ディストリビューターの在庫 ・ 推奨製品を定期的に発信

9月号
2022年

軽量モデルが新登場！ モバイルPC・モバイルモニター特集

想像以上、1キロ未満 Ultralight誕生
推奨モデル

Dell Latitude 7330
メーカー型番：NBLA117-001N3

(スペックシートへのリンクはこちら）

あらゆる場所で、快適なハイブリッドワークを実現
● マグネシウム合金を採用し、967gの圧倒的な軽さと堅牢性を実現する13.3インチのプレミアムビジネスノートPC
● 排熱処理設計の見直しにより、複数のアプリケーションを実行しているときでもシステムを低温に保つことができ、しかも、

静音性が前世代の製品より最大30%向上しています。当社のPCでは、パフォーマンス、温度、ファンノイズについて、
ユーザー設定が可能です。
● 安心のバッテリー駆動：安心のバッテリー駆動時間に加え、ExpressCharge™を使用すると、１時間で80％まで充電

できます。

NBLA117-001N3

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Latitude7330(i5/8/256/11PD/3Y)

Windows 10 Pro 64bit（日本語版）Win11 Proライセンスを含む
インテル® Core™ i5-1235U
8GB メモリー ● SSD 256GB
13.3 インチFHD (1920x1080) 非光沢, 超低電力ディスプレイパネル(SLP), 非タッチ, ComfView+,
広い視野角(WVA), 400 nit
3 セ ル 4 1 W H r E xp r e s s C h a r g e C a p a b l e バ ッ テ リ ー ● 最小構成重量 967g
3年間 ProSupport (翌営業日対応 オンサイト サービス 6営業日 9-17時)

対面営業活動にも、在宅勤務にも！

軽くて持ち運び可能な14型モバイルモニター
推奨モデル

Dell コラボレーションシリーズ

C1422H 14 インチ ポータブルモニタ－
メーカー型番：C1422H

(スペックシートへのリンクはこちら）

軽量、省スペースで持ち運びに便利
本体のみで自立でき、重さはわずか約 590gです。利用シーンを選ばず、手軽に持ち
運びできます。専用スリーブやUSB-Cケーブルも同梱しています。

自宅でも外出先でも
薄型・軽量設計のモニターでいろいろな場所で使用できます。設置に必要な奥行きはわ
ずか9.33cmです。
*PC側がDP over USB-Cに対応している必要があります。

USB-C ケーブルのみでの簡単接続

USB-C ケーブル1本でスッキリした配線に。

別途 AC アダプタを繋げばノートPC に給電も可能です*。
*給電は最大65W迄。接続するUSB Type-C対応のACアダプターの電源供給量により変わります。
●サイズ解像度 : 14 型 /1,920×1,080 ●表示色 :約1670 万色 ● 輝 度 : 300cd/m2 ●コントラスト比 : 700 : 1 ●視野角 : 178 °（上下）/ 178°（左右）
● USB-C (DisplayPort 1.2モード、HDCP 1.4)

●付属品：スリーブケース、USB –CーUSB-C ケーブル x1 ●先出交換サービス ＆限定ハードウェア保証（3年）

短納期でお届けできるお買い得製品のご紹介です。9月商戦にぜひご利用ください！
●サイズ解像度 : 23.8型/1,920×1,080
●表示色 : 約1670 万色●DP/VGA
●上下チルト調整 3年間先出交換サービス ＆ ハードウェア限定保証

DTOP095-006N1 OptiPlex3090SFF(i5/8/256/SM/11PD/1Y)
●第10世代 インテル® Core™ i5-10505
●8GBメモリー ●256GB SSD ●RJ45 x1
●DVDスーパーマルチドライブ
●Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語
●1 年間 ProSupport(翌営業日対応オンサイト保守サービス
(6 営業日9-17 時))

●サイズ解像度 : 23.8型/1,920×1,080
●表示色 : 約1670 万色●HDMI/VGA
●上下チルト調整 3年間先出交換サービス ＆ ハードウェア限定保証

