外付け光学ドライブ
Dell USB 薄型 DVD スーパーマルチドライブ DW316
429-AAUQ

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。
国内在庫品で短納期です。

Dell ビジネス向け

周辺機器 総合カタログ

セキュリティ用品も、デル・テクノロジーズへお声かけください。
セキュリティワイヤー

Wedge タイプの Noble、Kensington や

エレコム製など多数取り揃えております。

プライバシーフィルター

3M 社製や ELECOM 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。

●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。 ●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。）●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 U R L を ご 確 認 下さ い 。
（http://www.dell.jp/softwarejp）●Dell Technologies、Dell の商標については、Dell Technologies Inc. 及びその関連会社の登録商標です。 ●Intel、 インテル、 Intel ロゴ、 Intel Inside、
Intel Inside ロゴ、 Intel Atom、 Intel Atom Inside、 Centrino、 Centrino Inside、 Intel Core、Core Inside、 Celeron、 Celeron Inside、 Pentium、 Pentium Inside は、アメリカ合衆国
及びその他の国における Intel Corporation の商標です。 ●Microsoft、Windows 、Windows 10、Windows 11、Oce ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint 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 2022 年 6 月 1 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。

デル ・ テクノロジーズ株式会社 〒100-8159 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー（受付 17 階）Dell.co.jp

写真は SP3022, WB7022, KM7321W, Latitude 5431, P3421W

業務効率を向上させる、デル・テクノロジーズの周辺機器。
エンドユーザーの求める、円滑なコラボレーションに必要なアイテムを提供します。

デル・テクノロジーズの周辺機器をおすすめする理由と製品 ラインナップ
製品ラインナップ
ドッキングステーション
WD シリーズ
UD シリーズ
HD シリーズ

P.3

モニターアーム
シングル/ デュアルモニターアーム

P.6

変換アダプター・アクティブペン

P.7

多様なニーズにこたえる変換アダプター
2-in-1 PC用のアクティブペン

写真は SP3022, KM7321W, OptiPlex 5090, P2723Q

デル・テクノロジーズの周辺機器をおすすめする理由
生産性の向上

デル・テクノロジーズの周辺機器は、作業をより早く、よりスマートに行えるため、生産性を向上できます。テレワークでも、
オフィスで作業している場合でも、より効率的に接続でき、仲間やお客様とのコラボレーションに貢献します。

信頼性の高い互換性

業界標準に準拠するように構築されたデル ・ テクノロジーズの周辺機器は、厳格なテストを受け認定されています。
システムのパフォーマンスを損なうことなく、互換性と信頼性の高い接続を実現します。

多様なニーズに応える幅広い製品ラインナップ

働き方に応じた様々なニーズに対応できるよう、デル ・ テクノロジーズのシステムやモニターに接続して、エンドユーザーの
業務効率を促進します。

考え抜かれた設計

スタイリッシュで革新的かつ機能的。デル ・ テクノロジーズの周辺機器
は、オフィスでの業務やテレワークの作業を楽にするために組み込まれた
独自の機能を取り入れています。いつでもどこでも生産性を最大化
するのに役立つ周辺機器を提供します。

環境に配慮

PC 用バッグ類で導入されている EcoLoopTM ソリューションで見られる

ように、可能な限り環境に優しい手法で製品を開発・提供しています。

入力デバイス
ワイヤレス / 有線マウス
ワイヤレス / 有線キーボード＆マウス

P.9

電源関連

P.11

モバイルバッテリー
ACアダプター

オーディオ関連

P.12

スピーカーフォン
サウンドバー

Webカメラとヘッドセット

P.13

デジタル高解像度 Webカメラ
ワイヤレス / 有線ヘッドセット

PC用バッグ

P.15

Premier シリーズ
Proシリーズ

エッセンシャルシリーズ

その他

裏表紙

外付け光学ドライブ
3PPセキュリティワイヤー、プライバシーフィルター

ドッキングステーション
Dell Thunderbolt™ Dock WD22TB4

210-BEKW

・ 最大 40Gbps のデータ転送速度を実現する、Thunderbolt ™

4 ポートを 2 つ搭載。
・ 最大 130W の電力を供給。
・ 急速充電の Dell ExpressCharge にも対応。
・ Thunderbolt™ 以外のシステムとも連携できるので、ほとんどの
デバイスとの互換性が維持できます。

