクラス ルーム ソリューション

Ergotron社製
YES45 Adjusta 充電カート

Dell 大型ディスプレイ C7520QT
75 インチ マルチタッチ 4K モニタ－

13.3 インチまでの端末、45 台まで収納・充電可能。

4K 解像度の美しい画面表示に加え、 最大 20 点の
InGlass™ タッチテクノロジーにより、 自然な書き込み

保管庫庫内にコンセントを内蔵。端末の出し入れに
安心の鍵付き仕様。充電効率に優れ、使用電力にも
配慮した、 輪番充電に対応。設計 ・ 製造が適切な
安心の品質保証。配達地域により、 パーツ番号が
異なるため、 詳しくは弊社営業までお問い合わせ
ください。

が可能。
直感的に利用可能な為、 クリエイティブな発想を
引き出し、グループでの共同作業に最適です。

外出先での学習

エッセンシャル スリーブ 13

Dell モバイル ワイヤレス マウス
MS3320W - ブラック

Dell Pro ステレオ ヘッドセット
UC150

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。

デ ュ ア ル モ ー ド 接 続（ 2.4GHz ワ イ ヤ レ ス ま た は
Bluetooth ）に対応。約 36 カ月のバッテリー持続
時間により生産性を向上します。安心の 3 年間
保証。 1600dpi のマルチ OS 対応。

Dell Pro ステレオ ヘッドセット - UC150 で、明瞭な

Dell

音声品質を体験できます。
さらに、 ソフトウェアをダウンロードは不要で、
プラグ アンド プレイですぐに使用できます。

特長と技術仕様
特長

技術仕様

モデル番号

教育向け Chromebook 3100 2-in-1

1

プロセッサー 1

インテル ® Celeron ® プロセッサー

オペレーティング 1

Google Chrome OS

Google 自動アップデートの
有効期限（ AUE ）

2026 年 6 月

メモリー 1,2,3

LPDDR4 2400MHz､4GB と 8GB に対応

チップセット

プロセッサーと統合

1

グラフィックス 1,10

インテル ® HD グラフィックス

ディスプレイ 1

11.6 インチ HD（ 1,366 x 768 ）WVA タッチ スクリーン（ Gorilla Glass NBT 装備）

ストレージ

32GB eMMC 、64GB eMMC

1,3

セキュリティ 1

H1 セキュア マイクロコントローラー

ドッキング 1

N/A

光学ドライブ

外付オプションのみ

マルチメディア 1

高音質スピーカ
ヘッドセット / マイク コンボ ジャック
Web カメラ内蔵、マイク搭載
広角カメラ内蔵（オプション）

バッテリー 1,5

42 WHr（リチウムイオン）

電源

1

65 W アダプタ、USB Type-C

接続

6

ワイヤレス LAN ： Intel ® デュアルバンド ワイヤレス -AC 9560 Wi-Fi + BT 5.0 ワイヤレス（ 2 x 2 ）

ポート、スロット、シャーシ

寸法および重量

1

1,11

USB 3.1 Gen 1 x 2、USB Type-C x 2
ヘッドフォン / マイク コンボ ジャック
ウェッジロックスロット（推奨： ELECOM ESL-703 ）
microSD メモリ カード リーダー
幅： 303.9mm
高さ： 21.5 mm
奥行き： 207.9 mm
最小重量 : 1.41 kg

法令遵守と環境への配慮 1

法令遵守モデル： P30T、法令遵守タイプ： P30T001 、ENERGY STAR 7.01 、EPEAT Bronze 認定。
特定の国における参加状況およびレーティングについては、www.epeat.net をご 覧ください。
BFR/PVC フリー 9 、TCO NB 5.0

入力 1

防滴キーボードおよびリテンションキーキャップ（キーキャップこじ開け防止設計のキーボード）
マルチタッチ対応タッチパッド

システム管理

Google Chrome 管理コンソール®（グーグル認定販売店からの購入となります）

1

保証とサービス

1

周辺機器のエコシステム 1

ハードウェア限定保証 4 リモート診断後の標準 1 年間のメール イン サービス 8
3 年間、4 年間の延長ハードウェア保証（オプション）、
および 3 ～ 4 年間の Dell ProSupport 契約が利用可能 9
特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもクラスルームでも高い生産性を実現。
デル ケース､デル モバイル カート､デル プロジェクターが含まれます

Collaboration made real.
教育向け Chromebook 3100 2-in-1

インテル® Celeron® プロセッサーなら、
友人や家族とのやりとり、
エンターテインメントや仕事等をスムーズにこなすことができます。

提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。
4 GB 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 GB は 10 億バイト、1 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小さい場合があります。
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 L.P. までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way,Round Rock, TX 78682）。
または、www.dell.com/warranty をご覧ください。
5 バッテリーのサポートは、グラフィックスのサポート内容によって異なります。サポートの詳細については、テクニカル ガイドを参照してください。
6 ワイヤレス アンテナの提供は、システムの購入時のみです。
7 Dell Education シリーズは、 臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を使用していません（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 フリーおよび 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 1,000 ppm（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 1,000 ppm
（0.1 %）以下です。すべての PCB
（プリント基板）および基板のラミネートの臭素 / 塩素含有量は合計で 1,500 ppm
（0.15 %）以下で、塩素の最大含有量は 900 ppm
（0.09 %）、臭素の最大含有量は 900 ppm
（0.09 %）です。
8 リモート診断後のオンサイト サービス：リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフ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ことがあります。
また、セッション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限定保証 www.dell.com/warranty をご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、通常、リモート診断の完了後 1 営業日以内に、技術者
派遣やパーツ送付の対応をします。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。
9 デルのサービス：デルの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。詳細については、www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。
10 1 GB は 10 億バイト、TB は 1 兆バイトを表します。システムのメモリー容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステム メモリーが使用される場合があります。
11 重量は構成および製造時の条件により異なります。
12 バッテリー持続時間：Chromebook 3100 は、Intel Gemini Lake N4000 プロセッサー、4GB メモリー、16GB eMMC、HD タッチ非対応パネル、Chrome OS、および http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing
で利用可能な Google Chrome Power LoadTest を使用した 3 セル 42W バッテリーでテストされています。
テスト結果は比較のみを目的としています。実際のバッテリー持続時間は、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。
バッテリーの最大持続時間は、時間の経過とともに減少します。

1
2
3
4

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580 番地 ソリッドスクエア東館20F Dell.co.jp
●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）または締結済みの再販売契約書が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了と
なります。●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）●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、
納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC 製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品時の配送料および
ご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●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いただけます。●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および製造開始と
させていただきます。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）●Dell Technologies、Dell、EMC、および Dell EMCが提供する製品およびサービスにかかる商標は米国 Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。●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、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、アメリカ合衆国および
その他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10、Office ロゴ、Outlook、Word、Excel、PowerPoint 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。●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ください。●本カタログに記載されている仕様は 2020 年 6月9日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く
仕様を変更する場合もございます。

