
Microsoft 365 Education を使って

教育の可能性を広げよう。
コラボレーションやアイディアの共有、 プレゼンテーションを気軽に行え

よりインタラクティブな学習を支援する、 2-in-1 教育向けノート PC です。

Dell Latitude 3190 Education 2-in-1GIGA スクール対応端末

企業や教育現場で多く使われているWindows。
多くのソフトウェアや周辺機器が提供されており、 将来的にも安心して使えます。

のメリット

手軽に使える便利さ O�  ce 365 との
高い親和性

効果的な
UD教科書体の対応

慣れ親しんだインターフェイスで、 手軽に
使える便利さはWindows ならではです。

O�  ce365 との高い親和性で、 生徒
が社会人になるときに必要な 「協同的
で探求的な力」 を支援します。

誰にでも読みやすいユニバーサルデザイン
書体 「UD デジタル教科書体」 を標準
搭載。 学習指導要領に準拠した書体
を使用できることで、 ICT 教育に効果を
発揮します。

Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 におすすめの周辺機器

未来の学者たちへ。
11.6 インチの 2-in-1 モデルは、 生徒の用途に併せてモードの変更可能。
タブレット、 テント、 タブレットスタンド、 ノートパソコンの 4 つのモードで、
生徒の学習意欲も高まります。

確かな堅牢性を支える、 本モデルのブラケット硬度があり、
丈夫なヒンジと LCD の強化を実現しています。

リテンション ・ キー ・ キャップを採用
密閉型の防滴仕様により液こぼれにも安心です。

● Intel® Celeron / Pentium プロセッサー搭載
● 360度回転式 2-in-1
●背面カメラ 5MP（キーボード側に搭載）対応（オプション）
● 11.6 インチ HD（タッチ構成）
●メモリ 最大 8GB搭載
●ストレージ eMMC / SSD のみの選択
● USB3.1 Gen1 Type-A（PowerShare）× 1
● USB3.1 Gen1 Type-A × 1 
●無線 LAN Intel® 8265
●重量 1.45kg（最小構成）
●サイズ（W × D × H）303.8 mm × 207.9 mm × 21.5 mm

デルの教育向けノート PC、 Latitude 3190 2-in-1 には、 12 オンス（約 355 ml）
までの液こぼれに耐える、 防滴仕様の密閉型キーボードが付属しています。 予期
せぬ事態にも安心の設計です。
底面はゴム素材のため、 75 cm（30 インチ）の高さからの落下にも耐えられる
耐久性を備えています。 Corning® Gorilla® Glass NBT™ を使用したタッチ
スクリーンは、 従来のディスプレイと比較して 10 倍の耐擦傷性があります。
ロッカー、 ランチルーム、 バックパック、 バスでの揺れや落下による衝撃に耐えるよう
な仕様です。 アクティブな子供たちが楽しく学べるよう、 クラス最高水準の耐久性
を提供します。

Dell モバイル Pro ワイヤレス マウス
MS5120W - タイタングレー

2.4 GHz のワイヤレスまたは Bluetooth でマウスを
簡単に PC に接続でき、 プログラム可能なショート
カットボタンと 36 ヶ月のバッテリー持続時間により
生産性を向上できます。

パーツ番号︓570-ABEJ

Dell アクティブ ペン
PN350M

デル アクティブ ペン PN350M を使用すると 2-in-1
の一部の対応モデルで、 まるで本物の紙にペンでメモ
を取ったり、 図形を描いたりしているような書き心地
を得られます。

パーツ番号︓750-ABLH

他社製

Dell Latitude 3190 Education 2-in-1

●製品の購入には当社の販売条件 （http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=ge
n&~section=terms_corp）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、 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
客様からの正式注ｶ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 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、 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 7、 O�  ce 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 2019年 8月 31
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　Dell.co.jp



