
□ e型番検索
□ シェアードプレミアページ

Dell eカタログサイト
パートナー商流案件のお役立ちサイト
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デル eカタログサイトとは?

 eカタログサイトとは?

 eカタログサイトの主なコンテンツ

eカタログサイトはデル製品を販売店経由で購入いただく為のデル製品のオンラインカタログです。
製品型番、「e型番」でデル製品取扱店からスムーズにお見積りを取得いただけます。

eカタログサイトはパートナ様がデル製品を販売するのに役立つ情報が満載！

 安い！

「e型番」はベストプライス！
フルカスタマイズするよりも

 弊社定価（構成例価格）

 1万円前後* お得な価格に！

 早い！

「e型番」はスピーディー！
検索機能を使って
 製品を簡単検索！

 うまい !

 厳選された売れ筋の構成！
 売れ筋構成だけを「ｅ型番」に！
 お客様のニーズにお応えします！

その1 その2 その3

*モデルにより若干異なります。7,000円~13,000円

eカタログ　で検索！

「e型番」を使うべき3つの理由
 eカタログはビジネスを円滑に進めるお手伝いをする、

とってもい～（e）カタログなのです

e型番の検索！
スペック検索機能を使って、素早くご希望の構成を
選択いただけます。

シェアードプレミアページ
ご希望の構成の「e型番」がヒットしない場合、
全てのデル製品をフルカスタマイズできます。

流通在庫を掲載！
Dell公式サイトの中で唯一、流通在庫モデルの商材を掲載。
納期がタイトな案件にご活用ください。

さらにマイページに登録すると
「e型番」の検索履歴、限定の製品資料、ロードマップ*をダウンロードいただけます。
*一部法人のお客様（要NDA契約）のみ

製品仕様一覧
法人向けクライアント製品をスペック別に一覧比較。
もう製品選定迷わない！

●おすすめ商品は?
●こだわりの構成やサーバー製品をお見積り
●販売に役立つ資料をゲット！

▶　　　e型番を検索
▶　　　シェアードプレミアページへ
▶　　　製品カタログ/情報コーナーをcheck！

eカタログサイトを使いこなす3つのコツ！

製品をフルカスタマイズする場合はこちら

流通在庫モデルと売れ筋商品へリンク

 サイトの使い方をチェック！

「e型番」検索はこのボタンから

 ホットなニュースをお届け！ 販売に役立つ情報が満載

製品のフリーワード検索

 即納可能な流通在庫モデル一覧！

シェアードプレミアの利用方法は次のページ　▶▶▶
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サーバー、ワークステーション、パソコン
製品で構成を自由に選択した場合

デル直販サイト（Dell.com)と同一の商材、
パートナー様向けキャンペーンをお探しの場合

  ご希望の製品を選択してください。

取得した構成はPDF、もしくはCSVでの出力も可能ですSTEP 2

デル販売パートナーへメールで見積もり依頼STEP 3

デル eカタログサイトとは?

 e型番の検索方法と見積もり作成までの流れ  シェアードプレミア利用手順

選りすぐりの「ｅ型番」を常時約3,000掲載。豊富なラインナップから製品を選定いただけます。
フリーワード、スペック検索機能を使ってカンタン検索！ 人気売れ筋構成からも選択いただけます。

シェアードプレミアは全てのお客様にご利用いただける、
デル製品のフルカスタマイズページです。

お見積り作成には2つの入り口があります。

まずは「e型番」を検索 ！STEP 1 ご希望の「e型番」が見つからない場合、
シェアードプレミアへアクセスSTEP 1 製品を選択STEP 2

デル販売パートナーへ
メールで見積もり依頼

STEP 5

見積もり新規作成と参照・更新の利用方法STEP 3 シェアードプレミアで
フルカズタマイズし
お問い合わせ番号を取得

STEP 4

*表示される価格はデル構成例価格です。

※製品価格はキャンペーン価格、構成例価格のみの表示となります。

「e型番」
流通在庫
モデル

「e型番」
固定構成
選りすぐりの
限定構成

シェアードプレミア利用
フルカスタマイズ構成

製品構成の数

厳選

∞

製品構成の数

高

低

ワンポイントアドバイス
流通在庫モデル >  e型番 >  
シェアードプレミアの順に
製品をお選びいただくと
価格的に最もお得です！

eカタログサイトで製品をご購入いただく事はできません。
デル販売パートナー、デル営業担当へ取得した「e型番」、
もしくはCSV、PDFをメール等で
ご連絡いただきお見積りをご取得ください。

