
デルがお勧めするWindows 。

スマートな生産性
OptiPlex 9010オールインワンデスクトップは、スタイリッシュな
省スペースデザインの作業環境を実現するパフォーマンス機能を
備えています。最新のインテル® Core™ i7 プロセッサーが選べる
ほか、ハードドライブ、SSD、またはハイブリッドドライブを選べる
ドライブオプション、高速メモリオプションにより、日々の作業が
はかどります。

究極のコラボレーションを視野に設計された OptiPlex 9010 

オールインワンには、アンチグレア 23 インチパネル搭載バージョン
と、Edge-to-Edge ガラスのマルチタッチ 23 インチパネル搭載
バージョンがあります。どちらのバージョンもワイヤレス接続オプ
ション、マイクロフォン / ヘッドフォン用ミニジャックを搭載して
おり、世界中の同僚とつながってコミュニケーションが図れます。
プライバシー対策用のスライダバーを備えたWeb カメラ、または
タッチ操作対応バージョンに搭載されるオプションの回転式 Web 

カメラは、オーディオと連携して高品質のビデオ会議を実現できる
ように、Microsoft® Lync® 向けに最適化されています。

さらに、HDMI/VGA ポートによるモニタの標準サポート、および
両面に装備した USB 3.0 ポートなど、固有の作業スタイルに対応
できる直感的な設計のため、生産性を最大限まで高めることが
できます。

考え抜かれたデザイン
OptiPlex 9010オールインワンは、省スペース性、直観的なデザイン、
マルチタッチ機能（オプション）、周辺機器の柔軟な構成などの
特長を備え、作業スペースの有効活用を可能にするシステムを通じて、
快適な作業環境を実現します。VESA マウント、オプションの
ワイヤレスマウスとキーボードの採用で設置が容易な上、美しく
スッキリとしたデザインで、貴重な作業スペースを占有することも
ありません。

また、厳しいテストに合格した堅牢なシャーシは、究極の耐久性と
信頼性を備えた設計です。

ビジネスクラスの管理性
OptiPlex 9010オールインワンの管理とメンテナンスは、シームレス
なアウトバンド方式の管理を可能にする最新のインテル® vPro™  

テクノロジー対応の、システム管理インテル® AMT を使って、他
の 9010 フォームファクタと並行して行えます。

データの保護も、TPM（Trusted Platform Module）2 と暗号化
ハードドライブオプションもご用意しております。そのほか、物理的
なセキュリティにも配慮し、セキュリティロックスロットもご用意し、
システムの保護をさらに強化可能です。

また、Dell OptiPlex の長いライフサイクル、移行管理、および
ソフトウェアとハードウェアの更新を高度に監視する ImageWatch™ 

により、安定した運用を長期間確保できるため、将来に向けた計画
を安心して立てられます。

タッチ操作対応オールインワン
OptiPlex 9010オールインワン（タッチ操作対応）は、投影型
静電容量式タッチスクリーン（指の接触を 10 か所まで認識）の
テクノロジーをベースにしており、Windows 8 と組み合わされて
新次元の自然な操作感を実現します。

オプションの多関節スタンドと角度調整機能付き 1.3 MP Web

カメラを使用すると、モニタへの入力、直観的な操作、複数ユーザ
の共同作業が容易になり、さらに効果的なコラボレーションが可能
になります。

OptiPlex 9010オールインワン（タッチ操作対応） は、電子 POS、
インタラクティブなヘルプデスク、受付コンピュータ、会議室の
インタラクティブなデスクトップ、または専用ソリューションとして
効率的に導入できます。

