
Internal Use - Confidential

参考参考価格例

00,XXX円～
（税抜き・配送料込）

参考参考価格例

00,XXX円～
（税抜き・配送料込）

売れ筋モニタ

（税抜き・配送料込）

e型番：P2721Q

売れ筋ノートパソコン製品

e型番：NBLA112-A11N1

売れ筋ノートパソコン製品

構成例

● CPU：インテル Core i5-1135G7 

● OS：Windows 10 Pro (64ビット) 日本語

●メモリ：8GB 1x8GB DDR4 非-ECC

● HDD : 256GB M.2 PCIe NVMe Class 35 SSD

●液晶：15.6インチFHD(1920x1080)非-タッチ, 非光沢, IPS,

250nits, WLAN/WWAN, HD, カメラ

●内蔵ドライブ：なし

● オフィス：なし

●サポート:1年間 ProSupport & 翌営業日対応

オンサイト保守サービス

e型番：NBLA102-101N1

売れ筋モニタ

参考価格(税抜・配送料込)

￥72,800

参考価格(税抜・配送料込)

¥137,885
参考価格(税抜・配送料込)

¥180,100

Latitude 14

5000 シリーズ

5520
第11世代CPU 第11世代CPU

構成例

●液晶パネル方式 : IPS, ノングレア(非光沢)

●解像度 : 3840 × 2160

●アスペクト比 : 16 : 09 

●入力端子 : DisplayPort, HDMI, USB-C, USB

●付属ケーブル：電源ケーブル, DisplayPortケーブル, 

USB Type-Cケーブル(CtoC), USB Type-Cケーブル

(CtoA),

● USB：USB-C, USB

●サポート：3年間プレミアムパネル保証アドバンスト

交換サービス付き

**表示価格は全てデル参考価格となり、販売時期等によって変動する可能性がございます。ご提供価格については

販売店、またはデル認定ディストリビューターへご確認ください。

売れ筋デスクトップ製品

構成例

● CPU：インテル Core i5-1145G7

● OS：Windows 10 Pro (64ビット) 日本語

● メモリ：16GB 2x8GB DDR4 非-ECC メモリー

● HDD：256GB M.2 PCIe NVMe Class 35 SSD

●内蔵ドライブ：なし

● ディスプレイ：なし

● オフィス：なし

● サポート:3年間 ProSupport ＆翌営業日対応

オンサイト サービス

e型番：DTOP085-401N3

参考価格(税抜・配送料込)

¥203,200

第11世代CPU

売れ筋デスクトップ製品

e型番：DTOP081-701N1

参考価格(税抜・配送料込)

¥128,600

第10世代CPU

27型ワイド 4K 

USB-Cモニタ

P2721Q

e型番：U3219Q

構成例

●液晶パネル方式 : IPS, ノングレア(非光沢)

●解像度 : 3840 × 2160

●アスペクト比 : 16 : 09 

●入力端子：DisplayPort, HDMI, USB-C, USB 

●付属ケーブル：電源ケーブル (1.8m), DisplayPortケーブル, 

USB Type-Cケーブル(CtoC), 

USB3.0アップストリームケーブル

●USB : USB-C, USB

●サポート：3年間プレミアムパネル保証

参考価格(税抜・配送料込)

