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お客様の成長をお手伝いする
トータルソリューションをデルが提供します。
デル製から他社製まで様々な周辺機器・ソフトウェアを取り揃えています。
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Dell パートナー紹介
お客様の成長を
お手伝いする
トータルソリューションを
デルが提供します。
デル製から他社製まで
様々な周辺機器・
ソフトウェアを
取り揃えています。

デルなら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワンストップで一括購入

デルなら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
専門スタッフがアドバイス

デル製のPC、
サーバ、
仮想化クラウド、
モバイル、
セキュ

国内外の製品群の中から、
ソリューションとなるご希望

リティ、
ストレージ製品だけでなく他社製のソフトウェア
からネットワークや各種周辺機器まで幅広くご用意。
デルなら様々なビジネスニーズに見合ったソリュー

商品の選定を弊社専門スタッフがアドバイスし、御社
のビジネスを拡大し生産性を向上させるお手伝いを
させていただきます。

ションと商品を、
一つの窓口でご購入いただけます。

ソフトウェア
Citrix Systems, Inc.

エムオーテックス株式会社

Microsoft Corporation

クオリティソフト株式会社

資
産
管
理
仮
想
化 ノベル株式会社

Sky 株式会社

ヴイエムウェア株式会社

アクロニス・ジャパン株式会社

株式会社シマンテック

CA Technologies
バ
ク
ア
プ

株式会社シマンテック

トレンドマイクロ株式会社

セ
キ
リ
テ

マカフィー株式会社

AOS テクノロジーズ株式会社

ユ
テ
リ ソースネクスト株式会社
テ
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デルなら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ユーザーフレンドリー

サーバ周辺機器
デル株式会社

シュナイダーエレクトリック株式会社

F5ネットワークスジャパン株式会社

Aruba Networks, Inc.

早い・簡単・便利なデルリースをはじめ、
ソフトウェアや
周辺機器を 2 〜 6 営業日でお届けするスピーディな
配送、多彩なメニューをご用意した安心のサポート
など、ユーザーフレンドリーなサービスをご提供して
います。

Microsoft Corporation

プリンタ
デル株式会社

ブラザー工業株式会社

富士ゼロックス株式会社

キヤノン株式会社

株式会社リコー

セイコーエプソン株式会社

ノベル株式会社

Ｏ
Ｓ

レッドハット株式会社

アドビシステムズ株式会社
株式会社沖データ

株式会社モリサワ

PC周辺機器
Ｄ
Ｔ
Ｐ
＆
Ｃ 弥生株式会社
Ａ
Ｄ

株式会社バッファロー

株式会社アイ・オー・データ機器

エレコム株式会社

サンワサプライ株式会社

株式会社ロジクール

Microsoft Corporation

Targus Group International, Inc.

Ergotron, Inc.

オートデスク株式会社
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モニタ

モニタシェア

モニタシェア
5 年連続 No.1
＊国内液晶モニタマーケットシェア、2007年〜2011年
出典：IDC Asia/Pacific Quarterly PC Monitor Tracker調べ 2011年第4四半期発表

高精細・ワイド画面から
省電力、
コンパクトモニタ
まで幅広くご用意。
しかも
高コストパフォーマンス。

デル S シリーズ

21.5インチ

LED

S2240L 21.5

IPS

インチワイドモニタ LED 搭載

IPS広視野角パネル搭載！HDMI対応狭額 21.5 インチワイドモニタ
●最大解像度：1,920×1,080（ 60Hz ）
● IPS パネル 視野角度：178°（ 垂直）
、178°（水平）
● 接続端子：VGA 、HDMI
●ほぼフレームレスのエレガントなデザイン
●3 年翌営業日交換サービス
（オプションで4/5 年も選択可能）

23インチ

LED

S2340L 23

IPS

インチワイドモニタ LED 搭載

IPS 広視野角パネル搭載！HDMI 対応狭額 23 インチワイドモニタ
●最大解像度：1,920×1,080（ 60Hz ）
● IPS パネル 視野角度：178°（垂直）、178°（水平）
● 接続端子：VGA、HDMI
●ほぼフレームレスのエレガントなデザイン
●3 年翌営業日交換サービス
（オプションで4/5 年も選択可能）