NBLA111-024N1 Latitude 3420(i5/8/256/11PD/FHD/1Y)
⚫第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7
⚫8 GB ●256GB SSD
⚫14インチ FHD (1920 x 1080) 非光沢、非タッチ、250nits
⚫3 セル 41Whr ExpressCharge Capable バッテリー
⚫Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語

NBLA110-022N1
Latitude 3320(i5/8/256/11PD/FHD/1Y)
●第11 世代 インテル Core™ i5-1135G7
● 8 GBメモリー ● 256GB SSD
● 13.3 インチ FHD (1920x1080) 非タッチ、 非光沢、 IPS
● Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語
● 1 年間 ProSupport ( 翌営業日対応 オンサイト サービス 6 営業日 9-17 時)

⚫1年間 ProSupport (翌営業日対応 オンサイト サービス 6営業日 9-17時)

NBLA112-026N1
Latitude3520(i5/8/256/11PD/FHD/1Y)

●第11世代 インテル Core™ i5-1135G7
●8GB メモリー ● SSD 256GB
●15.6インチ FHD (1920 x 1080) 非光沢, 非タッチ, 250nits
●ディスプレイ接続：HDMI 1.4x 1、USB Type-C x 1
●Windows 10 Pro 64bit（日本語版）Win11 Proライセンスを含む
●１年間 ProSupport (翌営業日対応 オンサイト サービス 6営業日 9-17時)

NBLA099-044N3
Latitude 5320 (Win11DG/i5/8GB/256GB/FHD/N/3Y)
⚫第11世代インテル® Core™ i5-1135G7
⚫8 GBメモリー ●256GB SSD
⚫13.3インチ FHD (1920x1080) 非 タッチ、非光沢、IPS、250 nits
⚫4 セル 63Whr Long Life バッテリー
⚫Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語
⚫3年間 ProSupport (翌営業日対応 オンサイト サービス 6営業日 9-17時)

Dell 7-in-1 USB-Cマルチポート アダプター – DA310
CK450-AKMS-0A
●ポート数：7
●データ転送速度：10Gbps
●サポートOS : Windows, Mac OS, Red Hat等
●ビデオ(HDMI/VGA/DP)、ネットワーク(RJ-45)、データ接続
(USB-A x 2)をサポート。
●手のひらサイズ●最大90W の電源をノートパソコンに提供。
● 3年保証

●サイズ解像度 : 1,920×1,080
●表示色 :約1670 万色
●DP/HDMI/VGA

●上下チルト調整、左右・高さ調整/回転
●USB 3.2 第1世代ハブ機能内蔵 ※USB-C経由の画面接続は使えません。
●3年間 先出交換サービス＆プレミアムパネル保証（ドット輝点保証）

流通在庫お買い得モデル メーカー型番

（モデル名をクリックするとデル・テクノロジーズ eカタログサイト スペックシートにリンクします）

E2422H

型番：E2422H

DA310

型番：CK450-AKMS-0A

型番：NBLA110-022N1

E2422HN

型番：E2422HN

DA305

型番：CK450-ALWY-0A

OptiPlex 3090 SFF 型番：DTOP095-006N1
Latitude 3320

Dell 6-in-1 USB-Cマルチポート アダプター - DA305
CK450-ALWY-0A
●ポート数：6
●データ転送速度：10Gbps
●サポートOS : Windows, Mac OS, Red Hat等
●ビデオ(HDMI/DP)、ネットワーク(RJ-45)、
データ接続(USB-A x 2)をサポート
●手のひらサイズ
●最大90W の電源をノートパソコンに提供
●3年保証

Latitude 3420

型番：NBLA111-024N1

P2222H

型番：P2222H

Latitude 3520

型番：NBLA112-026N1

P2422H

型番：P2422H

Latitude 5320

型番：NBLA099-044N3

P2722H

型番：P2722H

詳細・お取り扱いのご希望は下記デル・テクノロジーズ認定ディストリビュータ様まで

SB C&S（株） ダイワボウ情報システム（株） TD SYNNEX（株）

