ハイパフォーマンス デスクトップ

Dimension 9200
™

Desktops
デルがお勧めする
Windows Vista Home Premium

最高の価値を求める人に、最上の選択を。

TM

テクノロジーは常に進 歩を続けます。
これまで究 極と思われていたパフォーマンスは、今さらに高い次 元へと進みました。
最 先 端の頭 脳 、インテル ® C o r e™ 2 D u oプロセッサーを搭 載 可 能 。
その卓 越したパフォーマンスは、かつて知ることのできなかった未 知の領 域を拓きます。
さらに、先 進のグラフィックコントローラーを得て、
ビジュアルエンターテイメントは、比 類のない臨 場 感やリアリティーで迫ります。
まさに、デジタル ホーム ネットワークの中 心を担うに相 応しいデスクトップ。
最 高の価 値を求めるユーザーに、最 上の選 択をご提 供します。

電話で

デルのスタッフがご注文や製品 営業時間：平日／9：00〜20：00 土曜／10:00〜18:00
日曜祝日／10:00〜18:00※
へのご質問などにお答えします。

0120-912-258
まずはお電話！

デルのスタッフに
ご相談を

※日曜祝日は受付のみとなります。ご相談・ご注文は、
翌営業日に専門のスタッフがお電話にて承ります。オペ
レーターに、
お客様のご希望の時間をお申しつけください。

お支払い方法も
選べます

ご注 文

ホームページで

デルのホームページで注文するとさらにお得。

展示スペースで

デル製品を、見て、触って、
オーダーできる展示スペース。

Real Site

http://www.dell.jp/ss/9200
地図など詳細は、

http://www.dell.jp/realsite

デルがお勧めする Windows Vista Business
TM

Dimension 9200 Specifications
™

BTO = Build To Order

デルはお客様のニーズに合わせてカスタマイズできる注文生産システム
（BTO）
で製品をお届けします。チェックボックス □ のある項目が、お客様のご要望により選択もしくは
追加できるスペックです。目的やご予算に合わせて最適にカスタマイズしてください。□ のない項目は標準装備されています。

サウンド

オペレーティングシステム

OS

（HD）
オーディオ
（オンボード）＊9
□インテル® ハイ・デフィニション

□Windows Vista™ Home Basic 正規版
（日本語版）＊1
□Windows Vista™ Home Premium 正規版
（日本語版）＊1
□Windows Vista™ Business 32ビット 正規版
（日本語版）＊1

スピーカ

プロセッサー

CPU

□Dell A225 ステレオスピーカ □Dell A525 ステレオスピーカ
（サブウーファ付属）
□Dell AS501 TFTモニタ用スピーカ □Dell AS501PA TFTモニタ用スピーカ
（専用ACアダプタ付）
□Dell WL6000 ステレオスピーカ
（サブウーファ付属）

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー
□E6300
（2MB L2 キャッシュ、1.86GHz、1066MHz FSB）
□E6400
（2MB L2 キャッシュ、2.13GHz、1066MHz FSB）
インテル® Pentium® D プロセッサー
□820
（1MBx2 L2 キャッシュ、2.80GHz、800MHz FSB）
□915
（2MBx2 L2 キャッシュ、2.80GHz、800MHz FSB）
（2MB L2 キャッシュ、3.40GHz、800MHz FSB）
□HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651
システムチップセット インテル® P965 Express チップセット
Memory

Slot

PCI:3スロット、PCI Express ×16: 1スロット、PCI Express×4 : 1スロット、PCI Express ×1: 1スロット

端子／ポート
オーディオ入出力端子
（背面：7.1ch対応、前面：ヘッドフォンジャック×1）
、マイク入力端子
USB 2.0 High Speed×8
（背面×6、前面×2）
、IEEE1394ポート×2
（前面×1、背面×1、
オプション）

メモリ
デュアルチャネル DDR2-SDRAM（533MHz、Non-ECC、
システム最大4GB、DIMMソケット×4）
□512MB □1024MB □2048MB □4096MB

HDD

Media
Reader

□13メディア対応カードリーダ/ライター、
ＳＤカード、miniSDカード＊10、
コンパクトフラッシュ TypeＩ/Ｉ
Ｉ、
マルチメディアカード、RSマルチメディアカード、
メモリスティック、
メモリスティックPro/Duo/Pro Duo、
スマートメディア、xDピクチャーカード、マイクロドライブ