27インチ

LED

S2740L 27

IPS

インチワイドモニタ LED 搭載

IPS 広視野角パネル搭載！HDMI 対応 27 インチワイドモニタ
●最大解像度：1,920×1,080（ 60Hz ）
● IPS パネル 視野角度：178°（垂直）、178°（水平）
●接続端子：VGA、DVI-D(HDCP)、HDMI、USB
● ほぼフレームレスのエレガントなデザイン
●3 年翌営業日交換サービス
（オプションで4/5 年も選択可能）
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デル デジタルハイエンドシリーズ

27インチ

24インチ

LED

U2713HM 27

AH
IPS

LED

U2412M 24

インチワイドモニタ LED 搭載

IPS

インチワイドモニタ LED搭載

AH IPS広視野角パネル搭載！高解像度27インチワイドモニタ

IPS広視野角パネル搭載！高解像度24インチワイドモニタ

●最大解像度：2,560×1,440（ 60Hz ）
● IPS パネル 視野角度：178°（垂直）
、178°（水平）
●接続端子：HDCP対応デュアルリンクDVI-D、
DisplayPort 1.2、HDMI、
VGA、
USB

●最大解像度：1,920×1,200（ 60Hz ）
● IPS パネル 視野角度：178°（垂直）
、178°（水平）
●接続端子：HDCP対応DVI-D、DisplayPort、VGA、USB
●色域（標準）
: sRGB > 97 %、82%（CIE 1976）
●3年プレミアムパネル保証（オプションで4/5年も選択可能）

●色域（標準）:sRGB > 99 %、82%（CIE 1976）
● 3年プレミアムパネル保証（オプションで4/5年も選択可能）
※最大解像度2,560x1,440をご利用頂くにはDVI 或いはDisplayPort出力対応グラフィックカードが必要となります。

29インチ

23インチ

LED

U2312HM 23

IPS

インチワイドモニタ LED搭載

IPS 広視野角パネル搭載！23 インチワイドモニタ
●最大解像度：1,920×1,080（ 60Hz ）
● IPS パネル 視野角度：178°（垂直）
、178°（水平）
●接続端子：HDCP対応DVI-D、DisplayPort、VGA、USB
●色域（標準）:sRGB > 97 %、82%（CIE 1976）
●3年プレミアムパネル保証（オプションで4/5年も選択可能）

LED

U2913WM 29

AH
IPS

インチワイドモニタ LED搭載

19 インチスクエアモニタ2画面分 !
アスペクト比21:9のAH IPS広視野角29インチワイドモニタ
●最大解像度：2,560×1,080（ 60Hz ）
● IPS パネル 視野角度：178°（垂直）
、178°（水平）
●接続端子：HDCP対応デュアルリンクDVI-D、
DisplayPort 1.2、Mini Display Port、
VGA、
USB

●色域（標準）:sRGB > 99 %、82%（CIE 1976）
● 3年プレミアムパネル保証（オプションで4/5年も選択可能）
※最大解像度2560x1080をご利用頂くにはDVI 或いはDisplayPort出力対応グラフィックカードが必要となります。

タッチパネルモニタ

Dell S2340T 23

インチワイド マルチタッチ モニタ LED搭載

Windows 8 対応タッチパネル 23 インチモニタ
●最大解像度：1,920×1,080（ 60Hz ）
● IPS パネル 視野角度：178°（垂直）
、178°（水平）
●接続端子：HDMI、DisplayPort、USB、G/Ethernet
●Windows 8 対応マルチタッチモニタ
● 3年翌営業日交換サービス（オプションで4/5年も選択可能）

23インチ

LED

IPS
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プロジェクタ
外出時に便利な
コンパクト型から
先進機能付きまで、
様々なニーズに見合う
プロジェクタをご用意。

