デルがおすすめする Microsoft® Windows® XP
Inspiron™ 500m
プロセッサ

オペレーティングシステム
メモリ
ビデオコントローラ
ディスプレイ
外部ディスプレイ表示解像度
ハードディスクドライブ

着脱式メディアベイ

ポインティングデバイス
通信機能

サウンド
スピーカ
拡張スロット
端子／ポート
バッテリ
対応動作モード
外形寸法
重量
エネルギー消費効率

ソフトウェア（別売り）
付属ソフトウェア

BTOとは？

モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40/1.50/1.70 GHｚ
セカンダリキャッシュ：1MB
システムチップセット：インテル® 855GM チップセット
Windows® XP Home Edition 日本語版、Windows® XP Professional 日本語版
DDR‐SDRAM 266MHz DIMM ソケット ×2（256MB〜1024MB）
インテル® 855GM チップセット内蔵 グラフィックスコントローラ
14.1 インチ XGA 液晶ディスプレイ
（最大解像度1024 ×768 約1677万色＊1）
14.1 インチ SXGA+ 液晶ディスプレイ
（最大解像度1400 ×1050 約1677万色＊1）
最大1600×1200
Ultra ATA‐100 E‐IDE 20/30/40/ 60 GB＊2 ＊3
CD-ROMドライブ＊4
CD：24倍速読込み＊5
DVD：8倍速読込み（CD-ROM使用時は24倍速）
DVD-ROMドライブ＊4
Intervideo WinDVD付属＊5
CD-RW/DVDコンボドライブ＊4 DVD：8倍速読込み、
CD：24倍速読込み/24倍速書込み/24倍速書換え
Sonic™ RecordNow!, Intervideo WinDVD付属＊5
DVD+RW/+Rドライブ＊4
DVD：8倍速読込み/4倍速書込み/2.4倍速書換え
CD：24倍速読込み/16倍速書込み/10倍速書換え
Sonic™ RecordNow!, Intervideo WinDVD, Sonic™ MyDVD付属＊5
DVD+/-RWドライブ＊4
DVD：8倍速DVD読込み/4倍速DVD+R書込み/2.4倍速
DVD+RW書換え/2倍速DVD-R書込み/2倍速DVD-RW書換え
CD：24倍速CD読込み/16倍速CD-R書込み/10倍速CD-RW書換え
Sonic™ RecordNow!, Intervideo WinDVD, Sonic™ MyDVD付属＊5
フロッピーディスクドライブ＊4 3.5インチ 1.44MB 2モード
セカンドハードディスクドライブ＊4 40GB＊2 ＊3
セカンドバッテリ＊4
リチウムイオンバッテリ
タッチパッド
ネットワークコントローラ
10/100 Ethernet LAN ポート
ワイヤレスネットワーク
Dell TrueMobile™ 1300 ワイヤレスLAN Mini PCIカード（802.11b/g）
インテル® PRO / Wireless ネットワーク・コネクション（802.11b）
モデム
V.92対応 56kbps アナログFAX モデムポート
AC'97対応
内蔵ステレオスピーカ
PC カードスロット TypeI/II 対応 ×1
USB2.0 ポート×2、
シリアルポート、パラレルポート、S-Video出力端子、VGA ポート、
IrDA ポート、
マイク入力端子、ヘッドフォン出力端子
リチウムイオンバッテリ 最大約4時間駆動（大容量バッテリ選択時）
＊6
サスペンドモード
315（W）×31（H）×259（D）mm
約2.25kg（オプティカルドライブ非搭載時）
モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ1.40 GHｚ
S区分
0.0005＊7
S区分
0.0005＊7
モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ1.50 GHｚ
®
®
モバイル インテル Pentium M プロセッサ1.70 GHｚ
S区分
0.0005＊7
®
®
Microsoft Office Personal Edition 2003 日本語版（OEM版）
、Microsoft Office XP
Professional 日本語版
（OEM版）
、Adobe® Photoshop® Elements 2.0（OEM版）
Norton AntiVirus™ 2003 試用版、Dell Quickset™ ソフトウェア＊8 ＊9

Dell Notebooks

Service&Support
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。
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。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。
＊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。

標準保守サービス

Inspiron 500m
™

■サポートサイト
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。

■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、年末年始12/30〜1/3を除く）

モバイルを、
もっと楽しく
スリム＆ハイスペックノート

■ 1年間引き取り修理サービス
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、返却するサービスです。

■ 1年間パーツ保証
デルはご購入された製品の部品を販売時点から1年間保証します。ご購入から1年以内の
ハードウェアトラブルに対し、弊社テクニカルサポートスタッフが電話にて状況を確認します。
診断の上、特定した部品を無償でお客様に提供いたします。

