Venue 10 5000 シリーズ
多彩で学習者一人ひとりに最適な
学習環境を実現

Venue ™ 10は教育の現場に特化した設計が特徴的です。 10.1インチ
フル HD ディスプレイ、高い耐久性、そして高性能を誇るインテル ®
Atom ™ プロセッサー。これにより、生徒はキャンパスの内外にかかわ

NFC を標準搭載

らず、いつでも安定した作業と学習を行うことができます。

NFC（ Near Field Communication ）＝ 近 距 離 通 信 の 名 前 が
示 すとおり、 通 信 距 離は10cm 程 度に限 定され、 そ の 最も特 徴 的 な

また、教師は生徒が学習プロセスから離れることなく授業に取り組んで

これにより、学校・塾の生徒の出席管理・入退室管理ソリューション構築

いるかどうか、ネットワークアクティビティライトを用いて確認することが

などにご使用いただくことが可能です。

機能は「 かざす 」だけで、誰でも簡単にデータ通信が可能になります。

できます。

デルのサービスとサポート

コラボレーション作業を実現

デ ル の 保 守 サポートは延 長 サ ービスが可 能です。 修 理と部 品 交 換に

Venue ™ 10 は、 タッチ スクリー ン ディスプレイと Android ™ 5.0
Lollipop ® オペレーティングシステムを搭載。 教室用の学習コンテンツ
を Google からダウンロードすれば、対話形式の学習が行えます。

適用され、お客様のデバイスを長期間守ります。

音 質とノイズ低 減 機 能が向 上したデュアルマイクと、デバイス前 面に

を守り、速やかに修理または交換に対応します。

過電流や落下、または液体をこぼしてデバイスが故障してしまうことも
考えられます。デルの偶発損害保証はこうした不慮の事故からデバイス

設 置 さ れ た カメ ラ、 さら に Skype ま た は Google

Hangouts を

利用すれば、生徒間でのコラボレーション作業が実現します。また、教室
内の授業風景をよりクリアな音質と画像で記録することも可能です。

いつでも、どこでも学習できる
Venue ™ 10はどこへでも持ち運んで使用できるように、丈夫で携帯
しやすい設計が施されています。また、始業から終業まで一日中使える、
長時間持続バッテリーを搭載しています。

Dell.jp/Tablet でもっと詳しく

Intel Inside® のタブレットなら

超高速でサクサク快適、バッテリーも長持ち。

特長

技術仕様

モデル

Venue 10 5000（ モデル # 5050 ）

プロセッサー

インテル ®

ディスプレイ

10.1インチ 1920×1200 FHD

オペレーティングシステム

Android™ 5.0. Lollipop®

メモリ

2GB DDR3L-RS 1333MHz

ストレージ

32GB ソリッドステートストレージ

グラフィックス

インテル ®

オーディオ

デュアルマイク、ステレオスピーカ

ワイヤレス

2x2 802.11n（ Miracast 対応 ） NFC
インテル ®

バイルブロードバンド

Atom™ プロセッサー Z3735F（ 最大 1.83GHz クアッドコア ）

HD グラフィックス（ 内蔵グラフィックス ）

7160/4G LTE/HSPA+ バイルブロードバンドカード

対応バンド帯

LTE Bands/1-5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20
カメラ

内蔵

1.2MP 前面 / 5MP 背面；720 p ビデオ（ 30 FPS ）

セキュリティ

セキュリティ・ケーブル・ロック

フルサイズ USB

Micro HDMI
BT 4.0
GPS（ LTE 対応 ）
近接（ LTE 対応 ）

ポートおよびコネクタ

加速度計
ジャイロスコープ
電子コンパス

幅：262.6mm
奥行き：9.9mm

寸法

高さ（ 前面

/ 背面 ）：175.8mm

バッテリー

32Whr リチウムイオンバッテリー、9.25時間

重量

656.9g

電源アダプタ

10W AC アダプタ（ micro USB 充電 ）、コード長 約1.8メートル

保護と見やすさ向上を実現

Dell Venue Rotating Folio
• 折りたたむとVenueをハンズフリーで使用できるスタンドになり、
またVenueを回転させ横長または縦長位置で使用できる
• 前面カバーの着脱が磁石により簡単で、
Venueキーボードとの共用が可能
• 外出先でもスタイリッシュに保護

Dell.jp/Tablet でもっと詳しく
Intel Inside® のタブレットなら
超高速でサクサク快適、バッテリーも長持ち。
※重要情報
1GB は10億バイト、1TB は1兆バイトを表します；システムのメモリサイズやその他の要因によっては、グラフィックスのサポートのために大量のシステムメモリが使用される場合があります。 Miracast ワイヤレステクノ
ロジー：互換性のあるメディアアダプタ（ 別売 ）と HDMI 対応のモニタが必要です。
サービスプロバイダのブロードバンド利用料金と利用可能範囲の対象となります；追加料金が適用されます。
記載されているワットアワー
（ WHr ）は、バッテリー寿命を表すものではありません。
重量は構成および製造時の条件によって異なります。 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 LP 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、Dell.jp/warranty をご覧ください。 アクシデンタル・ダメージ・サービス：盗難、損失、および火災、洪水もしくは天変地
異による損害、または故意による損害はサービスの適用から除外されます。 Dell への機器返却を求められることがあります。 サービス契約期間中、連続する12か月間におけるタブレット交換の制限は2回です。詳細については、
Dell.co.jp/services をご覧ください。
© 2014 Dell Inc. All Rights Reserved. 国によって提供されるアイテムは異なります。特徴や仕様は通告なしに変更されることがあります。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。ご利用地域に
おけるサービスに関してはサービス担当者までお問合せください。 製品の購入には当社の販売条件（ Dell.jp/policy ）が適用されます。 Venue、デル ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。
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