アドバンストプロジェクタ

Dell S320
短焦点プロジェクタ

スペースのない場所でも大画面表示可能！
輝度 3,000 lumen の短焦点3D対応プロジェクタ
● 3,000 ルーメン
● XGA
● 投影距離：0.4m〜3.82m スクリーンサイズ：31〜300インチ
● Single chip DLP® LVDS
● 2年間翌営業日交換サービス

Dell S320Wi

インタラクティブ ワイヤレス短焦点プロジェクタ

インタラクティブペンを利用した印象的なプレゼンを実現！
多機能短焦点3D対応プロジェクタ
● 3,000 ルーメン
● XGA
● 投影距離：0.4m〜3.82m スクリーンサイズ：31〜300インチ
● Single chip DLP® LVDS
● 2年間翌営業日交換サービス

Dell S500
超短焦点プロジェクタ

WXGA 対応輝度 3,200 lumen の短焦点3D対応プロジェクタ
● 3,200 ルーメン
● WXGA
● 投影距離：0.48m〜0.65m スクリーンサイズ：77〜100インチ
● Single chip DLP® LVDS
● 2年間翌営業日交換サービス
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モバイルプロジェクタ

Dell M110

超小型モバイルプロジェクタ

重さ360g、明るさ300 lumenの客先プレゼン用モバイルプロジェクタ
● 300 ルーメン
● WXGA
● 投影距離：0.97m 〜 2.58m スクリーンサイズ：30〜80インチ
● Single chip DLP® LVDS
● 1年間翌営業日交換サービス

スタンダードプロジェクタ

Dell 1610HD

Dell 4220

プロジェクタ

プロジェクタ

WXGA 対応輝度 3,500 lumen の充実したスペックで
本格プレゼンが可能な3D対応プロジェクタ

高輝度 4,100 lumen！大会議室用3D対応プロジェクタ

● 3,500 ルーメン
● WXGA
● 投影距離：1.2m〜10m スクリーンサイズ：36〜362インチ
● Single chip DLP® LVDS
● 2年間翌営業日交換サービス

Dell 1420X

● 4,100 ルーメン
● XGA
● 投影距離：1.2m〜10m スクリーンサイズ：30〜307インチ
● Single chip DLP® LVDS
● 2年間翌営業日交換サービス

Dell 1430X

プロジェクタ

プロジェクタ

XGA対応、中規模会議室に最適な 3D対応プロジェクタ

XGA 対応、中規模会議室に最適な 3D対応プロジェクタ

● 2,700 ルーメン
● XGA
● 投影距離：1.0m〜8.0m スクリーンサイズ：38〜180インチ
● Single chip DLP® LVDS
● 2年間翌営業日交換サービス

● 3,200 ルーメン
● XGA
● 投影距離：1.0m〜8.0m スクリーンサイズ：38〜180インチ
● Single chip DLP® LVDS
● 2年間翌営業日交換サービス
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プリンタ
スモールオフィスでの
使用を考慮し、
モノクロ、
デスク設置サイズの
カラーレーザーなど、
多様なバリエーションで
ビジネスニーズに
お応えします。

Dell V525w

AIO ワイヤレスインクジェットプリンタ

ワイヤレス／自動両面印刷機能付き
多機能プリンタ
●印刷、スキャン、
コピー、ファックスの AIO
● 35 枚搭載可能な ADF と両面印刷機能
● 802.11b/g/n 対応ワイヤレスおよびイーサネット標準装備

Dell V725w

AIO ワイヤレスインクジェットプリンタ

ワイヤレス／自動両面印刷機能付き
ビジネス向け多機能プリンタ
●印刷、スキャン、
コピー、ファックスの AIO
● 2.4 インチカラー LCD ディスプレイ
● 50 枚搭載可能な ADF と両面印刷機能
● 802.11b/g/n 対応ワイヤレス標準装備

Dell 2350dn

ネットワークレーザープリンタ

ネットワーク／自動両面印刷機能付き
モノクロレーザープリンタ
●ネットワーク標準装備
●自動両面印刷機能標準装備
● 38ppmの高速印刷
● 10人未満の規模のスモールワークグループ向け

