Windows® Life without Walls™ 壁のない世界へ。デルがお勧めする Windows 7 。

Dell Latitude ST
ビジネスユーザーが待ち望んだ、
Windows® 7 搭載スレート PC 、
Dell Latitude ST は、
業務環境において求められる、
高い生産性、耐久性、携帯性、容易な操作性、
管理性、
セキュリティを備え、
ユーザーと IT 管理者双方のニーズに応える、
真のビジネススレート PC です。

Latitude ST は容易な操作性や携帯性というスレートPC の基本的メリット

安心の耐久性・可搬性

はもちろん、
ビジネス PC を知り尽くした Latitudeブランドならではの高い

さまざまな場面でご利用頂くことを想定し、
耐久性にも配慮した設計を行って

生産性、耐久性、管理性、
セキュリティを実現しました。

おります。

電子カタログ、
店舗用端末、
保守・点検業務、
またノートPCの代用のみならず、

●

ラバー製バンパー、
Corning® Gorilla® Glassを採用した耐久設計のため、

医療機関、教育機関など様々な用途・業種で、新たな業務手法の可能性を
拓く製品です。

時間や場所にとらわれない生産性

突発的なアクシデントや落下から守り、
オフィス外の作業も安心です。
フォームファクタの最小重量は 816g ※ 1 で持ち運びも苦になりません。

●

●

バッテリの持続時間は最大 6 時間 ※ 2 と一日中作業が行える上、オフィス

ビジネスユーザー向けに設計されたLatitude STは、
さまざまな業種、多様

ではオプションのドッキングステーションを利用することにより、従来の

な業務環境・ワークスタイルに対応した製品です。

デスクトップの作業環境をタブレットで実現できます。

Microsoft ® Windows ® 7 の搭載により、使い慣れたビジネスアプリ
ケーションを使う事ができ、はじめてスレートPCを使うユーザーでも安心
して業務を行うことが可能です。
画面には、
外光の映り込みが少なく、
業務アプリケーションの実行に最適な、

ビジネス向けスレートに必須のセキュリティと管理性
スマートフォンやスレートPCなど様々なデバイスが増加する昨今、企業に
おける新たなデバイスの追加はIT管理者にとって、管理面・セキュリティ面
でのハードルがあるものです。

●

10.1 インチマルチタッチスクリーンを採用。
標準で入力用デジタルペンを付属しておりますので、野外での保守点検

●

作業や倉庫作業など指での操作が困難な場面、
実験結果のメモなど手袋を
はめたままの作業、
さまざまな環境での利用も可能です。
また、紛失しないよう、付属の紐の取り付けも可能です。本体にはペンの
収納スペースを確保しているのでスマートに持ち運ぶことができます。

しかし、Windows ® OS 搭載のスレートであれば、他の PC と変わりなく
既存のIT環境に統合でき、セキュリティソフトウェアのインストールを行う
ことも可能です。また、
ビジネス向け Latitudeシリーズならではの、安心の
長期間のライフサイクル、
ダウンタイムを避けスムーズに業務を継続可能に
するオンサイトサービスを標準で付属し、企業のあらゆるサポートニーズに
対応した豊富なハードウェアサービスオプション※ 3 もご用意しております。
●

ギガビット LAN を装備したオプションのドッキングステーションをお使い

プレゼンテーション時には、HDMIポートとプロジェクタやデジタルテレビ

頂ければ、OSのセキュリティパッチ、
ウィルスソフトのパターンファイルも

と簡単に接続できます。

難なく適用可能です。

●

●

USB ポートを使い外付デバイスを操作できるほか、SD カードリーダーを

既存のリモートシステム管理ソリューションやDell KACE™アプライアンス

●

を使って、
他のPCと同様のシームレスな管理が可能なため、
IT業務に費やす

使ってデータのアップロードが可能です。

時間とリソースを低減できます。

プリインストールされたSkype Video Conferencing、
内蔵マイク、
前面

●

720p HD Webカメラと背面5.0MPカメラの搭載で、外出先からの会議

●

にも対応可能。時間や場所にとらわれず業務を行えます。

を確保可能です。

ドッキングステーションにはギガビットLANポートを装備しており、
ワイヤ

●

レスLAN では時間がかかる高画質の画像なども容易にダウンロード可能
です。

TPM（ Trusted Platform Module ）と Microsoft ® Windows® 7
Ultimateを組み合わせて利用する事により、暗号化を実現しデータの安全性