USB-C ケーブル長：80cm

Dell ドッキング ステーション WD19S

Dell Performance Dock WD19DCS

210-AZCX

最大 130W の電力を供給。

写真は HD22Q, WB7022, KM7321W, MDS19, Latitude 9430, U2722D

Dell ドッキングステーションの特徴

急速充電

Dell デュアル充電ドッキング ステーション HD22Q

210-AZCI

デュアル USB-C ドックで、最大 210W まで

急速充電の Dell ExpressCharge を

電力を供給。

搭載した USB-C ドッグのスタンダード版です。

USB-C テクノロジーは、最大 10Gbps の

Dell Precision 7000 ワークステーションと
互換性があり、USB-C 機能はシングルまたは

データ転送速度を提供。

デユアルのどちらかを簡単に選択できます。

最大 2 台のフル HD ディスプレイをサポートして

また、マグネットで分離できるタイプの USB-C

いるため、より効率的に作業できます。

ケーブルにより、ニーズに合った柔軟性な

USB-C ケーブル長：1m

使い方ができます。
ポートは WD19S と同じ端子です。

生産性の向上

USB-C ケーブル長：80cm

インテリジェントな管理

210-BFDP

ワイヤレス充電スタンドを使用して Qi 対応デバイス充電可能な世界初のノートパソコン ドッキング ステーション
・ Wake on Dock 機能でノートパソコンの電源を入れることができます。

Dell ユニバーサル ドッキング ステーション UD22

210-BFCC

DisplayLink と DP Alt モードに対応し、任意の OS で使用可能。
あらゆる USB-C ノートパソコンに対応する究極のユニバーサル ドッキング ステーションです。

・ 最大 10Gbps のデータ転送速度。

・ 最大 4 台の 4K ディスプレイ * または 1 台の 5K ディスプレイ ** を接続

・ 最大 90W の電力を供給。

・ DisplayLink 圧縮テクノロジーを搭載（ドライバーのインストールが必要）

・ 急速充電の Dell ExpressCharge にも対応。

・ DP Alt モードの追加サポートにより、DisplayLink ドライバーがインストールされていない場合でも

USB-C ケーブル長：80cm

接続可能
・ あらゆる USB-C ノート PC に最大 96W の電力供給をサポート。（Dell ExpressCharge には
対応していません。）
・ MAC アドレスのパススルー機能をサポート。

USB-C ケーブル長：80cm
対応 OS
Windows 10, Windows 11, Ubuntu 20.04 以降 , Apple macOS 12.21 以降 ,
Google Chrome OS 100 以降

写真は HD22Q, KM7321W, XPS 13（Model 9300）, P2722H

*Display Stream Compression 対応の HBR3 PC の場合
**Display Stream Compression 対応の HBR3 PC の場合

Dell ドッキング ステーション マウント キット MK15

575-BBMZ

モニター背面や壁面、デスクの下など、ドッキングステーションを取り付けて、すっきりしたデスク
環境を実現します。デル ・ テクノロジーズの U および P シリーズモニターの背面に WD19
シリーズのドッキングステーションを搭載できるようにするマウントキットです。VESA 対応。

