
Internal Use - Confidential

生産性を向上させる、デル・テクノロジーの周辺機器

標準価格¥ 11,900（税抜･送料込） e型番：CK450-AKMS-01

Microsoft® Skype® for Business認定。

Dell ProステレオヘッドセットUC350
Microsoft® Skype® for Business認定。

Dell ProステレオヘッドセットUC150

両機種共通：USB Type-AでPCと接続。ノイズリダクション機能付きマイクを内蔵。ヘアバンドは滑り止め素材でズリ落ちを防止。3年保証。
【UC150との違い】は、UC350には、①携帯利用に便利な収納ケース付き。②コントロールユニットから3.5mmジャックでイヤホン機能をサポート。

コントロールユニット

ボリューム

ダウン

マイク

ミュート

ボリューム

アップ

通話応答

安価なKB216とMS116のワイヤレスタイプ。

Wireless Keyboard and Mouse KM636

2.4GHz RFワイヤレスに対応。
最大12ヶ月*キーボードおよび6ヶ月*マウスの電池寿命。
キーボードカバーも3PP：エレコム製で別途提供しています。

標準価格¥ 3,700（税抜･送料込）e型番(黒)：CK580-AEVX-01

580-AEXO
（白：日本語）

e型番はございません。

CK580-AEVX-01
（黒：日本語）

標準価格¥ 11,500（税抜･送料込）e型番：CK580-AJNL-01

マルチOSに対応*。Bluetooth 5.0接
続と2.4 GHz接続の2種類のワイヤレ
ス接続に対応。1600dpi。3年保証。

標準価格¥ 4,900（税抜･送料込）e型番：CK570-ABDP-01

デル純正外付け光学ドライブ。
デルUSB薄型DVDスーパーマルチドライブ –

DW316
デル製の唯一の光学ドライブです。
持ち運びに便利な薄型、厚み14mm。
付属のCyberLink Media Suiteをイン
ストールしてDVD/CDの再生、書込みが
できます。

標準価格¥ 5,900（税抜･送料込）e型番：CK429-AAUQ-01

PC用モバイルバッテリー（19,200 mAh 6-cell、65Wh）

PW7018LC

標準価格¥ 17,500（税抜･送料込）e型番：CK450-AHBO-01

USB-Cで充電するPCに対応。外出
先でのバッテリーの維持に貢献します。
PCに付属のACアダプターがUSB-C

であれば、それを使用してこのモバイ
ルバッテリーへ充電可能です。お持ち
でない場合は別売のUSB-C ACアダ
プターもご購入してください。

デル電源コンパニオン（18,000 mAh - 65 Wh）

PW7015L

標準価格¥ 14,000（税抜･送料込）e型番：CK451-12193-01

ノートPCのACアダプターを
使用して充電するタイプです。

スリムと標準的なバレル
(丸穴)タイプに対応。

USBが2つあり、周辺機器の充電等にも使えます。

3.5mm

ジャック

USB-CでPCと接続。長時間のリモート会議が楽に。

Dell モバイルアダプタースピーカーフォンMH3021P

最大6人までの会議までをサポートする、360度全方位型マイク

機能を持つ変換アダプター。内蔵のエコー キャンセリング機能と

ノイズ リダクション機能により、明瞭な音声品質を提供します。

標準価格¥ 21,600（税抜･送料込） e型番：CK520-AARF-01 標準価格¥ 5,400（税抜･送料込）e型番：CK750-AAVN-01標準価格¥ 8,900（税抜･送料込）e型番：CK750-AAVM-01