DVD-ROMドライブ＊6 ＊7

電源定格出力

□読込み16倍速
（48倍速CD-ROM互換）
、PowerDVD 7.0 付属 ＊8
CD-RW/DVD

375W

CD-RW／DVDコンボドライブ＊6 ＊7

外形寸法

□CD-ROM：読込み48倍速、CD-R：書き込み48倍速、CD-RW：書換え32倍速、
DVD-ROM：読込み16倍速、PowerDVD 7.0 ＊8、Roxio® Creator 9.0 Dell Edition、
バッファーアンダーランエラー防止機能付
DVD+/-RW

Size
Weight

DVD+／−RWドライブ（DVD+R 片面2層書込み対応）＊6 ＊7

Energy

□ 3.5インチフロッピーディスクドライブ
（2モード）

3D

グラフィックコントローラ
□NVIDIA® GeForce™ 7300 LE 256MB Turbo Cache™

Keyboard

キーボード

Mouse

マウス

エネルギー消費効率 ＊11

ソフトウェア
（プリインストール版）
□Microsoft® Oﬃce Personal 2007 日本語版
（プリインストール版）
□Microsoft® Oﬃce Personal with PowerPoint 2007 日本語版
□Micorsoft® Oﬃce Professional Plus 2007 日本語版
（プリインストール版）
Adobe® Reader™ 日本語版
（PDF閲覧ソフトウェア）
＊12

□Dell Entry 日本語キーボード
（USB､ホットキー無）

セキュリティソフトウェア

□Dell マウス
（USB、
オプティカル、2ボタン、
ホイール付）
□Dell プレミアムマウス
（USB、
オプティカル、4ボタン、
ホイール付）

（30日間）
□マカフィー® セキュリティセンター 8.0 試用版
＊12 ＊13
□ウィルスバスター14 インターネットセキュリティ15ヶ月版 ＊13
□ウィルスバスター14 インターネットセキュリティ24ヶ月版 ＊13
□ウィルスバスター14 インターネットセキュリティ36ヶ月版 ＊13
□ノートン・インターネットセキュリティ 2007
（15ヶ月間更新サービス）
＊13

通信機能
10/100/1000 Ethernet ネットワークコントローラ
（オンボード）
□V.92対応56kbps PCI Data/FAX モデムカード

TVチューナ
TV tuner

重量

□インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6300：0.0030 i区分
□インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6400：0.0026 i区分
□インテル® Pentium® D プロセッサー 820：0.0041 i区分
□インテル® Pentium® D プロセッサー 915：0.0041 i区分
□HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651：0.0062 i区分

フロッピーディスクドライブ
FDD

188
（W）
×461
（H）
×455
（D）
mm

12.7kg以上
（システム構成により異なる）

□DVD-ROM：読込み16倍速、DVD+R：書込み16倍速
（2層：2.4倍速）
、DVD-R：書込み16倍速、
DVD+RW：書換え8倍速、DVD-RW：書換え8倍速、CD-ROM：読込み48倍速、CD-R：書込み48倍速、
CD-RW：書換え32倍速、PowerDVD 7.0 ＊8、Roxio® Creator 9.0 Dell Edition、
バッファーアンダーランエラー防止機能付