ドッキングステーション

モニターアーム

WD19S

WD22TB4

WD19DCS

UD22

HD22Q

特徴

標準仕様の
ドッキング
ステーション

データ転送が
高速

モバイル
ワークステーションと
ノート PC 混在環境
に最適

多世代ノート PC
混在環境に最適

Qi ワイヤレス

最大電気
供給量

最大 130W

最大 130W

最大 210W
（シングル USB-C
接続時は最大 130W）

最大 96W

最大 90W

対応

対応

対応

非対応

対応

8K - 60 Hz
5K - 60 Hz

5120 x 2880
- 60 Hz

5K - 60 Hz

Dell Express
Change
（急速充電）
対応可否

最大解像度

3840 x 2160 - 60 Hz
（USB-C 多機能
DisplayPort 1.4）

充電に対応

8K - 30 Hz

USB-A 3.2 Gen 2、
USB-A 3.2 Gen 2
USB-C 3.2 Gen 2、
USB-C 3.1 Gen 2、
USB-C 3.1 Gen 2、
（PowerShare 対応）、
USB-A 3.2 Gen 1
USB-A 3.1 Gen 1
USB-A 3.1 Gen 1
2 x DisplayPort 1.2、 4 x USB-A 3.2 Gen 1、
（PowerShare 対応）、
（PowerShare 対応）、
（PowerShare 対応）、
HDMI 2.0、
USB-C 3.2 Gen 2
2 x DisplayPort 1.4、
2 x DisplayPort 1.4、
2 x DisplayPort 1.4、
USB-C 3.2 Gen 2
（PowerShare 3.0
HDMI 2.0、
HDMI 2.0b、
HDMI 2.0b、
（DisplayPort 1.4
対応）、
USB-C マルチファンクション
USB-C マルチファンクション
USB-C マルチファンクション
Alt モード対応）、
ポートとスロット
DisplayPort 1.4、
DisplayPort、
DisplayPort、
DisplayPort、
2 x USB-A 3.2
HDMI 2.1、
デュアル USB-A 3.2
デュアル USB-A 3.1
デュアル USB-A 3.1
Gen 2、
ギガビット イーサネット
Gen 1、
Gen 1、
Gen 1、
ギガビット イーサネット
LAN ポート（RJ45）、
ギガビット イーサネット
ギガビット イーサネット
ギガビット イーサネット
LAN ポート（RJ45）、
電源入力
LAN ポート（RJ45）、
LAN ポート（RJ45）、
LAN ポート（RJ45）、
USB-C 3.2 Gen 2
2 x Thunderbolt™ 4、
電源入力
電源入力
（PowerShare 対応）、
電源入力
電源入力

PC との接続

USB-C ケーブル
（1m）

USB-C ケーブル
（80cm）

デュアル USB-C ケーブル
（80cm）

USB-C ケーブル
（80cm）

写真は MSA20, KM5221W, WH3022, OptiPlex 3000 Thin Client, C2722DE

Dell シングル モニター アーム MSA20

482-BBDJ

Dell クイックリリースにより～ほぼ工具なしで簡単にアームを固定できます。
19 ～ 38 インチのモニターに対応。ケーブル管理スロットには、最大 10 本のケーブルを

扱えるケーブル クリップが付属しており、すっきりと配線できます。付属の六角レンチを
カバーの下に収納しておけば、必要なときにすぐ使えます。 3 年保証。

Dell デュアル モニター アーム MDA20

482-BBDL

Dell デュアル モニター スタンド MDA19

482-BBCU

USB-C ケーブル
（80cm）

ほぼ工具なしで組み立て可能、設置も簡単です。
Dell クイックリリースにより、U および P シリーズモニターを、
工具なしで簡単にアームに固定できます。
19 ～ 27 インチのモニターに対応。3 年保証。

最大 2 台の 27 インチモニターをマウントできます。
ケーブル管理機能によりケーブルを外から見えないように収納でき
ます。2 台のモニターは別々に見やすい高さと角度に調整できます。
3 年保証。

各種変換アダプター、入力アクティブペン
Dell USB-C モバイルアダプター

Dell Premier 充電式 アクティブ ペン PN7522W

DA310 450-AKMS

750-ADRU

Tile ロケーショントラッキングを備えた世界初の充電式アクティブ ペン
・ 20 分で最大 80%、1 時間未満でフル充電が
可能。
・ 1 回のフル充電で最大 40 日間のバッテリー持続。
・ Tile ロケーショントラッキングを搭載。
Tile アプリを開いて［find］を押すと、ペン
から呼び出し音が鳴り、LED ライトが点滅して
場所を知らせます。
・ Dell Peripheral Manager ソフトウェアを
使用すると、筆圧感度の調整やバレル ボタンを
よく使うショートカットにカスタマイズができます。

写真は DA310, MS7421W, PE1520P, Latitude Rugged 7220, Latitude 7520

付属品：交換用ペン先（2個）、ペン先リムーバー、 USB-Cケーブル
筆圧感知（最大）：4096
接続：Bluetooth 5.0
対応プロトコル：Wacom 1.0/2.0、WGPプロトコル

写真は PN7522W,Latitude 9430 touch

7 つの機能を 1 つにまとめた便利でコンパクトな USB-C 変換アダプターです。
1 台で USB-C から HDMI/ DP/VGA/ イーサネット /USB-C/USB-A x2 の
変換に対応します。

HDMI もしくは DP で 4K ディスプレイに接続できます。※モニターへの出力は 1 つです。

Dell プレミアム アクティブ ペン PN579X

Dell アクティブ ペン PN5122W

750-ABFL

Windows Ink 対応ディスプレイを搭載したデル製 2-in-1 との

ペアリングが不要ですぐに使えるアクティブ ペン

柔軟かつマルチプロトコルな互換性を備えたアクティブペン

・ 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。

ビジネスで求められる MAC アドレスパススルーや PXE Boot に対応しています。
最大 90W の電源パススルーにも対応しています。

付属品：単 6 電池（AAAA）1 個、
交換用ペン先 1 個、ペン先リムーバー、テザーストラップ
筆圧感知（最大）：4096
接続：Bluetooth 4.2
対応プロトコル：Wacom 1.0/2.0、WGP プロトコル