￥143,800

e型番 WEB検索この他にも豊富な製品ラインアップ！詳しくは、

構成例

● CPU：インテル Core i5-10500T 

● OS：Windows 10 Pro (64ビット) 日本語

● メモリ：8GB 1x8GB DDR4 非-ECCメモリー

● HDD：1000GB 2.5インチ 7200RPM 

SATA HDD

●内蔵ドライブ：なし

● ディスプレイ：なし

● オフィス：なし

● サポート:1年間 ProSupport & 翌営業日対応

オンサイト サービス

OptiPlex

3080 Micro

OptiPlex

7090 Ultra

Latitude 13

3000 シリーズ

3520

構成例

● CPU：インテル Core i5-1115G4

● OS：Windows 10 Pro (64ビット) 日本語

● メモリ：8GB 1x8GB 3200MHz DDR4 非-ECC 

● HDD：256GB M.2 PCle Class 35 SSD

●液晶：15.6インチ UHD (1366x768)AG 非-タッチ, 

220nits, カメラ&マイク, WLAN Capable

●内蔵ドライブ：なし

● オフィス：なし

● サポート: 1年間 ProSupport & 翌営業日対応

オンサイト保守サービス

31.5型ワイド 4K

USB-C モニタ

U3219Q

e型番を使うとこんなにお得！
e型番モデルの参考価格は、フルカスタマイズモデルの参考価格よりも

約1万円前後*のお得な価格設定になっています。*一部の構成は除く。

売れ筋法人モデルを

ベストプライスでチョイス。

eカタログサイトで簡単検索！

2021.Oct

日経コンピュータ

2021年9月2日号

顧客満足度調査

2021 – 2022 

デスクトップPC部門

https://japancatalog.dell.com/displays/composition?series_code=&group_code%5B%5D=P2720D&group_code%5B%5D=U2520D&group_code%5B%5D=P2721Q&group_code%5B%5D=U3219Q&group_code%5B%5D=U3821DW&component_code=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA+27%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%894K+USB-C%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF&stock_type=0
https://japancatalog.dell.com/notebooks/composition?series_code=&group_code%5B%5D=Latitude+13+3000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%283310%29&group_code%5B%5D=Latitude+15+3000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%283520%29&group_code%5B%5D=Latitude+15+5000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%285520%29&group_code%5B%5D=Latitude+14+3000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%283420%29&component_code=Latitude+15+3000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%283520%29+%2815.6%E5%9E%8B%2FWin10Pro64bit%2F8GB%2FCore+i3-1115G4%2F256GB%2FHD%2F%E9%9D%9E%EF%BE%80%EF%BD%AF%EF%BE%81%29&stock_type=0
https://japancatalog.dell.com/notebooks/composition?series_code=&group_code%5B%5D=Latitude+13+3000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%283310%29&group_code%5B%5D=Latitude+15+3000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%283520%29&group_code%5B%5D=Latitude+15+5000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%285520%29&group_code%5B%5D=Latitude+14+3000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%283420%29&component_code=Latitude+15+5000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%285520%29+%2815.6%E5%9E%8B%2FWin10Pro64bit%2F8GB%2FCore+i5+1135G7%2F256GB%2FFHD%2F%E9%9D%9E%EF%BE%80%EF%BD%AF%EF%BE%81%29&stock_type=0
https://japancatalog.dell.com/desktops/composition?series_code=&group_code%5B%5D=OptiPlex+3080+Micro&group_code%5B%5D=OptiPlex+3080+SFF&group_code%5B%5D=OptiPlex+3280+AIO&group_code%5B%5D=OptiPlex+7090+Ultra&component_code=OptiPlex+7090+Ultra%28Win10Pro%2F16GB%2FCore+i5-1145G7%28vPro%29%2F256GB%2FNo-Drive%2FWLAN%29&stock_type=0
https://japancatalog.dell.com/desktops/composition?series_code=&group_code%5B%5D=OptiPlex+3080+Micro&group_code%5B%5D=OptiPlex+3080+SFF&group_code%5B%5D=OptiPlex+3280+AIO&group_code%5B%5D=OptiPlex+7090+Ultra&component_code=OptiPlex+3080+Micro%28Win10Pro%2F8GB%2FCore+i5-10500T%2F1TB%2FNo-Drive%2FVGA%29&stock_type=0
https://japancatalog.dell.com/displays/composition?series_code=&group_code%5B%5D=P2720D&group_code%5B%5D=U2520D&group_code%5B%5D=P2721Q&group_code%5B%5D=U3219Q&group_code%5B%5D=U3821DW&component_code=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA+31.5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81+4K+HDR+USB-C%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF&stock_type=0
https://japancatalog.dell.com/c/


Internal Use - Confidential

流通在庫

モデル

ディストリビューター様倉庫に納品済の、売れ筋構成(固定構成*)の製品。即納対応が可能な上、

フルカスタマイズの製品に比べて、お求めやすい価格設定にてご提供。

受発注

モデル

売れ筋構成(固定構成*)で、通常納期となる製品。流通在庫モデルよりも製品ラインナップが豊富。

こちらもフルカスタマイズの製品に比べて、お求めやすい価格設定にてご提供。

*サポート期間、Officeの有無等お選びいただけます。

e

型

番

売れ筋アクセサリ 売れ筋アクセサリ

* 価格及び納品日等の詳細については弊社認定ディストリビュータ、デル製品取り扱い販売店にご確認ください。 * 本広告に掲載された製品のご購入は、この広告を受け取られたパートナーのお客様以外はお断りさせていただく場合がございます。●製

品の購入には、デル販売条件（Dell.jp/policy) 、締結済みの再販売契約書、又は、お客様に販売される事業者が提供する契約条 件が適用されます。●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。）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●他社製機器およびソフトウェアはDell標準保守サービスの対象外とさせていただきます。

●Inspiron、XPS、DELL ロゴは、米国 Dell Inc.の商標または登録商標です。Alienware、Alienware ロゴは、米国 Alienware Corporation 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、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、 AMD arrow ロゴ、ATI、