シェアードプレミア

新規に見積もりを作成する場合
（新規作成）

製品本体のカスタマイズ画面で
 オプションを選択し、

 緑ボタンをクリックして進んでいき、
ショッピングカートへ

「参照」もしくは
「更新」をしたい場合

ページランディングから製品を選択

製品を追加する場合
「買い物を続ける」

オプション等構成内容を
変更する場合
「構成を変更する」

ブランドとシリーズ
を選択

基本システムの選択

お見積もりの参照/履歴検索

お問い合わせ番号の更新

お問い合わせ番号確認

製品を選択  カスタマイズ  から
各構成を選択

シェアードプレミアでご取得いただいた
“お問い合わせ番号”をデル販売パートナー
もしくはデル営業担当へメール等で
ご依頼いただき
お見積り
取得ください。

見積・構成情報
の作成

見積・構成情報
を送信

カートに追加

以前作成した、または
取得した「お見積もり番号」
を入力

お問い合わせ番号取得

お問い合わせ番号取得
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デル eカタログサイトとは?

 製品選定に迷ったら…  シェアードプレミア利用手順（上級者編）

ク
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の
場
合

デル eカタログサイト クライアント製品（法人モデル）の機種別スペック表一覧！
最適な機種を選定・簡単比較。これでもう迷わない！

※ 資料は不定期に更新されるため常に最新版をダウンロードしてご利用ください。
※ 部材状況・販売状況等により、上記の構成は予告なく変更されます。最新の状況は弊社営業担当までお問い合わせください。

ここにしかないDell EMCエンタープライズ製品の情報が盛りだくさん！

eカタログサイト > 製品カタログ > デルクライアント製品仕様一覧からダウンロード！

eカタログサイトトップページ > エンタープライズ情報ガイド

CSVでのお問い合わせ番号保存方法！

What’s New本サイト内の
新着情報を随時更新！

現役システムエンジニアによる
「テクニカルBLOG」

こんな時に便利！
どの機種を選べば仕様を満たせるのかが分からない…

最小限の構成で抑えたい

対応製品：OptiPlex/Latitude/Precision/Vostro/モニタ

お問い合わせ番号が発番される画面の右下の
このボタンをクリックしてね！

取得した構成を
CSVで出力できますか？

フルカスタマイズできる法人向けモデルを掲載製品グループ
から、ブランド → シリーズ → モデルを選択しストアへ。
希望の構成にカスタマイズできます。

デルの直販サイト（https//www.dell.co.jp/）に掲載している、
法人向けモデルを掲載。本体の主な構成は変更できません。
カスタマイズはソフトウェアなど一部のアイテムのみです。

カスタムしたいブランドを選択

お問い合わせ番号取得 お問い合わせ番号取得

キャンペーン製品を
目次ページにに掲載

法人向け直販サイトに掲載されている
構成と同じ物を掲載

希望の構成を選択してカートに追加

希望の構成を選択してカートに追加

デルクライアント製品仕様一覧
もう機種選定に悩まない！
PC&モニタ製品比較資料

詳細はこちら



ヤノちゃん（右）/
なかむらくん（左）/

eカタログベテラン伝道師。なかむらくんにはいつも厳しい。
eカタログ見習い伝道師。チャレンジ精神は旺盛だが失敗も多い。

● DELL ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。 ●  Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation の商標です。 ● Microsoft、Windows、Windows 7、
Office ロゴは、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。 ● 本カタログに記載されている内容、及びサイトイメージは2018年9月現在のものであり、予告なく変更する場合もあります。

デル株式会社　　〒212-8589  川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館20F　　Tel. 044-542-4047　　Dell.co.jp

デルeカタログサイト

https://japancatalog.dell.com

これで、僕も
eカタログマスターかな?

法人向け直販サイトの構成では、簡単に見積もり共有ができないの。
パートナー様商流の見積もりは｢e型番」かシェアードプレミアページを利用してね！

デル 法人向けオンラインページ比較
ページ

入り口

主な対象

掲載モデル

表示価格

見積有効期限

共有

構成選択の
柔軟性

パートナーとの
見積り共有

シェアードプレミアページ｢e型番」 法人向け直販サイト
デルeカタログサイト デル ホームページ

パートナー経由でデル製品を購入したいお客様
※再販は可能

デルから直接購入したいお客様
※再販は不可

法人向けモデルのみ   法人向け直販サイト掲載製品（一部の個人向け製品を含む）

低
※売れ筋の構成を厳選して型番固定

高
フルカスタマイズモデル

中
デスクトップ製品、ノートブック製品は推奨モデルのみ

デル法人向け直販オンライン価格
（パートナー向けキャンペーン含）  デル構成例価格（定価）

  デル構成例価格（定価）
※フルカスタマイズモデルより

低価格で設定

デル法人向け直販オンライン価格
（直販向けキャンペーン含）

30日間

｢e型番」 お問い合わせ番号 ー

流通在庫モデル 掲載 なし

30日間 14日間 カート機能のみ
※価格はアクセス毎に更新されます

できる できない