Dell アダプター USB-C + HDMI/DP

（パワーパススルー対応）492-BCTU

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 まで電 源 パス ス ルーに対応。
4K HDR の外付けディスプレイに 60Hz で接続いただけます。

750-ADQV

・ バッテリー持続時間は 12 か月。
・ Dell Peripheral Manager ソフトウェアを
使用すると、筆圧感度の調整やバレル ボタン
をよく使うショートカットにカスタマイズが
できます。
付属品：交換用ペン先 2 個、ペン先リムーバー、
単 6 電池（AAAA）1 個
筆圧感知（最大）：4096
対応プロトコル：Wacom 1.0/2.0、
WGP プロトコル

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。

シンプルな変換アダプター
Dell アダプター -USB-C to
Ethernet（PXE Boot 対応）
●

●

●

スト リーミ ン グとネットワーク
接続をスピードアップ。

PC 付属の USB-C 入力
ポートを使用してイーサネット
ポートでネットワークを拡張
または追加します。
MAC アドレス パス ス ルー、
PXE ブート、Wake-onLAN など、 ビジネスに必要

な エ ン タ ープ ラ イ ズ 機 能 を
サポートします。

470-ABQJ

Dell アダプター -USB-C to
VGA
●

USB-C ビ デ オ 出 力 の
ある PC から VGA 接続

Dell アダプター -USB-C to
HDMI
●

でディスプレイにビデオコン
テツを表示できます。

●

●

携帯に便利なプラグアンド
プレイ仕様です。
プロジェクターに接続した
り、 職 場 や 学 校 な ど で
プレゼンテーションを見せ
る場合に使用できます。

470-ABQK

HDMI 準拠のディスプレイ
に USB-C ビデオ出力を

Dell アダプター -USB-C to
DisplayPort
●

備えたデスクトップまたは
ノート PC からコンテンツ
を表示できます。
●

●

携帯に便利なプラグアンド
プレイ仕様です。

60Hz で最大 4K を

サポートします。
●

●

HDMI2.0 対応。

470-ABQL

●

USB Type-C ポート を
搭載したノート PC また
はタ ブレ ット を高解 像 度
ディス プ レ イに 接 続 す る
に は、 こ の ア ダ プ タ ー を
使用します。
携帯に便利なプラグアンド
プレイ仕様です。

Dell アダプター -USB-C to
USB-A 3.0
●

●

USB-A3.0 デバイ ス
お よ び アク セ サ リ ー に
USB-C ポートを備え
た PC を接続。

●

●

法 人 に 求 め ら れ る、

MAC アドレスパススルー
や PXE ブートに対応。
●

470-ABQM

USB3.0 から最大ギガ
ビ ッ ト イー サ ネ ッ ト へ の
変換をサポートします。

携 帯 に便 利 な プ ラ グ
アンドプレイ仕様です。

60Hz で最大 4K を
サポートします。

470-ACFX

Dell アダプター -USB-C to
イーサネット PXE 起動

初 めて 接 続 す る と き に
ドラ イバーが 自動でイン
ストールされる、ドライバー
内蔵仕様。

470-ABQM

入力デバイスキーボード、 マウス
Dell Premier 充電式 ワイヤレスマウス

Dell 入力デバイスの特徴

信頼性

Dell マルチデバイス ワイヤレスマウス MS5320W
570-ABDP

タイタングレー：570-ABEB

ホワイト：570-AAJN
ブラック ：570-AAJK

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。 2 つの
Bluetooth5.0 と 1 つの無線のデュアルモードに対応。
3 つのデバイスで切り替えて使用できます。
マルチ OS 対応 **。

美しい質感の 2.4GHz ワイヤレスと
Bluetooth5.0（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。

生産性向上

マルチ OS に対応 **。 Bluetooth 5.0
接続と 2.4GHz 接続の 2 種類のワイヤ
レス 接 続 に 対応 しま す。小型で軽 量な
ため、マウスを持ち運ぶユーザーに最適です。
1600dpi。3 年保証。

タイタングレー：570-ABEJ
ブラック
：570-ABEH

Dell 6 ボタン USB レーザーマウス MS3320
570-ABDY

マルチ OS に対応 ** し、 法人に嬉しい
3 年保証と、理論値 36 ヶ月 * 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 2.4GHz 接続のデュアルモード
接続に対応。1600dpi。3 年保証。