教育現場に最適な高レベルの堅牢性 ・耐久性  （米国防省の調達規格 MIL-STD-810G に準拠）

教育現場で利用する生徒デバイスに必要とされる条件として、 第一に挙げられるのは堅牢性です。 文房具のように日々の学習で利用するデバイスである
からこそ、 安定して使えなくてはなりません。 落下や水濡れなど、 不慮の事態による故障を防ぐ高い堅牢性と使いやすさを両立した Education モデルを
用意しています。

世界中の教育現場で導入されている Windows OS と O�  ce アプリケーションを含む Microsoft 365 Education GIGA Promo を GIGA スクール
構想に対応した特別価格で、 日本の初等中等教育機関に提供します。

Dell Latitude 3190 2-in-1

●個別最適化された、 「誰も取り残さない」
　学習を実現
●社会に出た時に、 すぐに役立つ ICT
　スキルとグローバルで活躍する人材を
　育成するためのアプリケーション

●既存の教材の活用や、 校務と教務の連携　
　で先生の働き方改革を支援
●無償の教員研修で現場に沿った ICT
　ツールの使い方をサポート

●セキュリティガイドラインに準拠し、
　プライバシーが担保されたクラウド
　基盤で学習データを保護
●大規模一斉導入される端末とユーザー
　アカウントをクラウドから一元管理

MIL-STD規格を超える過酷なテストを
実施し文房具と同様に使えるレベルにまで
耐久性を高めました。

確かな堅牢性
落下のショックを吸収 ・ 保護するため、 縁に
ゴム素材を採用。 70 センチを超える高さ
からスチール板に落下させる試験に合格。

万一に備えて

いつでも快適にキーボード入力ができるようデ
ル Education モデルは、 キーキャップが外
れない構造を採用。

リテンション ・ キー ・ キャップ
教育現場でニーズの高い背面カメラを搭載
可能（2-in-1 ・ オプション）。 より深い学習
体験と、 生徒のクリエイティビティを高めます。

背面カメラ

万一の水濡れに備えた防滴構造。
約 340ml の液体がキーボード部分に
こぼれても、 問題なく使用できます。

防滴構造

デル Education モデルの特長
GIGAスクール構想に対応した 教育プラットフォーム

GIGA スクールパッケージ（1人 1台端末整備補助対象）

子どもたちの将来のために、 本当にに必要な ICT教育を

たくさん使える、 たくさん学べる。

Dell Latitude 3190 2-in-1

日本で、 世界で、 Windows と
O�  ceは学校現場を支えています。
国内企業の 98% が O�  ce を使用
しています。

学校基準＋社会人基準
子供たちの将来のために
O�  ce365 Word、 Excel、 OneNoteなど O�  ce ファイルを Teams内で共同編集可能

あらゆる活動を一か所に集約できるコラボレーションツール

アンケート、 テスト、 投票を数ステップで作成、 集計結果も簡単に表示
小テストやアンケート作成アプリ

ペン、 キーボードはもちろん、 カメラやマイクを駆使したノート作りが可能
協働学習に最適な多機能デジタルノート

PowerPoint を用いて、 簡単に動画教材の作成可能、 ストリーミング配信も可能
反転授業用の動画教材作成と校内配信

スライド発表はもちろん、 動画、 音声、 3D データも活用できます
一歩進んだ活発な 「発表」 をサポート

学習効果を最大化する
教育プラットフォーム

現場の先生が慣れ親しんだ
ICT ツールで学び方と働き方改革を

セキュリティと利便性が両立された
運用管理と安心のサポート体制

日本の法人
O�  ce使用率

98%

●先生方が使い慣れたWindows で働き方と学び方を改革
●企業レベルのセキュリティ機能で学習データを保護

Windows 10 Pro Education を提供
OS

●使い慣れた O�  ce 365 のオンライン版とデスクトップアプリ、 両方使用可能
●縦書き ・教科書フォントに対応

世界中の教育現場・企業で、活用されている O�  ce 365 を提供
基本
ツール

●クラウド型端末管理（Windows, iOS, Mac OS, Android対応）
● Windows Update の管理 ・制御

教育利用に対応した端末管理ツール Intune for Education
端末管理
ツール