Dell 5230dn

ネットワークレーザープリンタ

ネットワーク／自動両面印刷機能付き
ハイエンドモノクロレーザープリンタ
●ネットワーク標準装備
●自動両面印刷機能標準装備
● 43ppmの高速印刷
● 10-20人規模のミディアムワークグループ向け
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OKI COREFIDO2 C811dn
A3 LED プリンタ【 Dell 特別バージョン】

お得なトナーバンドル版。
5 年間保守無料 & メンテナンス品無償提供の
A3 カラー LED プリンタ
● A3 カラー LED プリンタ /35PPM
● 5 年間無償保証 / 5 年間メンテナンス品無償提供
●ワンタッチ節電ボタンで、0.7 ｗ省エネ設定

Brother MFC-J6710CDW

＋インク＋PDF Lite セット【 Dell 特別バージョン】

SOHO オフィスに最適。
売れ筋 A3 カラーインクジェット複合機と
トナーカートリッジがお得なセットに！
● A3 対応自動両面プリント & 高速プリントエンジン搭載
●最大 500 枚まで給紙可能の大容量 2 段記録紙トレイ
● iPhone/iPod touch/iPad から無線 LAN で簡単プリント＆スキャン

Epson EP-805A/EP-805AW
WiFi 標準対応、Epsonの新型インクジェット複合機
● プリンタ、コピー、
ファックス、スキャナ
● 最高解像度（dpi）5,760×1,440dpi
● 印刷速度 上トレイ：約15秒、下トレイ：約14秒
● メールdeリモート印刷

EP-805A

EP-805AW
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ソフトウェア
ビジネスに必須な
文書・セキュリティソフトから
会計、
データ移築などの
専門ソフトまで
ビジネスニーズに
最適な商品をご用意。

Microsoft
Office Professional 2010
ビジネスの生産性向上と情報管理のための
強力なツールで構成された最も使いやすいパッケージ
●ハードディスク：3GB 以上
●メモリ：256MB 以上
● CPU：500MHz 以上
● Word/Excel/PowerPoint/OneNote/Outlook/Access/Publisher

Microsoft
Windows Server 2012
クラウド時代に最適なサーバーオペレーションシステム
●ハードディスク：32GB 以上
●メモリ：512MB 以上
● CPU：1.4GHz 64 ビットプロセッサー以上

Adobe
Creative Suite 6
Master Collection
様々なデザイン分野に対応できるトータルスイート
●ハードディスク：14.5GB 以上
●メモリ：4GB 以上
● CPU：インテル® Pentium® 4 以上または AMD Athlon® 64 以上の 64-bit 対応プロセッサー

Adobe
Acrobat XI Pro
付加価値の高い Adobe PDF を作成、
管理、活用するソフトウェア
●ハードディスク：1.9GB 以上
●メモリ：512MB 以上
● CPU：1.3GHz 以上
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Vmware vSphere
クラウド インフラストラクチャの構築に最適な、
業界をリードする仮想化プラットフォーム
●IT資源の有効化
●コスト削減
● 可用性の向上
● セキリュティの向上

Red Hat Enterprise Linux
幅広いハードウェアアーキテクチャ、ハイパーバイザ、
クラウドに対応するソリューション
●リソース管理の一元化
●セキリュティの一体化
● 統合仮想化
● 快適な操作性

Autodesk
AutoCAD
LT 2013 Commercial New SLM
生産性を向上するための多彩な 2D 作図ツール
●ハードディスク：4GB 以上
●メモリ：2GB 以上
● 32Bit 版 CPU：Windows® 7 使用時：インテル® Pentium® 4 または AMD Athlon® デュアルコア 3.0GHz 以上の SSE2 対応
64bit 版 CPU：インテル® Xeon® または Pentium® 4 EM64T 、AMD Athlon® 64 、Opteron の SSE2 対応

AOS Technologies

ファイナルパソコン引越し 9plus
専用USBリンクケーブル付

データ、環境、
アプリケーションを引越しできる
No.1 環境・データ移行ソフト
●ハードディスク：200MB 以上
●メモリ：128MB 以上
● CPU：700MHz 以上
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サーバ周辺機器
スモールビジネスに
最適なサイズ、
安全性能も兼ね備えた
多彩なUPSをご用意。
災害時の危機対策にも。