Dell 光学式マウス MS116

ワイヤレス キーボードおよびマウス

KM7321W 580-AJNL

写真は KM7321W, WD22TB4 Dock, MD19S, WL5022, Latitude 7400, U2722D

Dell モバイル Pro ワイヤレスマウス MS5120W

レ ス 接 続 に 対 応 。デ ス ク
トップ、ノート PC、2-in1 など、
3 つのデバイスで操作できます。
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
です。マルチ OS に対応 **。
1600dpi。3 年保証。

ブラック：570-ABEG

MS7421W 580-AJOO

利便性

Bluetooth5.0 接続と 2.4
GHz 接続の 2 種類のワイヤ

Dell モバイル ワイヤレスマウス MS3320W

Dell Premier マルチデバイス

最大 3200dpi 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。
Dell Peripheral Manager により、左側
のプログラム設定可能ボタンのカスタマイズ
が行なえます。
マルチ OS に対応 **。3 年保証。

指紋認証リーダー付き 有線マウス MS819
570-AASD

パスワードを使わず、 正確、 安全に指紋
認証を行う、 Windows Hello による
サインインで、 スプーフィング攻撃や不正
ログインからパソコンを保護します。マウス
が 読み取った 指紋は、 エ ン タープ ライズ
グレードの 256 ビット AES 方式で暗号
化し、ID 認証情報を保護します。

** 互換性 2.4GHz：-Windows 7，Windows 8.1、および 10、Mac、Linux（Redhat/Ubuntu）、Chrome、および Android OS。
Bluetooth：-Windows8.1、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）：-Windows10 以降

写真は KM7321W の日本語キー配列です。

静隠性に優れたワイヤレスキーボード ・ マウスのプレミアムモデルです。キーボード ・ マウス共に理論値

36 ヶ月の長い電池持ちで、 電池切れの悩みから開放します。単品購入でも 3 年保証付き。2 段階
のチルトに対応。マルチ OS に対応 **。

Dell 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）KM7120W 580-AIQK

マウスは MS5320W と同じです。

Dell Pro ワイヤレス キーボードおよびマウス（日本語）
KM5221W

ブラック：580-AJOM ホワイト：580-AKBX

写真は日本語キー配列です。

フルサイズのキーボードが厳しいスペースにも対応可能な幅 363.4mm の
省スペース型でせう。 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。3 年保証。チルトに対応。

写真は日本語キー配列です。

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 ヶ月の電池持ち設計。3 年保証、チルトに対応。

Dell マルチメディアキーボード（日本語）KB216
ホワイト：580-ADLN

ブラック：580-ADLC
ブラック 簡易包装：

580-ADKY

スタンダードな有線キーボード。
エレコム製のキーボードカバーも別途提供しています。

電源関連、オーディオ関連
PC 用モバイルバッテリー（6-cell,65Wh）
PW7018LC 450-AHBO

Dell モバイルアダプタースピーカーフォン
MH3021P 520-AARF

USB-C で充電する PC に

対応。外 出先でのバッ テ リー
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
へ充電いただけます。お持ちで
ない場合は別売の USB-C
アダプターもご購入してください。
19200ｍAh。
AC アダプターは付属しておりません。

写真は PW7018LC,CV5623

写真は MH3021P,PW7018LC,MS7421W,PN7522W,CP5723,Latitude 7430 2-in-1,Latitude 7430

デル電源コンパニオン（ 18,000ｍAh-65Wh ）
PW7015L 451-12193

7.4mm と 4.5mm のバレル
（丸穴）での充電を行う PC
に対応します。外出先でのバッ
テリーの維持に貢献します。

サポートされる UC プラットフォーム︓ Microsoft®
詳細は Web で公開しています。

Skype® for Business、Zoom。

巻 き つ け 方 式ケーブル

46.5cm、 最大 90W
の PD に対応。

PC に付 属 のバ レル の AC

アダ プターを使 用してこのモバ
イルバッ テ リ ー へ充 電 い た だ
けます。お持ちでない 場合は
別売のバレルの AC アダプター
もご 購入してください。
写真は PW7018LC,MH3021P,MS5320W,PN579X, PE1420V,Latitude 9320