Modem

メディアリーダ

□80GB □160GB □250GB □320GB □500GB SATA 3.0Gb/s NCQ HDD ＊2 ＊3 ＊4 ＊5

ハードディスクドライブ

CD-ROM

拡張スロット

VCCI

□Emuzed Angel デュアルTVチューナカード
□ATI TV Wonder Elite TV チューナカード

安全および各種規格
VCCI Notice（Japan only）Class B

＊1：NTFS ファイルシステムのみとなります。
＊2：最大2基搭載可能。2基目のHDDは、500GBは選択できません。
＊3：RAID 0 あるいはRAID 1を構成する場合は、同容量のドライブをご使用ください。
＊4：HDD
（ハードディスクドライブ）
の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量と異なります。
＊5：HDDの容量の表記は1GB=10億バイトを使用しています。
＊6：DVD+/-RWドライブ、CD-RW/DVDコンボドライブ、DVD-ROMドライブのいずれかをお選びいただけます。
＊7：倍速は最大値となります。
＊8：OSはWidows VistaTM Home Basic 正規版
（日本語版）
、
またはWidows VistaTM Business 32ビット
正規版
（日本語版）
の場合のみとなります。
＊9：5.1/7.1chサラウンドを楽しむためには、対応スピーカが必要です。
＊10：miniSDカードを使用するには、専用アダプタが必要となります。
＊11：エネルギー消費効率とは、
エネルギーの使用の合理化に関する法律
（省エネルギー法）
で定める測定方法により測定された
＊12：バックアップCDは付属いたしません。
＊13：完全なセキュリティを保証するものではありません。
消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
●製品の購入には当社の販売条件が適用されます。
●表示価格には配送料は含まれておりません。
配送料は別途申し受
けます。●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
●返品･交換は、
納品日より10日以内にご
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。）
連絡いただいた場合に限りお受けいたします。但し、他社製ソフトウェア及び周辺機器、Dell｜EMCブランド製品及び消
耗品の返品は受け付けておりません。●お客様のご都合による返品の場合、返品時の配送料及びご入金時のお振込手
数料はお客様のご負担とさせていただきます。●当社物流センター出荷後、
お客様のご都合により配送先を変更される場
合は、別途同額の配送料を申し受けます。●お支払方法については、現金振込/クレジットカード/デルらくらく分割プラン
（個人でご購入のお客様のみ利用可能な分割払い、以下、個人分割プラン）
からお選びいただけます。●個人分割プラン
●
の金額には配送料・消費税が含まれております。 個人分割プランの金額は事前の予告なく変更される場合があります。
●個人分割プランについては当社が提携する信販会社との手続きとなります。
申込者は信用情報機関に信用情報が登
録され、利用されることに同意していただきます。
（信販会社の審査の結果、
ご希望に添いかねる場合もございます。予めご
● 個人分割プランの実質年率は、
了承ください。）
お支払合計金額に対し11.88％です。●当社が販売する消費者向け
Dimension、Inspiron及びTFTモニタ製品にはPCリサイクルマークが付いています。PCリサイクルマークが付与されたデ
ル製品は、新たな料金なしで当社が回収及び再資源化します。●上記仕様は2007年1月30日現在のものであり、記載さ
れている内容、外観
（モニタ含む）
及び仕様は予告なく変更される場合があります。●ご注文頂いた各構成部品は、当社裁
量により同等またはそれ以上の機能を有する部品に変更されることがあります。●他社製ソフトウェア及び周辺機器の中に
は当社システムで使用できないものがあります。
ご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元にご確認くださ
い。●他社製機器及びソフトウェアはデル標準保守サービスの対象外です。●システムメモリは機種・構成により、
その容量
の一部をビデオメモリに使用する場合があります。●DimensionシリーズのPC本体には、
スピーカは内蔵されておりません。
●お客さまが録画・録音したものは、
個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●ノート
ブック製品のバッテリーは、製品購入後1年間の保証となります。ただし、90日間引き取り修理サービスの場合は、製品購
入後90日間の保証になります。●モニタ保証については、
お問い合わせください。
●Dimension、
Inspiron、
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、
Centrino、
Centrino ロゴ、
Intel Viiv、
Intel Viiv ロゴ、
Intel vPro、
Intel vPro ロゴ、
Celeron、
Celeron Inside、
Intel Core、
Core Inside、
Itanium、
Itanium Inside、
Pentium、
Pentium Inside、
Xeon、
Xeon Inside は、
アメリカ合衆国およびその他の国
における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、
Windowsは、
米国Microsoft Corporation
の米国及びその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

Service & Support
サービス

サポート

豊富な入出力インターフェース

FRONT

REAR

①

①固定式光学ドライブベイ

⑧オーディオ入出力端子

②フロッピーディスクドライブ

⑨10/100/1000 LANポート

③13メディアカードリーダ/ライター

⑩PCI Express×1

④マイク入力端子

⑪PCI Express×16

⑤ヘッドホン出力端子

⑫PCI Express×4

⑥IEEE1394ポート

⑬PCI ×3

②
③
④
⑤

⑧

⑥
⑦

⑨

⑬

⑦USB 2.0ポート

安定したマシン使用環境を約束する
万全のサービス＆サポート体制。

⑦
⑩
⑪
⑫

オプションサービス（別途費用がかかります。）
■引き取り修理サービスの延長
標準保守の１年間引き取り修理サービスを、3年間、4年間、5年間に延長できます。デルテクニカルサポートがお電話にてトラ
ブルの原因を診断し、修理が必要とされた製品を引き取りに伺い、修理完了後にご返却するサービスです。