オプションサービス（別途費用がかかります。）

■CompleteCare（コンプリート・ケア）
盗難、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盗難にあった
場合、また爆 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
事故により万一破損した場合でも、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。
＊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。

■ 3年間引き取り修理サービス （1年間からの延長）
標準保守の1年間引き取り修理サービスを、3年間に延長できます。

■ 24時間テクニカル電話サポート（E-メールサポート付）
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。

■ 基本ソフトウェアサポート
お客様の好みに合わせてカスタマイズできる注文生産システムです。

デルは、
あなただけの特別仕様でPCをお届けします。性能重視のハイスペックモデル、
コスト優先のハイバリューモデルなど、
使用目的とご予算に合わせて製品をお選びください。
デルは、
お客様に最適な性能のPCを、最適な価格で提供します。
お客様のご要望に応じて選択可能なスペック

■ 翌営業日対応オンサイト保守サービス

＊1:約1677万色はディザリング表示です。＊2: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。 ＊3:HDDの容量の表記は1GB=10億バイトを使用しています。 ＊4:CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CDRW/DVDコンボドライブ、DVD+RW/+Rドライブ、DVD+/-RWドライブ、
フロッピーディスクドライブ、セカンドハードディスクドライブ、
セカンドバッテリのいずれかをお選びいただけます。＊5:倍速は最大値となります。＊6:バッテリ駆動時間は使用環境により異なり
ます。＊7: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。＊8:ウィルス定義ファイルの更新サービスは、
マシン
初期セットアップ完了日より90日間提供されます。＊9:完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。
TFT カラー液晶パネルは特性上明るさのむらや画面に常時点灯/非点灯のドットが存在することがあります。
500m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。
●ノートパソコン用バッテリ保証は1年間となります。
● 上記仕様は2003年12月5日現在のものであり、
記載されている内容、外観及び仕様は予告なく変更される場合があります。
● あなたが録画、
録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
● 製品の実際の色は印刷の関係で異なる場合があります。
● システム構成により、
ご提供に制限がある場合があります。
● 製品の購入には当社の販売条件が適用されます。
● 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。
● 価格及び法人リース料には消費税は含まれておりません。
● 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）の金額には送料・消費税が
含まれております。
● リースのご利用は法人及び個人事業主に限らせていただきます。
また、
リースは途中解約できません。個人の方は、個人分割
プランがご利用になれます。
● 誤操作や故障等より、
システムに記録された内容が変化・消失する場合があります。データ損失の責任は一切負いかねます。
● データの漏洩を防ぐため、
システムの廃棄時にはお客様の責任でハードディスクに記録された情報を消去して下さい。
● 本カタログに使用されている製品写真は、
出荷時のものと一部異なる場合があります。
●

● ソフ
トウェア及び周辺機器の中にはInspiron

● 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 Inside ロゴ、Pentium及びCentrinoは、
アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーション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。
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⑤

No.1
PCメーカーへ。

引き取り修理サービスを、翌営業日対応オンサイト保守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。
＊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、サービスに制限ある場合があります。

■ インターネットおまかせセットアップサービス
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スエンジニアが出張して設定作業を行うサービスです。

3つの購入方法

デル製品の購入方法は3つから選べます。

デルの窓口は迅速なワンストップシステム。製品のご検討からご購入、周辺機器の追加や
サポートサービスまで、1度のオーダーでお手続きできます。

お電話

オンライン・ストア

Dell Real Site

デルのスタッフがお電話にて
製品のご質問や
ご購入の相談を承ります。

デルのホームページにて
BTOのお見積りが可能です。

店頭で実際にデル製品をお試しいただけます。
詳しくは、

044-556-6120 www.dell.com/jp/ http://ad.jp.dell.com/np/real/
LEFT

⑥

⑦

⑧

〔総合〕
〔PC部門 年連続〕

3

顧客満足度

RIGHT

⑨ ⑩

①USB2.0ポート×2 ② S-Video出力端子 ③モデムポート
（V.92対応 56kbps）
④LANポート
（10BASE-T/100BASE-TX）⑤パラレルポート
⑥VGAポート ⑦シリアルポート ⑧電源コネクタ

選ばれて、

あらかじめインストールされたソフトウェアの使い方、疑問、質問に電話でお答えするサービス
です。質問回数は無制限でうれしいフリーダイヤルです。専任のサポートスタッフにソフト
ウェアの使用方法を相談し、迅速な回答が得られます。
受付時間：24時間365日（年中無休）
対象ソフトウェア：Microsoft® Windows® 、Microsoft® Office、Microsoft® Internet Explorer

1

No.