セキュリティスロットを標準装備。また、紛失時に遠隔操作によるPC追跡・

●

データ削除が行えるオプションのComputrace®サービスにより物理的な
セキュリティを強化することが可能です。

特長

Dell Latitude ST 技術仕様

プロセッサー

インテル® Atom® プロセッサー Z670 、1.5GHz シングルコアプロセッサー

オペレーティングシステム

Windows® 7 Home Premium 32 ビット正規版（日本語版／英語版）
Windows® 7 Professional 32 ビット正規版（日本語版／英語版）
Windows® 7 Ultimate 32 ビット正規版（日本語版／英語版）

メモリ※ 4

2GB DDR2 SDRAM（ 800MHz ）内蔵

チップセット

モバイルインテル® SM35 チップセット

グラフィックス※ 4

インテル® グラフィックスメディアアクセラレーター 600

ディスプレイ

10.1 インチ WXGA（ 1,280×800 ）LED バックライト液晶、Corning® Gorilla®ガラス搭載、ペンおよびタッチ入力対応

※5

ストレージ

オプション

モビリティソリッドステートドライブ、最大 128GB

光学ドライブ

USB 外付 DVD+/RW（オプション）

マルチメディア

高音質モノラルスピーカ
ステレオヘッドフォン／マイクコンボジャック
デジタルマイク内蔵
720p の前面 HD Web カメラと 5.0MP 背面カメラ内蔵

電源

4 セルリチウムイオンバッテリ
30 ワット AC アダプタ

接続方法

ワイヤレス LAN + Bluetooth（標準）
：
Dell Wireless 1535C（ 802.11a/b/g/n 1x1 ）
Bluetooth 4.0LE コンボカード

ポート、スロット、および
シャーシ

USB 2.0×1 、SD メモリカードリーダー、HDMI
ステレオヘッドフォン／マイクコンボジャック
デジタルペンホルダ、
ドッキングコネクタ

入力装置
拡張性（オプション）

静電容量式マルチタッチスクリーン、
およびデジタルペン（標準）

Latitude ST シリーズドッキングステーション
（ USB 2.0 ポート×3 、ギガビット LAN 、HDMI 、
およびオーディオ出力搭載）
TPM 1.2

セキュリティ

セキュリティロックスロット

システム管理

Microsoft System Center Configuration Manager と互換

付属ソフトウェア※ 7

SyncUP powered by Nero、Cyberlink Power DVD™、Waves Maxx Audio 3、Skype Video Conferencing、Dell Webcam Central、
Adobe Acrobat Reader

7
HDMI/DVI アダプタ（オプション）
アクセサリ※（オプション）

寸法および重量※ 1

幅：270mm
高さ：15mm
奥行き：186mm
重量：816g（最小構成重量）

法令遵守と環境への配慮

法令順守モデル：T02G
法令順守タイプ：T02G001

※ 1 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。
※ 2 Mobile Mark 2007 Productivity 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。
※ 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。詳細については、www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。
※ 4「 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が使
用される場合があります。
「 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、記載された数値より小さくなる場合があ
※ 5「 GB 」は 10 億バイト、
ります。
※ 6 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基づいて追加料金が発生します。
※ 7 国によってはご利用いただけない場合があります。

www.jp.dell.com/Latitude がビジネスノートブック PC を変革する

●HDD（ハードディスクドライブ）の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量と異なります。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。製品の実際の色は、印
刷の関係で異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。●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。●各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。●パスワードや指紋の管理に関して Dell は一切の責任を負いません。● Latitude 、DELL ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標で
インテル、Intel ロゴ、Intel Atom 、Atom Inside ロゴは、
アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です。● 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また
す。● Intel 、
は商標です。●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。●仕様は2011年12月00日現在のものであり、記載されている内容、外観（モニタ含む）及び仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様および価格については、弊社営業
またはホームページにてご確認下さい。
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