■翌営業日出張修理（オンサイト）
サービス

デルは製品の操作にお困りの場合や万が一の故障、不意のトラブルについて、
お客様の問題を迅速に解決します。
引き取り修理サービスを、翌営業日出張修理（オンサイト）
サービスにアップグレードできます。16：00までに弊社テクニカル
標準サポート以外に、
お客様のニーズに適した有償のサービスも提供します。
サポートが修理が必要と判断した場合、原則として翌営業日にお客様のもとへお伺いして修理を行うサービスです。
＊各サービス＆サポートの詳細は、弊社営業またはホームページにてご確認ください。

Dimension 9200 標準保守サービス
TM

■サポートサイト

＊出張修理（オンサイト）受付時間：月〜金 9：00〜16：00（土日祝祭日および年末年始12/30〜1/3を除く）山間部、離島など地域によっては、
サービス
に制限がある場合があります。詳細は弊社営業、
またはホームページにてご確認ください。

■まさかの時の安心サービス（コンプリート・ケア）
万一の不測の事故による障害をカバーするサービスです。お客様のシステムが、爆発・落雷・水濡れ・水災・火災・衝突による
破損・落下・その他偶発的な事故により破損した場合、
またお客様の過失により破損した場合でも、無償にて部品交換・
修理または弊社同等性能品に交換させていただきます。盗難による損害もカバーする盗難対応オプションもご用意しています。

本体に表示されたサービスタグナンバーをご入力いただくと、技術情報の入手、
ソフトウェアのダウンロードや技術的な質問に
＊本サービスは製品ご購入時のみご選択いただけます。サービスの延長も製品ご購入時のみご選択いただけます。
E-メールでお答えするサービスをご利用いただけます
（http://support.jp.dell.com）。サポートサイトの利用方法はデルのサ
■24時間365日テクニカル電話サポート
（E-メールサポート付）
ポートの特徴について
（http://support.jp.dell.com/jp/jp/spm/support）
をご覧ください。
24時間365日、年中無休の電話サポートです。E-メールサポート付。いつでもお問い合わせを承ります。

■12時間テクニカル電話サポート
（E-メールサポート付）

ご購入後のハードウェア障害や技術的なご質問は弊社テクニカルサポートが電話及びE-メールにて承ります。
＊受付時間：月〜土

9：00〜21：00
（日曜・祝祭日および年末年始12/30〜1/3を除く）

■1年間引取り修理サービス（保守パーツ含む）

■デル テレフォン アドバイザー
製品本体やソフトウェアの操作、周辺機器やネットワークの設定、
ウィルスによるトラブルシューティングなど、
お客様の疑問、
質問、相談に電話でお答えするサービスです。サービス期間内は利用回数無制限でうれしいフリーダイヤルです。
＊電話受付時間：月〜日 9：00〜21：00
（年末年始12/30〜1/3を除く）

修理対象品をお客様宅(またはご指定の場所)まで宅配業者が引き取りに伺い、弊社指定のリペアパーツセンターで修理し、 ■インターネットおまかせセットアップサービス
返却するサービスです。また、弊社テクニカルサポートスタッフが特定した製品の復旧に必要な保守パーツを1年間無償で ご購入いただいた製品に対する初回セットアップやインターネット接続のための設定作業などをお客様に代わり弊社のサービ
提供します。
スエンジニアが出張して設定作業を行うサービスです。

平成１５年１０月１日以降当社が販売する消費者向けDimension、Inspiron、XPS及びTFTモニタ製品にはPCリサイクルマークが付いています。PCリサイクルマークが付与されたデル製品には、
新たな料金なしで当社が回収及び再資源化します。PCリサイクルマークが付与されていないデル製品は、回収時に回収再資源化料金をお客様にご負担いただきます。

http://www.dell.jp/ss/9200
最新価格のチェックから、お見積もり・ご注文まで簡単にできます。

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. 0120-912-258
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