ATI ロゴ、Radeon、Athlon、Sempron、Turion、Opteron、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, inc.の商標です。Microsoft、Windows、Windows 7、Office 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。

参考価格(税抜・配送料込)

￥5,900

e型番：CK570-AAJK-01

外付けドライブ

デルUSB薄型
DVDスーパーマルチドライブ

DW316

仕様詳細

●機器タイプ : DVD±RWドライブ – 外付け

●カラー : ブラック

●インターフェース : 

●寸法 (幅x奥行きx高さ) : 13.7cm x 14.4cm x 1.4cm

●重量 : 200g

●保証：1年間ハードウェア限定保証

e型番：CK580-ADKY-01

参考価格(税抜・配送料込)

￥2,200

e型番：CK429-AAUQ-01

参考価格(税抜・配送料込)

￥2,000

売れ筋アクセサリ

お見積り

依頼方法

eカタログサイト内

シェアードプレミアへ

アクセス

製品を自由に

カスタマイズ

お問い合わせ番号

を作成

デル販売店、

ディストリビュータ

へ見積り依頼

見積り

取得!!

Step

シェアードプレミア
eカタログサイト

上部のリンクからアクセス！

*表示価格は全てデル参考価格となり、販売時期等によって変動する可能性がございます。

ご提供価格については販売店、またはデル認定ディストリビューターへご確認ください。

e型番でお求めの構成が見つからない場合は、シェアードプレミアをご利用ください。
サーバーやワークステーション等のフルカスタマイズを望まれる場合は、シェアードプレミアで製品をカスタマイズ・お問い合わせ番号を作成することで、

ディストリビューターと構成情報を共有することができ、従来よりもスピーディーにお見積りを取得することが可能です。

やのさん、このチラシいろんな製品が載ってますけど、e型番って何ですか？

え！？知らないの！？e型番ってとっても便利でメリットがたくさんあるのよーー！！

価格帯

お求めや
すい

標準

※e型番とは、パートナー商流の特定の製品構成に対して設定された、デルの製品型番です。

この型番をやり取りすることで、見積り取得・受発注がよりスムーズに行えるようになります。

このチラシは、e型番受発注モデルを掲載しています。

製品選定から見積り取得・受発注の流れの容易さ、さらに製品スペックの確認や共有

のしやすさなどから、e型番受発注モデルの採用も大幅に伸びています。

製品ラインナップの多さ

What’s “e型番”?

e型番

受発注モデル

流通在庫

モデル

e型番

フルカスタマイズ

（シェアードプレミア）

製品ラインアップやメリットなど詳しくは、eカタログサイト内の e型番詳細特設ページ をチェック!!

デルオプティカル

マウス

MS116

仕様詳細

●機器タイプ : マウス

●接続 : 有線 - USB

●本体カラー : ブラック

●移動検出技術 : 光学式

●ボタン数 : 3

●互換性：Chromebook 11 3180, 13 3380, 3120; 

Inspiron 15 5567, 17 5767; Latitude 31XX, 3340, 34XX, 

35XX, 5280, 5285 2-in-1, 54XX, 72XX, 7370, 74XX, E5270, 

E5470, E5570, E7270, E7470; OptiPlex 7440; Precision 

Mobile Workstation 35XX, 75XX, 77XX

デルマルチメディア

キーボード

KB216

仕様詳細

●機器タイプ：キーボード

● インターフェイス：USB

●ホットキー機能 :音量, ミュート, 再生/

一時停止, 後方, 早送り

●本体カラー：ブラック

●キータイプ :チクレット

●寸法 (幅x奥行きx高さ) :

44.2 cm x 12.7 cm x 2.44 cm

●重量 :503 g

https://japancatalog.dell.com/peripherals/composition?series_code=&group_code%5B%5D=mouse&group_code%5B%5D=keyboard&group_code%5B%5D=externaldrive&group_code%5B%5D=ActivePen&component_code=%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%97%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9+-+MS116+-+%E9%BB%92+-+%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8&stock_type=0
https://japancatalog.dell.com/peripherals/composition?series_code=&group_code%5B%5D=mouse&group_code%5B%5D=keyboard&group_code%5B%5D=externaldrive&group_code%5B%5D=ActivePen&component_code=%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89+-+KB216&stock_type=0
https://japancatalog.dell.com/peripherals/composition?series_code=&group_code%5B%5D=mouse&group_code%5B%5D=keyboard&group_code%5B%5D=externaldrive&group_code%5B%5D=ActivePen&component_code=%E3%83%87%E3%83%ABUSB%E8%96%84%E5%9E%8BDVD%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96+-+DW316&stock_type=0
http://www.jp.dell.com/ecatbto
https://japancatalog.dell.com/c/ecode/