⑪

⑫

⑬

⑨PCカードスロット
（Type I/II×1）⑩IrDAポート
⑪オーディオ入出力端子 ⑫ケンジントンロックスロット

デルコンピュータは、
日経ビジネス誌2003年3月10
日号の「第4回1万人アフターサービス調査」の記
事中にて、総合ランキング第1位に選ばれました。
もちろん、パソコン部門では3年連続第1位。デル
のお客様第一主義が広く認められている証しです。

2

〔 年連続〕

サポートランキング

⑭

⑮

⑬ケンジントンロックスロット ⑭着脱式メディアベイ
⑮メディアベイ着脱ボタン

1

No.

※

世界中のお客さまからの圧倒的なご支持に支えられ、デル
コンピュータはPC世界シェアＮｏ.1※を獲得しました。これから
も、お客さまの信頼と期待にお応えする優れた製品を提供
してまいります。
※出典：日経パソコン誌 2003年9月29日号（2003年度版 パソコンメーカー サポートランキング ）より

www.dell.com/jp/
最新価格のチェックから、お見積もり・ご購入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
ダイレクトセールス Tel. 044-556-6120

使用済みのバッテリの廃棄に
関して、
デル PC リサイクルデスク
（電話044-556-3481）へ。
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デルがおすすめする Microsoft® Windows® XP

Inspiron 500m
™

DVD+/-RWドライブで、映画鑑賞やオリジナルDVDを作れる。
ワイヤレスネットワークの新しいスタイル、Inspiron 500m。
※1

※2

14.1インチの大きな画面を搭載した、31mmの薄さ 、軽量2.25kg のコンパクトボディ。
モバイル専用の最新アーキテクチャ、
インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジを採用。
軽くてスリムなInspiron 500mは、
モバイルライフを自由に楽しむノートPCです。
ワイヤレスでネットにつながる
街のホットスポットも利用できる
デジタルカメラ、携帯電話、PHS端末などを接続
でき、大容量バッテリの搭載で長時間のモバ
イル接続が可能。ワイヤレスネットワーク対応
アンテナとワイヤレスネットワークコントローラ
を内蔵し、
ホットスポットと呼ばれる無線アクセス
ポイントでも利用できます。デジタルカメラで
撮影した画像データを外出先から送信できます。
Broad
Band
モバイル
快適
長時間駆動 デジカメからの
ワイヤレス ブロードバンド
画像を編集

薄くて軽くて知的なボディ
洗練されたシャーシデザイン
最新のモバイルPC用技術、
インテル® Centrino™
モバイル・テクノロジを採用し、新設計のプロ
セッサやワイヤレスネットワーク機能を搭載。
ハイパフォーマンスを実現しながら長時間のバッ
テリライフを小さなボディで実現しました。31mm
の薄さ、軽量2.25kg、A4サイズのコンパクト
サイズで、いつでもどこへでも持ち運べます。

軽量・携帯性

オリジナルDVDも作れる
ポータブルな大画面プレーヤ
14.1インチの大画面でDVDやストリーミング映
像を大迫力で楽しめる。DVD+/-RWドライブを
選択すれば、
オリジナルDVDを作れます。デジ
タルカメラで撮影した写真を大容量DVDに保
存してライブラリを作る、
ワイヤレスネットワーク
で転送した動画からDVDビデオディスクを作る
など、
マルチメディアをとことん楽しめます。

DVD
DV

モバイル用途を極める技術
インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ

音楽の鑑賞
DVDの
音楽の
鑑賞と作成
ダウンロード

大画面テレビやプロジェクタに接続
プレゼンテーションに活用できる
小さく持ち運びしやすいため、
オフィス内を自由
に移動して使えます。外部出力端子を内蔵し
ているので、会議室や応接室のプロジェクター
に接続して大きな画面を使ったプレゼンテー
ションも可能。また、進行の妨げになるスリープ
状態やスクリーンセーバ起動をキャンセルする
プレゼンテーションモード を搭載しています。

プレゼンテーション

＊画面はハメコミ合成です。
※1 厚みが最小となる部分です。 ※2 システム構成により異ります。

■ ワイヤレスネットワークがパワーアップ
インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクション
は、高速でセキュリティ機能を備えた無線データ
通信規格に対応。ブロードバンドを快適でスピー
ディーに、安心して利用できます。

好きな色で使える
オリジナルカラーキット

ワイヤレスネットワーク（ホットスポット）
LANケーブルを使用せず、
ワイヤレスシステムを使ってネットワークを構築します。
配線の必要がなく、1階と2階、各部屋の位置を問わずネットワークを利用でき
ます※。ファーストフード店や空港などのホットスポットも利用できます。
※お客様のご使用環境によって通信距離は異なります。