AC アダプターは付属しておりません。

デルの PECOS 65W Type-C AC アダプターと
JPN 電源コード 492-BDBQ

チ ャ ー ジパ ス ス ル ー 仕 様 の
DellPC 用 バ ッ グ を 使 用
すれば、移動しながら PC へ
充電できます。

USB-C で充電するノート PC 用
65W AC アダプターです。

スピーカーフォンを内蔵したマルチポート アダプターです。 USB-C で
PC と接続。長時間のリモート会議でも楽に行えます。
6 人程度の会議をサポートする、 360 度全方位型マイク機能を
備えています。
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、
明瞭な音声を提供。長時間続くリモート会議でヘッドセットに疲れて
しまう方におすすめです。
どの UC でも音量の上げ下げはタッチにて操作できます。
また A03 ファームウェア ア ップ デートにより Mac OS にも対応しました。
サービス品の携帯用ポーチ付き。

Dell ノイズキャンセリングスピーカーフォン SP3022 520-AAVX
サポートされる UC プラットフォーム︓ Microsoft Teams、
Microsoft® Skype® for Business、Zoom。
詳細は Web で公開しています

巻き付け方式ケーブル

85cm。

長時間のリモート会議におすすめ。 Microsoft Teams
認定スピーカーフォン。
AI ノイズ キャンセリング機能により、 バックグラウンド ノイズが
フィルターで除外され会議の声が明確になります。
左右のスピーカーからのステレオ出力で、 広帯域幅のオー
ディオ周波数範囲を実現。歪みのない豊かな音声を提供。
複 数の 参加者が 同時に話してもエ コーキャン セ ル により
会話が相手に明瞭に伝わります。
USB-A または USB-C で PC と接続。

電源コードも付属しています。

Dell スリムサウンドバー SB522A

Dell スリムサウンドバー SB521A

520-AAWH

520-AASC

デルの E5 65W 7.4mm Barrel AC アダプターと
JPN 電源コード 492-BCDK
7.4mm バレル（丸穴）で充電する
ノート PC 用 65WAC アダプター
です。電源コードも付属しています。

使用例

Microsoft Teams 認定サウンドバー。バックグラウンド

マグネットで特定

出力 3.6W。磁気マウント内蔵。3 年保証。

マグネットで特定

ノイズが少ないクリアーな音声の会議をご体験ください。

のモニターに固定

対応モニターは Web をご参照ください。

のモニターに固定

対応モニターは Web を参照ください。

できます。

できます。

電源関連、オーディオ関連
DELL デジタル高解像度 WEB カメラ

Dell Premier ワイヤレス ANC ヘッドセット

WB7022 722-BBBB

WL7022 520-AAUN

プロ仕様の

Web カメラによってビデオ会議の質が向上します。大型
4K Sony STARVISTM CMOS センサー、マルチエレメントレンズ、
AI オートフレーミングによる高度な画像信号処理が採用されている
ため、視覚効果が最適化されます。

写真はWL7022,XPS 952 Touch

写真はWB7022, WL7022, KM7321W, Latitude 9430, U3023E

アクティブノイズキャンセリング希望と聴覚保護機能を搭載した、 充電台付きのワイヤレス
ヘッドセットです。無線 2.4GHz（ドングル使用）と、Bluetooth に対応しています。調整
可能な合成皮革のヘッドバンドとイヤーパッドは、 快適な通話を提供します。携帯に便利
なポーチ付きです。
通話時間︓ANC オンの場合最大 10 時間。
聴講時間︓最大 15 時間（ANC オンの場合最大 12 時間）

上質のアルミ 素 材と滑らかな 質感のメタリック仕上げ です。極 細ベゼル のモニターに
取り付ける際も、少しも画面の邪魔をすることなくすっきりとモニター上部に設置できます。

Web カメラを磁気マウントまたは三脚アダプターにスナップ方式で固定して、 簡単に
セットアップできます。工具は必要ありません。

Dell Pro ワイヤレス ヘッドセット WL5022 520-AAWD

Dell Pro ヘッドセット WH3022 520-AAUC

AI オート フレーミングにより、いつでも被写体にフォーカスします。
デジタルオーバーラップ HDR は、極端な
照明環境でも忠実な色彩を映し出し
ます。また、 3D/2D ビデオ ノイズ リダク
ションによって、 暗い場所でも動きによる
ブレや画像の粗さが自動的に排除され
るので、いつもきれいに映ります。

USB-A ケーブルで 充 電 す る タ イ プの ワ イヤ レスヘッドセ ットで す。無 線
2.4GHz（ドングル使用）と、 Bluetooth に対応したワイヤレスヘッドセット

Web カメラに近づくと、 Dell Express Sign-in によってノート PC がスリープ
モードから復帰し、 Windows Hello の顔認識機能を使用して自動的にログ
インされます。