3つのデバイスで切替え、マルチOS対応**、電池長持ち36か月*

Dell マルチデバイス ワイヤレスマウスMS5320W
マルチOS**に対応する軽量プログラム可能なボタン付き。

Dell モバイル Pro ワイヤレスマウスMS5120W

3つのデバイスをシームレスに操作できます。
Bluetooth 5.0接続と2.4 GHz接続の2種類の
ワイヤレス接続に対応。1600dpi。3年保証。

標準価格¥ 4,100（税抜･送料込）
タイタングレー e型番：CK570-ABEJ-01

ブラック e型番：CK570-ABEH-01

3つのデバイスを切り替え
て仕様できます。
チルト対応のスクロール、
手にフィットする洗練された
フォルムで、デスクトップ、
ノートパソコン、2-in-1など、

**互換性 2.4 GHz：-Windows 7、Windows 8.1、および10、Mac、Linux（Redhat/Ubuntu）、
Chrome、およびAndroid OS。Bluetooth：-Windows 8.1、および10、Mac、Linux

（Redhat/Ubuntu）、Chrome、およびAndroid OS。Dell Peripheral Manager（プログラム可
能なカスタマイズボタンを設定するのに必要です）：-Windows 7、Windows 8.1、10以降

デュアルモードに対応し、電池長持ち仕様の安価なマウス。

Dell モバイル ワイヤレスマウスMS3320W

*モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間のデルの社内分析に基づきます（2019年11月）。結果は、使用状況と計算条件によって異なります。

マルチOSに対応**し、法人
に嬉しい3年保証と、理論
値36ヵ月*の長い電池持ち
により、ワイヤレスマウスの導
入を促進します。Bluetooth 

5.0接続と2.4 GHz接続の2

種類のワイヤレス接続に対
応。1600dpi。3年保証。

標準価格¥ 2,900（税抜･送料込） e型番：CK570-ABEG-01
*モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間のデルの社内分析に基づきます（2019年11月）。結果は、使用状況と計算条件によって異なります。

●製品の購入には当社の販売条件（https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale）、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。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・テクノロジーズ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製品及び旧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・テクノロジーズ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頂きます。●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頂けます。●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及び製造開始とさせて頂きます。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）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●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ロゴは、米国Dell Technologies 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 CoreInside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標
です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、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下さい。●本カタログに記載されている仕様は20201年4月20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。

巻きつけ方式
ケーブル 46.5cm 最大90WのPDに対応。

各種UCで
ヘッドセットと
してご使用
いただけます。

薄型で持ち運びしやすい、変換アダプター。PD対応。

Dell アダプターUSB-C + HDMI/DP

ノートPCのポート不足を補う、薄型で邪魔にならない仕様で
す。最大 90W まで対応可能なUSB-C の電源をパススルー
できます。4K HDRの外付けディスプレイに60Hzで接続可能。

標準価格¥ 6,500（税抜･送料込）e型番：CK492-BCTU-01

売れ筋製品をセレクト
パートナー様向け e型番掲載版

高精度な 3200dpi の新レーザーマウス

Dell 6ボタン USBレーザーマウス

Dell Peripheral Managerにより、左側面のプログラム設定可能ボタン

カスタマイズが行えます。（Windows OSのみ）3年間保証。

標準価格¥ 2,100（税抜･送料込）e型番：CK570-ABDY-01

最大3200 dpi の高精度

コントロールと4種類の

調整可能なプリセットDPI

を備えたレーザーセンサー

型有線マウスです。

変換アダプター。1台でUSB-C からHDMI / DP / VGA / イーサ
ネット / USB-C  / USB-A x2の変換に対応。HDMIもしくはDP

で4Kディスプレイに接続できます。デュアルディスプレイには非対応
です。MACアドレスパススルーに対応。（PCもこれに対応している必
要があります）

刷新！最大90W 電源パススルーに対応。

Dell USB-C モバイルアダプター DA310 New!

スタイリッシュなデザインと長い電池持ちが特長。
Dell Premierマルチデバイスワイヤレスキーボードおよびマウス

（日本語） KM7321W New!

美しい質感の2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth 5.0(x2)のデュアル
モードに対応。3つのデバイスを切り替えて利用できます。理論値36ヶ
月の長い電池持ち。単品購入でも3年保証付きです。チルトに対応。

デル初のUSB-C充電式。短時間充電に対応。
Dell Premier 充電式 ワイヤレスマウス

MS7421W New!