HOME

CAFE

ディスプレイカバー部分に
は標準のシルバー以外に、
3色のカラーキットを用意しま
した。製品購入時に選択し、
出荷時に装着してお届け
いたします。

■ バッテリ使用時間がさらに長く
プロセッサ、
グラフィックなど、基本的な機能を省
エネルギー設計に。消費電力を減らして、長時間
のバッテリ駆動を実現しました。アウトドアやホット
スポットなどでも長時間使えます。
■ CPUパフォーマンスもさらに向上
ワイヤレスネットワークと省電力機能に加えて、
プロセッサもハイスピードタイプにパワーアップ。
新しい実装技術で、
パワーアップと小型化を両方
とも達成しました。

スパイラル

オーク

OFFICE
AIRPORT

ブロードバンド
インターネット

オーシャン

平成15年10月1日以降当社が販売する消費者向けDimension及びInspironシリーズ製品にはPCリサイクルマークが
付与されます。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。
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。

デルがおすすめする Microsoft® Windows® XP
Inspiron™ 500m
プロセッサ

オペレーティングシステム
メモリ
ビデオコントローラ
ディスプレイ
外部ディスプレイ表示解像度
ハードディスクドライブ

着脱式メディアベイ

ポインティングデバイス
通信機能

サウンド
スピーカ
拡張スロット
端子／ポート
バッテリ
対応動作モード
外形寸法
重量
エネルギー消費効率

ソフトウェア（別売り）
付属ソフトウェア

BTOとは？

モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40/1.50/1.70 GHｚ
セカンダリキャッシュ：1MB
システムチップセット：インテル® 855GM チップセット
Windows® XP Home Edition 日本語版、Windows® XP Professional 日本語版
DDR‐SDRAM 266MHz DIMM ソケット ×2（256MB〜1024MB）
インテル® 855GM チップセット内蔵 グラフィックスコントローラ
14.1 インチ XGA 液晶ディスプレイ
（最大解像度1024 ×768 約1677万色＊1）
14.1 インチ SXGA+ 液晶ディスプレイ
（最大解像度1400 ×1050 約1677万色＊1）
最大1600×1200
Ultra ATA‐100 E‐IDE 20/30/40/ 60 GB＊2 ＊3
CD-ROMドライブ＊4
CD：24倍速読込み＊5
DVD：8倍速読込み（CD-ROM使用時は24倍速）
DVD-ROMドライブ＊4
Intervideo WinDVD付属＊5
CD-RW/DVDコンボドライブ＊4 DVD：8倍速読込み、
CD：24倍速読込み/24倍速書込み/24倍速書換え
Sonic™ RecordNow!, Intervideo WinDVD付属＊5
DVD+RW/+Rドライブ＊4
DVD：8倍速読込み/4倍速書込み/2.4倍速書換え
CD：24倍速読込み/16倍速書込み/10倍速書換え
Sonic™ RecordNow!, Intervideo WinDVD, Sonic™ MyDVD付属＊5
DVD+/-RWドライブ＊4
DVD：8倍速DVD読込み/4倍速DVD+R書込み/2.4倍速
DVD+RW書換え/2倍速DVD-R書込み/2倍速DVD-RW書換え
CD：24倍速CD読込み/16倍速CD-R書込み/10倍速CD-RW書換え
Sonic™ RecordNow!, Intervideo WinDVD, Sonic™ MyDVD付属＊5
フロッピーディスクドライブ＊4 3.5インチ 1.44MB 2モード
セカンドハードディスクドライブ＊4 40GB＊2 ＊3
セカンドバッテリ＊4
リチウムイオンバッテリ
タッチパッド
ネットワークコントローラ
10/100 Ethernet LAN ポート
ワイヤレスネットワーク
Dell TrueMobile™ 1300 ワイヤレスLAN Mini PCIカード（802.11b/g）
インテル® PRO / Wireless ネットワーク・コネクション（802.11b）
モデム
V.92対応 56kbps アナログFAX モデムポート
AC'97対応
内蔵ステレオスピーカ
PC カードスロット TypeI/II 対応 ×1
USB2.0 ポート×2、
シリアルポート、パラレルポート、S-Video出力端子、VGA ポート、
IrDA ポート、
マイク入力端子、ヘッドフォン出力端子
リチウムイオンバッテリ 最大約4時間駆動（大容量バッテリ選択時）
＊6
サスペンドモード
315（W）×31（H）×259（D）mm
約2.25kg（オプティカルドライブ非搭載時）
モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ1.40 GHｚ
S区分
0.0005＊7
S区分
0.0005＊7
モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ1.50 GHｚ
®
®
モバイル インテル Pentium M プロセッサ1.70 GHｚ
S区分
0.0005＊7
®
®
Microsoft Office Personal Edition 2003 日本語版（OEM版）
、Microsoft Office XP
Professional 日本語版
（OEM版）
、Adobe® Photoshop® Elements 2.0（OEM版）
Norton AntiVirus™ 2003 試用版、Dell Quickset™ ソフトウェア＊8 ＊9