Dell™ OptiPlex™ 9010オールインワンは、最先端の生産性、管理性を、柔軟性に富んだスタイリッシュな
オールインワンフォームファクタで実現します。

Dell™ OptiPlex™ 9010オールインワン

基本スタンドアームスタンド

タッチ操作対応オールインワンの
Edge-to-Edge ガラスによって、
モニタの端部や角部での操作が容易
になり、角度調整機能付き 1.3MP 

Web カメラによって、システムが
横向きのときでもカメラを使用でき
るようになります。

タッチ操作非対応 タッチ操作対応
アンチグレアディスプレイ マルチタッチ Edge-to-Edge モニタ
基本スタンド 基本スタンドまたはアームスタンド
固定式 Web カメラ（オプション） 回転式 Web カメラ（オプション）
Windows 8 のサポート Windows 8 のタッチ機能のサポート



デルがお勧めするWindows 。

www.jp.dell.com/Optiplexでご覧いただけます。

1.   特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.net をご覧ください。
2.   TPM: TPM は一部の地域ではご利用できません。
3.   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。
4.   サービスは地域によって異なる場合があります。
5.   システムメモリおよびグラフィックス : メモリ容量などの要素によって異なりますが、多くのシステムメモリがグラフィック処理に割り当てられることがあります。
6.   4GB 以上のシステムメモリ機能 : 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。
7.   ハードドライブ : 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り異なり、記載された数値より小さい場合があります。
8.   PSU: 本フォームファクタは、効率性に優れた Active PFC（APFC）電源を使用しています。APFC 電源ユニット（PSU） には、正弦波の近似波形、方形波、または準方形波ではなく、正弦波出力のユニバーサル電源ユニット（UPS） のみを使用することをお勧めします（UPS 技術仕様を
参照してください）。出力タイプに関するご不明点については、製造元にご確認ください。

9.   Computrace: デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lojackforlaptops.com の約款をご覧ください。
10. システム管理オプション :

• インテル® vPro™ テクノロジー ̶ 購入時点でインテル® vPro™ テクノロジーに完全対応しています。インテル® vPro™ システム管理オプションにはインテル® vPro™ プロセッサーが必要です。インテル® AMT のサポートが含まれます。
11.  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。
12. 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限定保証（www.dell.com/warranty をご覧ください）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、技術者の派遣やパーツの送付を行います。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。

13. 第 3 世代インテル® Core™ プロセッサーは、インテル® HD グラフィックス（内蔵）により、3 台のモニタを標準でサポートします。3 台のモニタへの同時出力には、リフレッシュレート 60Hz 時最大 2,500 × 1,600 の解像度をサポートする DP ポートが 1 ポート、リフレッシュレート 60Hz 

時最大 1,920 × 1,200 の解像度をサポートする DP ポートと VGA ポートがそれぞれ 1 ポート必要です。

●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。

機能 技術仕様
プロセッサー 4 インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー
インテル® Core™ i7 プロセッサー
インテル® Core™ i5 プロセッサー
インテル® Core™ i3 プロセッサー
インテル® Pentium® プロセッサー

オペレーティングシステム
オプション

Windows 8 64 ビット
Windows 8 Pro 64 ビット
Windows® 7 Home Premium 32ビット
Windows® 7 Home Premium 64ビット
Windows® 7 Professional 32ビット
Windows® 7 Professional 64 ビット
Windows® 7 Ultimate 32ビット
Windows® 7 Ultimate 64ビット
Ubuntu® Linux（一部の国のみ）

チップセット インテル® Q77 Express チップセット

パネル 23 インチ WLED、1,920 x 1,080 FHD 解像度、アンチグレア加工、または投影型静電容量式タッチスクリーン（オプション）

グラフィックス オプション 5 インテル® HD グラフィックス 2500（内蔵）
インテル® HD グラフィックス 4000（内蔵）
（第 3 世代インテル® Core™ i7 プロセッサー / インテル® Core™ i5 プロセッサー / インテル® Core™ i3 プロセッサー）、
インテル® HD グラフィックス 2000（内蔵）
インテル® HD グラフィックス 3000（内蔵）（第 2 世代インテル® Core™ i3 プロセッサー）、
インテル® HD グラフィックス（内蔵）（インテル® Pentium® プロセッサー）