USB-C充電式ワイヤレスマウス。わずか2分で
1日分、3時間フル充電で最大6ヶ月のバッテリー持続。BT 5.0と
無線のデュアルモード対応。3つのデバイスで切り替えられます。

標準価格 ¥ 6,900（税抜･送料込） e型番：CK580-AJOO-01

スタイリッシュなデザインと長い電池持ちが特長。
Dell Pro ワイヤレス キーボードおよびマウス (日本語) 

KM5221W New!

無線2.4GHzに対応した安価なフルサイズキーボードとマウス。
理論値36ヶ月の電池長持ち設計。チルトに対応。

標準価格¥ 4,900（税抜･送料込）e型番：CK580-AJOM-01

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 https://japancatalog.dell.com/c/

https://japancatalog.dell.com/pd/da310.html
https://japancatalog.dell.com/pd/km636.html
https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/accessories/apd/580-AEXO
https://japancatalog.dell.com/pd/km636.html
https://japancatalog.dell.com/pd/km7321w.html
https://japancatalog.dell.com/pd/ms5320w-570-ABDP.html
https://japancatalog.dell.com/pd/usb-dvd-rw.html
https://japancatalog.dell.com/pd/pw7018lc.html
https://japancatalog.dell.com/pd/pw7015l.html
https://japancatalog.dell.com/pd/mh3021p.html
https://japancatalog.dell.com/pd/uc150.html
https://japancatalog.dell.com/pd/uc350.html
https://japancatalog.dell.com/pd/ms5120w-570-abej.html
https://japancatalog.dell.com/pd/ms5120w-570-ABEH.html
https://japancatalog.dell.com/pd/ms3320w-570-ABEG.html
https://japancatalog.dell.com/pd/492-BCTU.html
https://japancatalog.dell.com/peripherals/compare/mouse
https://japancatalog.dell.com/pd/ms7421w.html
https://japancatalog.dell.com/pd/km5221w.html
https://japancatalog.dell.com/c/
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生産性を向上させる、デル・テクノロジーの周辺機器

Dell デュアル・モニタ・スタンドMDS19

1680デニール バリスティック
ポリエステルと、ラグジュアリー
な本革をあしらったデザイン。
調整可能で取り外しができ
るストラップ（滑り止めパッド
付き）を使って肩掛けにする
と、両手を自由に使えます。

Premier ブリーフケース 15

標準価格¥ 10,500（税抜･送料込）e型番：CK460-BCRS-01

Premier スリム バックパック 15

標準価格¥ 9,200（税抜･送料込）e型番：CK460-BCOK-01

手指を常に清潔に保つには、バックパックがおス
スメです。ビジネスバックパックのトレンドは、うす
マチ、ビジネスカジュアル。

電車通勤に最適、奥行約12cmのスリム仕様
でスタイリッシュなデザインです。

防弾チョッキ素材の1680デニール バリスティック
ポリエステルを使用。ラグジュアリーな本革をあし
らったデザイン。

Premier バックパック 15
TSAチェックポイントフレンドリーな
真っ二つに開く仕様。

両サイドにポケット付きで、奥行
19cmの大容量タイプ。

左側面にハンドル付きで便利。

Dell エッセンシャル スリーブ 13/15

Dell プロ スリムバックパック 15

Dell Pro バックパック 17/15

15：標準価格¥ 6,100（税抜･送料込）e型番：CK460-BCOV-01

17：標準価格¥ 6,500（税抜･送料込）e型番：CK460-BCPJ-01

Dell Pro ブリーフケース 14/15

調整可能で取り外しができるスト
ラップ（滑り止めパッド付き）を
使って肩掛けにすると、両手を自
由に使える14 / 15インチ用ブリー
フケースです。
PC保護に軽量で耐衝撃吸収
性の良いEVAフォームを採用し
ています。

多くの収納ポケットがあり、
Premierより柔らかい素材で軽量
で扱いやすく、最も使い勝手が良
いシリーズです。理由は防弾チョッ
キ素材のバリスティックをそこまで
多く使っていないのと、
EVAフォームは下部の
みに使用のためです。