Dell Notebooks

Service&Support
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。
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。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。
＊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。

標準保守サービス

Inspiron 500m
™

■サポートサイト
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。

■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、年末年始12/30〜1/3を除く）

モバイルを、
もっと楽しく
スリム＆ハイスペックノート

■ 1年間引き取り修理サービス
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、返却するサービスです。

■ 1年間パーツ保証
デルはご購入された製品の部品を販売時点から1年間保証します。ご購入から1年以内の
ハードウェアトラブルに対し、弊社テクニカルサポートスタッフが電話にて状況を確認します。
診断の上、特定した部品を無償でお客様に提供いたします。

オプションサービス（別途費用がかかります。）

■CompleteCare（コンプリート・ケア）
盗難、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盗難にあった
場合、また爆 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
事故により万一破損した場合でも、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。
＊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。

■ 3年間引き取り修理サービス （1年間からの延長）
標準保守の1年間引き取り修理サービスを、3年間に延長できます。

■ 24時間テクニカル電話サポート（E-メールサポート付）
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。

■ 基本ソフトウェアサポート
お客様の好みに合わせてカスタマイズできる注文生産システムです。

デルは、
あなただけの特別仕様でPCをお届けします。性能重視のハイスペックモデル、
コスト優先のハイバリューモデルなど、
使用目的とご予算に合わせて製品をお選びください。
デルは、
お客様に最適な性能のPCを、最適な価格で提供します。
お客様のご要望に応じて選択可能なスペック

■ 翌営業日対応オンサイト保守サービス

＊1:約1677万色はディザリング表示です。＊2: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。 ＊3:HDDの容量の表記は1GB=10億バイトを使用しています。 ＊4:CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CDRW/DVDコンボドライブ、DVD+RW/+Rドライブ、DVD+/-RWドライブ、
フロッピーディスクドライブ、セカンドハードディスクドライブ、
セカンドバッテリのいずれかをお選びいただけます。＊5:倍速は最大値となります。＊6:バッテリ駆動時間は使用環境により異なり
ます。＊7: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。＊8:ウィルス定義ファイルの更新サービスは、
マシン
初期セットアップ完了日より90日間提供されます。＊9:完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。
TFT カラー液晶パネルは特性上明るさのむらや画面に常時点灯/非点灯のドットが存在することがあります。
500m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。
●ノートパソコン用バッテリ保証は1年間となります。
● 上記仕様は2003年12月5日現在のものであり、
記載されている内容、外観及び仕様は予告なく変更される場合があります。
● あなたが録画、
録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
● 製品の実際の色は印刷の関係で異なる場合があります。
● システム構成により、
ご提供に制限がある場合があります。
● 製品の購入には当社の販売条件が適用されます。
● 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。
● 価格及び法人リース料には消費税は含まれておりません。
● 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）の金額には送料・消費税が
含まれております。
● リースのご利用は法人及び個人事業主に限らせていただきます。
また、
リースは途中解約できません。個人の方は、個人分割
プランがご利用になれます。
● 誤操作や故障等より、
システムに記録された内容が変化・消失する場合があります。データ損失の責任は一切負いかねます。
● データの漏洩を防ぐため、
システムの廃棄時にはお客様の責任でハードディスクに記録された情報を消去して下さい。
● 本カタログに使用されている製品写真は、
出荷時のものと一部異なる場合があります。
●

● ソフ
トウェア及び周辺機器の中にはInspiron

● 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 Inside ロゴ、Pentium及びCentrinoは、
アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーション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。

REAR

① ②③ ④

⑤

No.1
PCメーカーへ。

引き取り修理サービスを、翌営業日対応オンサイト保守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。
＊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、サービスに制限ある場合があります。

■ インターネットおまかせセットアップサービス
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スエンジニアが出張して設定作業を行うサービスです。

3つの購入方法

デル製品の購入方法は3つから選べます。

デルの窓口は迅速なワンストップシステム。製品のご検討からご購入、周辺機器の追加や
サポートサービスまで、1度のオーダーでお手続きできます。

お電話

オンライン・ストア

Dell Real Site

デルのスタッフがお電話にて
製品のご質問や
ご購入の相談を承ります。

デルのホームページにて
BTOのお見積りが可能です。

店頭で実際にデル製品をお試しいただけます。
詳しくは、

044-556-6120 www.dell.com/jp/ http://ad.jp.dell.com/np/real/
LEFT

⑥

⑦

⑧

〔総合〕
〔PC部門 年連続〕

3

顧客満足度

RIGHT

⑨ ⑩

①USB2.0ポート×2 ② S-Video出力端子 ③モデムポート
（V.92対応 56kbps）
④LANポート
（10BASE-T/100BASE-TX）⑤パラレルポート
⑥VGAポート ⑦シリアルポート ⑧電源コネクタ

選ばれて、

あらかじめインストールされたソフトウェアの使い方、疑問、質問に電話でお答えするサービス
です。質問回数は無制限でうれしいフリーダイヤルです。専任のサポートスタッフにソフト
ウェアの使用方法を相談し、迅速な回答が得られます。
受付時間：24時間365日（年中無休）
対象ソフトウェア：Microsoft® Windows® 、Microsoft® Office、Microsoft® Internet Explorer

1

No.