メモリ 6 DIMM スロット x 2（最大、Non-ECC デュアルチャネル 1600 MHz DDR3 SDRAM、最大 16 GB）

ネットワーキング インテル® 82579LM （内蔵）10Mbps

インテル® 82579LM （内蔵）100Mbps

インテル® 82579LM （内蔵）1000Mbps

Dell Wireless 1530 ハーフミニ PCIe WLAN カード（802.11n、オプション）、
インテル® Centrino® Advanced-N 6235 +Bluetooth カード（802.11n、オプション）

I/O ポート 外付 USB 3.0 ポート ×4（側面 ×2、背面 ×2）、外付 USB 2.0 ポート ×4、RJ-45 ×1、VGA ×1、 HDM ×1、PS/2 ×2、
ライン入力 × 1（ステレオ / マイクロフォン用）、ライン出力 × 2（側面 ×1（ヘッドフォン用）、背面 ×1（スピーカ用））

リムーバブルメディアオプション デル 9-in-1 メディアカードリーダー（標準）Blu-ray 読み込みドライブ（オプション）、DVD+/-RW（オプション）、DVD-ROM（オプション）

ハードドライブ 7 オプション 3.5 インチハードドライブ : 最大 1 TB、7,200 RPM

2.5 インチハードドライブ : 500 GB ソリッドステートハイブリッドドライブ（SSHD）、320 GB 7,200 RPM FIPS SED、128 GB ソリッドステートドライブ

シャーシ タッチ操作非対応オールインワンシステム  タッチ操作対応オールインワンシステム

カメラタイプ 固定式スライドドア付き 1.3 MP Web カメラ
（オプション）

角度調整機能付き 1.3 MP Web カメラ
（オプション）

寸法（高さ × 幅 × 奥行き）、（cm）  38.6 ×57.4 ×6.8 38.6 ×57.4 ×7.2

最小重量（kg） 7.6 9.44

ベーシックスタンド 多関節スタンド（オプション）

スタンド奥行き（cm） 22 25

スタンド重量（kg） 2.4 3

ベイ数 内蔵 3.5 インチ × 1

拡張スロット miniPCIe コネクタ× 1

電源8 ユニット（PSU） 200 W PSU（最大電力効率 90 %、Energy Star 5.2 準拠、Active PFC 搭載）

周辺機器類オプション キーボード：デル製USB エントリーキーボード、デル製ビジネス向け有線マルチメディアキーボード、デル製スマートカードキーボード、デル製ワイヤレスキーボード

マウス：デル製 USB オプティカルマウス、デル製レーザーマウス、デル製ワイヤレスマウス（デル製ワイヤレスキーボードに付属）

オーディオスピーカ : デル製内蔵オーディオスピーカ（標準）

セキュリティオプション 1 TPM6（Trusted Platform Module） 1.2、Dell Data Protection|Access、Dell Data Protection|Encryption、シャーシロックスロットのサポート、
シャーシイントルージョンスイッチ（オプション）、セットアップ /BIOS パスワード、I/O インターフェイスセキュリティ、スマートカードキーボード（オ
プション）、インテル® トラステッド・エクゼキューション・テクノロジー、インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー、
インテル® アンチセフト・テクノロジー、Dell Secure Works、オプションの Computrace 製品に対する BIOS サポート 7

システム管理オプション 10 インテル® vPro™ テクノロジー（インテル® AMT 、デル固有の vPro 拡張機能付属）

環境、および規制基準 環境基準（エコラベル）：ENERGY STAR 5.2、EPEAT 登録済み1、CECP、WEEE、日本のエネルギー法、韓国のエコラベル、EU の RoHS、中国の
RoHS、中国の規制名 :OptiPlex 9010A

その他の環境オプション : カーボンオフセット、資源の再販およびリカバリサービス

保証 ハードウェア限定保証11 ： 3 年間のリモート診断後オンサイトサービス 12（標準、3-3-3）、
3 年間のデル・プロサポート（オプション、熟練技術者によるプレミアムサポート、24 時間 365 日のグローバル対応 4）
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