14：標準価格¥ 5,900（税抜･送料込）e型番：CK460-BCPG-01

15：標準価格¥ 6,200（税抜･送料込）e型番：CK460-BCPC-01

標準価格¥ 4,300（税抜･送料込）e型番：CK460-BCOX-01

軽量でシンプルなデザインが特徴です。
お求めやすい価格ながら、便利な機能を
備えた15インチ用バックパックです。

標準価格¥ 4,200（税抜･送料込）e型番：CK460-BCPH-01

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。

ノートPCしか入らない仕様のため、
ACアダプターなどは、別で収納するタイプに
なります。ACアダプターなども入れたい場合、
Pro スリーブ 13/14/15をご検討ください。

13：標準価格¥ 1,600（税抜･送料込）e型番：CK460-BCOJ-01

15：標準価格¥ 1,800（税抜･送料込）e型番：CK460-BCPE-01

Dell プロ ブリーフケース 15

軽量でシンプルなデザイン。悪天候にも安心の
撥水仕様。チャージパススルー対応、キャリー
ケースストラップ付で出張時も楽に移動できます。

安価ですが、
表面撥水仕様、
トレンドの
自立できる
タイプ。

Dell ProステレオサウンドバーAE515M

標準価格¥ 10,500（税抜･送料込）e型番：CK460-BCOI-01

標準価格¥ 7,000（税抜･送料込）e型番：CK520-AAOR-01

Microsoft® Skype® for Businessの
認定を受けた、RMSが5Wのサウンド
バーは、電話会議に最適、極めて明瞭
な音質を提供。新旧両方のU/Pモニター
に対応可能。新モニターではマウンターで
脚部に取り付け。旧式ではモニタ下に固
定。マウンター

通話コントロールと
LEDインジケーター

Dell スリム サウンドバーSB521A 

180Hzから20KHzまでの広範な周波
数応答範囲を実現する、パワフルな
3.6W RMSスピーカーにより、豊かで
明瞭なオーディオを楽しむことができま
す。以下のデル製モニターにマグネット
で固定できるため、デスクの上をすっき
りと整頓できます。モニターのUSB-A

ポートにサウンドバーのケーブルを差し
込むだけ、電源コードも不要です。

標準価格¥ 5,200（税抜･送料込）e型番：CK520-AASC-01

標準価格¥ 21,500（税抜･送料込）e型番：CK482-BBCU-01

最大2台の27インチモニターをマウントできます。
ケーブルが外に見えないようにスッキリ収納るの
が特長です。外から見えないようにケーブルを配
線でき、すっきりしたデスク環境を提供します。

2台のモニタは別々に、見やすい高さと角度に
調整できます。モニタパネルを双方向に90度
回転させることができるので、横長表示でWeb

ページをスムーズに移動したり、縦長表示のア
プリケーション画面で上下方向に表示できます。

EcoLoop
EcoLoop

EcoLoop

EcoLoop

EcoLoop EcoLoop

EcoLoop

Dell Pro ブリーフケース
ハイブリッド バックパック 15

EcoLoop

標準価格¥ 7,500（税抜･送料込）e型番：CK460-BDBP-01

バックパック、ショ
ルダーバッグ、ブ
リーフケースの3

通りの持ち方に
対応可能な15インチ用
ハイブリッドタイプです。
軽量なEVAフォーム緩衝
材が耐衝撃性を高め、
ノートPCを保護。
極薄17インチ ワークス
テーション Precision

5750はこちらに入ります。

スムーズで正確な書き心地を画面上で実現。

Dell アクティブ ペン PN557W

標準価格¥ 7,700（税抜･送料込） e型番：CK750-AAVW-01

最大2,048レベルの筆圧感度で正確な
描画を実現。Wacom feel ITテクノロ
ジーを内蔵しており、精密かつ
スムーズで正確な書き心地を提供します。

正確な書き込みと描画が可能な高精度なペン。

Dell プレミアム アクティブ ペン PN579X

標準価格¥ 13,700（税抜･送料込）e型番：CK750-ABFL-01

最大4,096レベルの筆圧感度で遅延なく描
画できます。幅広いDell 2-in-1との多目的
なマルチプロトコル互換性。カスタマイズ可
能なショートカットボタン、チルト対応。
単6電池, 交換用ニブ付き