日本では、以下の三脚とは異なるエレコム社製 AC-SS2WBK を提供しています。

プライバシー シャッター キャップはお客様のプライバシーを保護するだけでなく、
使用していない間のレンズも保護します。または、 Web カメラの円筒ボディの
背面に磁気で固定して、安全に保管できます。
デジタル高解像度 Web カメラは、 Microsoft Teams および Zoom 向け
に認定され、他の主要 UC プラットフォームと互換性があり、さまざまなアプリケー
ションとシームレスに連動します。

です。内蔵のノイズキャンセリング機能により、周囲の雑音を遮断し、会話を
鮮明でクリアに保ちます。聴覚保護機能付きで安心です。3 年保証。
通話時間︓最大 12 時間。聴講時間︓最大 15 時間。

USB-A で PC と接続する、 有線ヘッドセットです。ノイズリダクション内蔵で
クリアな音声を提供します。コントロールユニット付きで、ミュートや音量の調節
が簡単です。ヘッドバンドにクッション性があり。長時間の会議でも快適に
行えます。主要な UC プラットフォームと互換性があります。
3 年保証付き、聴覚保護機能付きで安心です。

Dell ステレオヘッドセット WH1022 520-AAWD
適応型オーディオ、 調整可能なノイズキャンセリング
マイク、 アクセスしやすいオーディオ制御の機能により、
快適な学習に集中できます。
3 年保証付き、聴覚保護機能付きで安心です。

Dell Peripheral Manager ソフトウェアを使用して、 ニーズに合わせて柔軟

にカスタマイズできます。使いやすく直感的に操作できるユーザー インターフェイス
により、 輝度、 鮮明度、 コントラスト、 彩度を簡単に調整できるほか、 デジタル
ズームやオート フォーカスを使用したり、視野を 65°、78°、90°から選択すること
ができます。

写真はWB7022,WL7022,Latitude 9410 2-in-1 Touch

PC 用バッグ Dell Premier シリーズ
EcoLoop とは︖

Premier スリム バックパック 15 PE1520PS
15ℓ 460-BCOK 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。

EcoLoopTM エコ素材を使用

Premier スリム バッ クパッ クは 電 車通 勤 にも最 適な
薄マチ、ビジネスカジュアル仕様です。

再生素材とカーボンフットプリントを削減する地球にやさしい染色プロセスの素材を採用。
PC 収納部には自動車の再生フロントガラスを再利用したコーティングを施した素材を使用。

OceanCycle Certified™ 海洋プラスチック

100% リサイクル プラスチック製ファブリック

外側のメイン ファブリックは、 海洋沿岸または幹線水路から収集された
リサイクル ペットボトル約 11 本分の 100% 海洋プラスチック製です。

外側のメイン ファブリックは、 本来であれば廃棄されるはずだった約 7 本
のリサイクル ペットボトルから作られています。

EcoLoopTM のポリエステル染色プロセスは、
従来よりも廃水を最大 90%、 CO2 排出量
を 62%、エネルギー消費量を最大 29% 削減
しています *。

90％

廃液を削減

62％

CO2 排出力を削減

29％

エネルギー消費量を削減

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
PE1520P 21ℓ 460-BCOI

TSA チェックポイントフレンドリーでフルオープンに開く仕様で、 空港での荷物検査で便利な仕様です。
両サイドにポケット付きで、奥行 19ｃｍの大容量タイプです。

左側面にハンドル付きで、たっぷり荷物を入れた際の網棚などからの荷下ろしに便利です。

たっぷり収納できるメイン
ス ペ ース は 一 泊 二 日 の
出張にも対応できます。

Dell Premier シリーズの特長
悪天候にも安心の撥水仕様
外側の撥水加工はもちろんのこと、 PC

収納部には自動車の
再生フロントガラスを再利用したコーティング加工を施した安心
仕様です。

チャージパススルー仕様
デルの PC 充電用バッテリーなどを使用すれば、移動中に PC へチャージ

できるよう、 ケーブルを通すための穴を装備。到着したらすぐに作業を再開
できます。

両 サイド に ポ ケ ット 付 き で、
ペットボトルや折りた たみ傘
の収納に便利です。

Premier ブリーフケース 15
PE1520C 12ℓ 460-BCRS
ラグジュアリーな仕様
丈夫な 1680D バリスティックポリエステル
素材と本革素材のアクセントにより、ラグジュ
アリーなデザインとテイストを演出します。