⑪

⑫

⑬

⑨PCカードスロット
（Type I/II×1）⑩IrDAポート
⑪オーディオ入出力端子 ⑫ケンジントンロックスロット

デルコンピュータは、
日経ビジネス誌2003年3月10
日号の「第4回1万人アフターサービス調査」の記
事中にて、総合ランキング第1位に選ばれました。
もちろん、パソコン部門では3年連続第1位。デル
のお客様第一主義が広く認められている証しです。

2

〔 年連続〕

サポートランキング

⑭

⑮

⑬ケンジントンロックスロット ⑭着脱式メディアベイ
⑮メディアベイ着脱ボタン

1

No.

※

世界中のお客さまからの圧倒的なご支持に支えられ、デル
コンピュータはPC世界シェアＮｏ.1※を獲得しました。これから
も、お客さまの信頼と期待にお応えする優れた製品を提供
してまいります。
※出典：日経パソコン誌 2003年9月29日号（2003年度版 パソコンメーカー サポートランキング ）より

www.dell.com/jp/
最新価格のチェックから、お見積もり・ご購入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
ダイレクトセールス Tel. 044-556-6120

使用済みのバッテリの廃棄に
関して、
デル PC リサイクルデスク
（電話044-556-3481）へ。
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デルがおすすめする Microsoft® Windows® XP

Inspiron 500m
™

DVD+/-RWドライブで、映画鑑賞やオリジナルDVDを作れる。
ワイヤレスネットワークの新しいスタイル、Inspiron 500m。
※1

※2

14.1インチの大きな画面を搭載した、31mmの薄さ 、軽量2.25kg のコンパクトボディ。
モバイル専用の最新アーキテクチャ、
インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジを採用。
軽くてスリムなInspiron 500mは、
モバイルライフを自由に楽しむノートPCです。
ワイヤレスでネットにつながる
街のホットスポットも利用できる
デジタルカメラ、携帯電話、PHS端末などを接続
でき、大容量バッテリの搭載で長時間のモバ
イル接続が可能。ワイヤレスネットワーク対応
アンテナとワイヤレスネットワークコントローラ
を内蔵し、
ホットスポットと呼ばれる無線アクセス
ポイントでも利用できます。デジタルカメラで
撮影した画像データを外出先から送信できます。
Broad
Band
モバイル
快適
長時間駆動 デジカメからの
ワイヤレス ブロードバンド
画像を編集

薄くて軽くて知的なボディ
洗練されたシャーシデザイン
最新のモバイルPC用技術、
インテル® Centrino™
モバイル・テクノロジを採用し、新設計のプロ
セッサやワイヤレスネットワーク機能を搭載。
ハイパフォーマンスを実現しながら長時間のバッ
テリライフを小さなボディで実現しました。31mm
の薄さ、軽量2.25kg、A4サイズのコンパクト
サイズで、いつでもどこへでも持ち運べます。

軽量・携帯性

オリジナルDVDも作れる
ポータブルな大画面プレーヤ
14.1インチの大画面でDVDやストリーミング映
像を大迫力で楽しめる。DVD+/-RWドライブを
選択すれば、
オリジナルDVDを作れます。デジ
タルカメラで撮影した写真を大容量DVDに保
存してライブラリを作る、
ワイヤレスネットワーク
で転送した動画からDVDビデオディスクを作る
など、
マルチメディアをとことん楽しめます。

DVD
DV

モバイル用途を極める技術
インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ

音楽の鑑賞
DVDの
音楽の
鑑賞と作成
ダウンロード

大画面テレビやプロジェクタに接続
プレゼンテーションに活用できる
小さく持ち運びしやすいため、
オフィス内を自由
に移動して使えます。外部出力端子を内蔵し
ているので、会議室や応接室のプロジェクター
に接続して大きな画面を使ったプレゼンテー
ションも可能。また、進行の妨げになるスリープ
状態やスクリーンセーバ起動をキャンセルする
プレゼンテーションモード を搭載しています。