互換機種は製品ページに掲載の、
デル アクティブ ペン互換性カタログを参照ください。

互換機種は製品ページに掲載の、
デル アクティブ ペン互換性カタログを参照ください。

電池（単6 x 1、319 x 2）
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対応する、Dell モニター
U2421E、P2721Q、P3221D、P3421W

Dell・プライバシー・フィルター

13.3：標準価格¥ 5,800（税抜･送料込）e型番：CK461-AAFY-01

14.0：標準価格¥ 6,000（税抜･送料込）e型番：CK461-AAFX-01

15.6：標準価格¥ 6,200（税抜･送料込）e型番：CK461-AAFT-01

他にも3M社製のノー
トPC、モニター用など、
大規模導入時は

デル・テクノロジーズへ
ご相談ください。

デル・テクノロジーズのフィルターは、スリーエムのOEM ですので廉価版では

なく高品質です！

タッチにも対応するため、汚れを拭き取るクロス付き。両面テープとスライド着脱用ツメを
同梱。狭額ベゼルタイプのノートPCについては、両面テープでの運用となります。

売れ筋製品をセレクト
パートナー様向け e型番掲載版

13：標準価格¥ 3,600（税抜･送料込）e型番：CK460-BCDT-01

14：標準価格¥ 4,300（税抜･送料込）e型番：CK460-BCDL-01

15：標準価格¥ 4,300（税抜･送料込）e型番：CK460-BCDW-01

Dell Pro スリーブ 13/14/15

スリーブは軽量で、手持ちハンドルで快適に持ち運びができます。取り外し、
調節可能なショルダーストラップで、両手を空けておくこともできます。出張時
に便利なキャリーケースストラップ付きです。PC格納部はフレンチブルーのクッ
ション加工でPCをダメージから守ります。外側は撥水処理を施しています。

https://japancatalog.dell.com/pd/PE1520C.html
https://japancatalog.dell.com/pd/PE1520PS.html
https://japancatalog.dell.com/pd/PO1520P.html
https://japancatalog.dell.com/pd/PO1720P.html
https://japancatalog.dell.com/pd/PO1420C.html
https://japancatalog.dell.com/pd/PO1520C.html
https://japancatalog.dell.com/pd/PO1520PS.html
https://japancatalog.dell.com/pd/PO1520CS.html
https://japancatalog.dell.com/pd/ES1320V.html
https://japancatalog.dell.com/pd/ES1520V.html
https://japancatalog.dell.com/pd/PE1520P.html
https://japancatalog.dell.com/pd/AE515M.html
https://japancatalog.dell.com/pd/dell-sb521a.html
https://japancatalog.dell.com/pd/mds19.html
https://japancatalog.dell.com/pd/460-bdbp.html
https://japancatalog.dell.com/pd/pn557w.html
https://japancatalog.dell.com/pd/pn579x-750-ABFL.html
https://www.dellemc.com/resources/ja-jp/asset/brochures/products/electronics-accessories/Dell_Pen_Compatibility_Brochure.pdf
https://www.dellemc.com/resources/ja-jp/asset/brochures/products/electronics-accessories/Dell_Pen_Compatibility_Brochure.pdf
https://japancatalog.dell.com/pd/privacy-filter-133.html
https://japancatalog.dell.com/pd/privacy-filter-14.html
https://japancatalog.dell.com/pd/privacy-filter-156.html
https://japancatalog.dell.com/pd/Professional-Sleeve-13.html
https://japancatalog.dell.com/pd/Professional-Sleeve-14.html
https://japancatalog.dell.com/pd/Professional-Sleeve-15.html