EVA+

キャリーケースに搭載

軽量な EVA フォーム緩衝材が
耐衝撃性を高め、 ノート PC を
保護します。 EVA フォーム

移動時に便利なスーツケース
などに搭載できる、キャリーパス
スルー仕様。

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。
移 動 時 に便 利 な スーツ
ケースなどに搭載できる、
キャリーパススリー仕様。

マウスやペン、 ノートなど
小 物 の 収 納 に便 利 な
複数ポケット。

PC 用バッグ
Dell EcoLoop Pro バックパック CP5723
14ℓ 460-BDMW

Dell Pro スリムバックパック 15 PO1520PS
20ℓ 460-BCOX

Dell Pro スリムブリーフケース 15 PO1520CS
12ℓ 460-BCPH

マウスや AC アダプターなどの
小物もすっきり収納できます。

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。安価ですが、表面撥水仕様、
トレンドの自立できるバックパックです。

840D Ballistic ファブリックを採用。1680D の Premier シリーズより柔らかく
軽量で扱いやすいのが Pro シリーズです。
傷防止加工の Nylex 裏地が、 ノートパソコンを水濡れや衝撃、 傷からノート

Dell EcoLoop レザースリーブ 14/15

14 PE1422VL︓460-BDEI
15 PE1522VL︓460-BDEC

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。

Dell エッセンシャル バックパック
460-BCTY

15 ES1520P
パックです。

パソコンを守ります。

Dell EcoLoop Pro ブリーフケース CC5623
11.5ℓ 460-BDNE

Dell EcoLoop Pro スリーブ

1 1 ～ 14 インチ対応 CV5423 : 5ℓ 460-BDLY
15 ～ 16 インチ対応 CV5623 : 7ℓ 460-BDMF

軽量で、 日常の PC 業務に欠かせない必需品を

大量配布に最 適な

15 インチ用 PC バック
両 サイド に は 便 利 な
メッシュポケット付き。
外 側 は 撥 水仕 様 の
素材を使用。

16 インチまでのほとんどの Dell 製ノートパソコンに合うよう

に設計されています。
マウス、 ポータブル ディスプレイ / タブレットなどの周辺機器
を専用の収納スペースに収容できます。
パッド 付きの 持ち手と着脱式のショル ダーストラ ップを使 用
した、2 通りの持ち運び方を選択できます。

Dell EcoLoop Urban バックパック
グレー CP4523G : 20ℓ 460-BDKP
ブルー CP4523B : 20ℓ 460-BDLD

まとめて持ち運べる薄型スリーブです。取り外し、長さ

画面サイズが 15 イン チまでのほ と ん どの Dell 製 ノートパ ソ コンに 対応しま す。
専用のパッド 付きスリーブで PC を保護します。前部分の整理 スペースにはペン

調節可能なショルダーストラップ付き。充電器、マウス、

スロットとスリップ ポケットがあり、マウスやモバイル バッテリーなどの小アイテムを収納

ペンなどの小物は前面にあるジッパー式ポケットに

できます。縦 型 ポケ ット は 必需品をすば やく簡単に出し入れできます。両側 には

収納できます。

伸縮するメッシュ ポケ ットがあり、水筒、傘などのアイテムを収納できます。

ショルダーストラップ
の内側にジッパー。
外装には、再生皮革戦士を 50％使用、インナーライナーには 50％* リサ
イクルポリエステルが含まれています。贅沢な手触ろと美しさを備えた素材を
採用。レザーカット加工が上質なデザインを際立たせています。 15 インチは
Latitude 9520 に、14 インチは 9420、7420、5420 に最適です。

反射するグラフィックプリント、ショルダーストラップの下にあるジッパーにより、安全
に PC を持ち運べる軽量な 15 インチ用バックパックです。海外で人気の背中
側にジッパーのあるセキュリティ仕様の安価なバックパックです。

Dell エッセンシャル ブリーフケース 15 ES1520C

Dell エッセンシャルスリーブ 13/15

* 重量ベース

460-BCTV

限られた予算で PC バックの付与が必要
な生徒用や PC 配布用途など、 大規模
導入に最適な 15 インチ用ブリーフケースです。

軽量のブリーフケースにはパッド入りのハンドルが付いており、 外出時の持ち
運びも快適です。スーツケースの上に載せられます。

13 ES1320V︓460-BCOJ
15 ES1520V︓460-BCPE

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 専用のスリーブですので、AC アダプターなどは別で収納するタイプに
なります。AC アダプターも一緒に入れたい場合は、 Pro スリーブ 13/14/15 を
ご検討ください。