プレゼンテーション

＊画面はハメコミ合成です。
※1 厚みが最小となる部分です。 ※2 システム構成により異ります。

■ ワイヤレスネットワークがパワーアップ
インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクション
は、高速でセキュリティ機能を備えた無線データ
通信規格に対応。ブロードバンドを快適でスピー
ディーに、安心して利用できます。

好きな色で使える
オリジナルカラーキット

ワイヤレスネットワーク（ホットスポット）
LANケーブルを使用せず、
ワイヤレスシステムを使ってネットワークを構築します。
配線の必要がなく、1階と2階、各部屋の位置を問わずネットワークを利用でき
ます※。ファーストフード店や空港などのホットスポットも利用できます。
※お客様のご使用環境によって通信距離は異なります。

HOME

CAFE

ディスプレイカバー部分に
は標準のシルバー以外に、
3色のカラーキットを用意しま
した。製品購入時に選択し、
出荷時に装着してお届け
いたします。

■ バッテリ使用時間がさらに長く
プロセッサ、
グラフィックなど、基本的な機能を省
エネルギー設計に。消費電力を減らして、長時間
のバッテリ駆動を実現しました。アウトドアやホット
スポットなどでも長時間使えます。
■ CPUパフォーマンスもさらに向上
ワイヤレスネットワークと省電力機能に加えて、
プロセッサもハイスピードタイプにパワーアップ。
新しい実装技術で、
パワーアップと小型化を両方
とも達成しました。

スパイラル

オーク

OFFICE
AIRPORT

ブロードバンド
インターネット

オーシャン

平成15年10月1日以降当社が販売する消費者向けDimension及びInspironシリーズ製品にはPCリサイクルマークが
付与されます。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。
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。

デルがおすすめする Microsoft® Windows® XP
Inspiron™ 500m
プロセッサ

オペレーティングシステム
メモリ
ビデオコントローラ
ディスプレイ
外部ディスプレイ表示解像度
ハードディスクドライブ

着脱式メディアベイ

ポインティングデバイス
通信機能

サウンド
スピーカ
拡張スロット
端子／ポート
バッテリ
対応動作モード
外形寸法
重量
エネルギー消費効率

ソフトウェア（別売り）
付属ソフトウェア

BTOとは？

モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40/1.50/1.70 GHｚ
セカンダリキャッシュ：1MB
システムチップセット：インテル® 855GM チップセット
Windows® XP Home Edition 日本語版、Windows® XP Professional 日本語版
DDR‐SDRAM 266MHz DIMM ソケット ×2（256MB〜1024MB）
インテル® 855GM チップセット内蔵 グラフィックスコントローラ
14.1 インチ XGA 液晶ディスプレイ
（最大解像度1024 ×768 約1677万色＊1）
14.1 インチ SXGA+ 液晶ディスプレイ
（最大解像度1400 ×1050 約1677万色＊1）
最大1600×1200
Ultra ATA‐100 E‐IDE 20/30/40/ 60 GB＊2 ＊3
CD-ROMドライブ＊4
CD：24倍速読込み＊5
DVD：8倍速読込み（CD-ROM使用時は24倍速）
DVD-ROMドライブ＊4
Intervideo WinDVD付属＊5
CD-RW/DVDコンボドライブ＊4 DVD：8倍速読込み、
CD：24倍速読込み/24倍速書込み/24倍速書換え
Sonic™ RecordNow!, Intervideo WinDVD付属＊5
DVD+RW/+Rドライブ＊4
DVD：8倍速読込み/4倍速書込み/2.4倍速書換え
CD：24倍速読込み/16倍速書込み/10倍速書換え
Sonic™ RecordNow!, Intervideo WinDVD, Sonic™ MyDVD付属＊5
DVD+/-RWドライブ＊4
DVD：8倍速DVD読込み/4倍速DVD+R書込み/2.4倍速
DVD+RW書換え/2倍速DVD-R書込み/2倍速DVD-RW書換え
CD：24倍速CD読込み/16倍速CD-R書込み/10倍速CD-RW書換え
Sonic™ RecordNow!, Intervideo WinDVD, Sonic™ MyDVD付属＊5
フロッピーディスクドライブ＊4 3.5インチ 1.44MB 2モード
セカンドハードディスクドライブ＊4 40GB＊2 ＊3
セカンドバッテリ＊4
リチウムイオンバッテリ
タッチパッド
ネットワークコントローラ
10/100 Ethernet LAN ポート
ワイヤレスネットワーク
Dell TrueMobile™ 1300 ワイヤレスLAN Mini PCIカード（802.11b/g）
インテル® PRO / Wireless ネットワーク・コネクション（802.11b）
モデム
V.92対応 56kbps アナログFAX モデムポート
AC'97対応
内蔵ステレオスピーカ
PC カードスロット TypeI/II 対応 ×1
USB2.0 ポート×2、
シリアルポート、パラレルポート、S-Video出力端子、VGA ポート、
IrDA ポート、
マイク入力端子、ヘッドフォン出力端子
リチウムイオンバッテリ 最大約4時間駆動（大容量バッテリ選択時）
＊6
サスペンドモード
315（W）×31（H）×259（D）mm
約2.25kg（オプティカルドライブ非搭載時）
モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ1.40 GHｚ
S区分
0.0005＊7
S区分
0.0005＊7
モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ1.50 GHｚ
®
®
モバイル インテル Pentium M プロセッサ1.70 GHｚ
S区分
0.0005＊7
®
®
Microsoft Office Personal Edition 2003 日本語版（OEM版）
、Microsoft Office XP
Professional 日本語版
（OEM版）
、Adobe® Photoshop® Elements 2.0（OEM版）
Norton AntiVirus™ 2003 試用版、Dell Quickset™ ソフトウェア＊8 ＊9