APC Smart-UPS 500 LCD 100V
3 年保証 5 年保証 #SMT500J

クライアント・サーバのバックアップに最適な
エントリーモデル：3年/5年 保守付き
● UPS出力容量：500VA/360W
● UPS出力コンセント形状：NEMA 5-15R×6個
●正味質量：13.0kg
●外形寸法（高さ×幅×奥行き）
：167×140×359mm

APC Smart-UPS 750 LCD 100V
3 年保証 5 年保証 #SMT750J

クライアント・サーバのバックアップに最適な
エントリーモデル：3年/5年 保守付き
● UPS 出力容量：750VA/500W
● UPS出力コンセント形状：NEMA 5-15R×6個
●正味質量：13.0kg
●外形寸法（高さ×幅×奥行き）
：167×140×359mm

APC Smart-UPS 1000 LCD 100V
3 年保証 5 年保証 #SMT1000J

サーバ・ストレージのバックアップに最適な
スタンダードモデル：3年/5年 保守付き
● UPS 出力容量：1000VA/670W
● UPS 出力コンセント形状：NEMA 5-15R ×8 個
●正味質量：21.0kg
●外形寸法（高さ×幅×奥行き）
：225×172×439mm

APC Smart-UPS 1500 LCD 100V
3 年保証 5 年保証 #SMT1500J

サーバ・ストレージのバックアップに最適な
スタンダードモデル：3年/5 年 保守付き
● UPS 出力容量：1200VA/980W
● UPS 出力コンセント形状：NEMA 5-15R×8 個
●正味質量：26.0kg
●外形寸法（高さ×幅×奥行き）
：225×172×439mm
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APC Smart-UPS 1200 RM [1U] LCD 100V
3 年保証 5 年保証 #SMT1200RMJ1U

中小規模のシステムに最適な
ビジネススタンダードモデル：3年/5年 保守付き
● UPS 出力容量：1200VA/1000W
● UPS 出力コンセント形状：NEMA 5-15R×4 個
●正味質量：21.8kg
●外形寸法（高さ×幅×奥行き）
：44×483×660mm

APC Smart-UPS 1500 RM [2U] LCD 100V
3 年保証 5 年保証 #SMT1500RMJ2U

サーバ・ストレージのバックアップに最適な
スタンダードモデル：3年/5年 保守付き
● UPS 出力容量：1200VA/1200W
● UPS 出力コンセント形状：NEMA 5-15R×6 個
●正味質量：28.0kg
：86×483×468mm
●外形寸法（高さ×幅×奥行き）

APC Smart-UPS 3000 RMXLA [3U] 200V
3 年保証 5 年保証 #SUA3000RMXLA3U

200Vに対応したデータセンターファシリティ向け
ハイエンドモデル：3年/5年 保守付き
● UPS 出力容量：3000VA/2400W
● UPS 出力コンセント形状：NEMA L6-20R×2個 NEMA L6-30R×2個
●正味質量：63.0kg
●外形寸法（高さ×幅×奥行き）
：133×483×673mm

UPS電源管理ソフトウェア Power Chute シリーズ
効果的な電源管理を提供し
管理の手間と不安を軽減
● PowerChute Personal Edition（家庭・SOHO向け）
PowerChute Business Edition（中規模ビジネス向け）
PowerChute Network Shutdown（大規模ビジネス向け）
※Windows®版、Linux,Unix版、Smart-UPS 500/750タワー専用版から
お選びいただけます。
● 特徴：1.電源障害時には安全に自動シャットダウンができ、慌てる必要がありません
2.必要に応じてスケジュールを作成、都合よくスケジューリングできます
3.幅広いOSに対応、様々な環境にも柔軟に適用できます
4.メールによるアラート通知やプログラムによる実行も可能です
5.担当者不在でも離れた場所からでも遠隔操作できます
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PC周辺機器
ビジネスの
あらゆる場面で必要な
アクセサリを
多数ご用意。

Dell-3 ボタンワイヤレスマウス（ブラック）
ナノレシーバーを採用した、
スマート & スリムマウス
●プラグアンドプレイの 3 ボタンマウス
● 1000dpi の高解像度オプティカルセンサーテクノロジー
●高度な 2.4GHz ワイヤレステクノロジー

Dell-E-Port ポートリプリケータ
簡単な着脱で、
デスクトップが提供する生産性をそのまま
ノートブックPCでも実現
● Latitude シリーズ、ならびに Dell Precision M2400/M4400/M4500 向け
●外形寸法（高さ×横幅×奥行き）
：70×210×180mm
● I/O コネクタ： USB（USB 2.0 x 5、USB/eSATA x1）、ヘッドフォン / スピーカーおよびマイク、
Ethernet（10/100/1000 GB）、VGA、DVI、DisplayPort（HDMI をドングルでサポート）

＋

モニタ
デルモニタはあらゆる用途に対応可能な豊富なラインナップを
取り揃えています。

E シリーズ ドッキングステーション
テンキー

＋

快適なタイピングを可能に
するパンタグラフ方式。
快適な入力が可能です。

Network

＋
＋

＋
外付け HDD

キーボード
ノート PC でもデスクトップ同様に使用でき、
操作性が格段に向上します。

マウス
多機能、多ボタン、
ワイヤレスにも対応した
多種多様なマウスを取り揃えています。

【 DELL 限定商品】

3M セキュリティ／プライバシーフィルター

スタンダードタイプ 13.3 型ワイド

のぞき見防止機能に特化した
プライバシーフィルター
●適応モニターサイズ：13.3型ワイド
●サイズ（幅×高さ）
：294×165.5mm
●取付方法：付属タブテープを使用。
（簡単に着脱可能です）
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【 Dell オリジナル】

Adventure 15インチケース
DELL でしか買えない！オリジナルデザインキャリーケース

●パソコン収納スペースサイズ：388×251×30mm
●重量：0.17kg
●素材（外装）
：3mm ポリエステル ジャージ プレーン、420D ポリエステル ホワイトドット

Microsoft
Wedge Mobile Keyboard Bluetooth
Microsoft
Wedge Touch Mouse Black
#U6R-00022、#3LR-00008

タブレットとの使用に最適な、
コンパクトでスタイリッシュな
Bluetooth モバイル キーボード&マウス
●Windows 8 対応
●Bluetooth ワイヤレス接続
●キーボードにはタブレット スタンドにもなる多目的カバーが付属

Buffalo ＜テラステーション＞
管理者・RAID 機能搭載 NAS 2ドライブ 2TB モデル

高速転送で大容量データもすばやく保存できるビジネス NAS
●外形寸法（本体）
（幅×奥行き×高さ）
：170×230×170mm（突起物含まず）
●重量：約 4.5kg
●消費電力：平均：約 40W/ 最大：47W

Ergotron LX

デュアルデスクマウントアーム
サイドバイサイド
#45-245-026

人間工学に基づいた最高レベルの快適さを実現する
ディスプレイアーム
●スクリーンサイズ：27インチ以下
●荷重範囲：18kg
●昇降：33cm

ケンジントン製マイクロセーバー
ノートブックロック
3 年保証 MS64021

人の出入りの多いオフィスや会議室、出張先での盗難を抑止！
●総重量：260g
●ケーブル直径：5.5mm
●ケーブル長：1.83m
●ケーブル部：カーボンスチール
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詳しくはオンラインストア、
あるいはお電話でご確認下さい。
オンラインストア

www.dell.co.jp
ご購入に関する疑問をその場で解決！チャットサービスが人気です。

フリーダイヤル

0120-912-217

平日 08：00 〜 20：00
土曜 10：00 〜 18：00（日曜・祝日休み）

Facebook: http://www.facebook.com/DellJapan
Twitter: http://twitter.com/DellConsumer_JP
Twitter: http://twitter.com/DellCaresJP
● DELLロゴは、米国 Dell Inc.の商標または登録商標です。●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。●製品の購入には当社の販売条件が適用されます。●納期は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。●ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●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。●本カタ
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