Dell Notebooks

Service&Support
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。
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。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。
＊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。

標準保守サービス

Inspiron 500m
™

■サポートサイト
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。

■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、年末年始12/30〜1/3を除く）

モバイルを、
もっと楽しく
スリム＆ハイスペックノート

■ 1年間引き取り修理サービス
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、返却するサービスです。

■ 1年間パーツ保証
デルはご購入された製品の部品を販売時点から1年間保証します。ご購入から1年以内の
ハードウェアトラブルに対し、弊社テクニカルサポートスタッフが電話にて状況を確認します。
診断の上、特定した部品を無償でお客様に提供いたします。

オプションサービス（別途費用がかかります。）

■CompleteCare（コンプリート・ケア）
盗難、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盗難にあった
場合、また爆 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
事故により万一破損した場合でも、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。
＊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。

■ 3年間引き取り修理サービス （1年間からの延長）
標準保守の1年間引き取り修理サービスを、3年間に延長できます。

■ 24時間テクニカル電話サポート（E-メールサポート付）
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。

■ 基本ソフトウェアサポート
お客様の好みに合わせてカスタマイズできる注文生産システムです。

デルは、
あなただけの特別仕様でPCをお届けします。性能重視のハイスペックモデル、
コスト優先のハイバリューモデルなど、
使用目的とご予算に合わせて製品をお選びください。
デルは、
お客様に最適な性能のPCを、最適な価格で提供します。
お客様のご要望に応じて選択可能なスペック

■ 翌営業日対応オンサイト保守サービス

＊1:約1677万色はディザリング表示です。＊2: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。 ＊3:HDDの容量の表記は1GB=10億バイトを使用しています。 ＊4:CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CDRW/DVDコンボドライブ、DVD+RW/+Rドライブ、DVD+/-RWドライブ、
フロッピーディスクドライブ、セカンドハードディスクドライブ、
セカンドバッテリのいずれかをお選びいただけます。＊5:倍速は最大値となります。＊6:バッテリ駆動時間は使用環境により異なり
ます。＊7: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。＊8:ウィルス定義ファイルの更新サービスは、
マシン
初期セットアップ完了日より90日間提供されます。＊9:完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。
TFT カラー液晶パネルは特性上明るさのむらや画面に常時点灯/非点灯のドットが存在することがあります。
500m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。
●ノートパソコン用バッテリ保証は1年間となります。
● 上記仕様は2003年12月5日現在のものであり、
記載されている内容、外観及び仕様は予告なく変更される場合があります。
● あなたが録画、
録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
● 製品の実際の色は印刷の関係で異なる場合があります。
● システム構成により、
ご提供に制限がある場合があります。
● 製品の購入には当社の販売条件が適用されます。
● 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。
● 価格及び法人リース料には消費税は含まれておりません。
● 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）の金額には送料・消費税が
含まれております。
● リースのご利用は法人及び個人事業主に限らせていただきます。
また、
リースは途中解約できません。個人の方は、個人分割
プランがご利用になれます。
● 誤操作や故障等より、
システムに記録された内容が変化・消失する場合があります。データ損失の責任は一切負いかねます。
● データの漏洩を防ぐため、
システムの廃棄時にはお客様の責任でハードディスクに記録された情報を消去して下さい。
● 本カタログに使用されている製品写真は、
出荷時のものと一部異なる場合があります。
●

● ソフ
トウェア及び周辺機器の中にはInspiron

● 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 Inside ロゴ、Pentium及びCentrinoは、
アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーション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。

REAR

① ②③ ④

⑤

No.1
PCメーカーへ。

引き取り修理サービスを、翌営業日対応オンサイト保守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。
＊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、サービスに制限ある場合があります。

■ インターネットおまかせセットアップサービス
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スエンジニアが出張して設定作業を行うサービスです。

3つの購入方法

デル製品の購入方法は3つから選べます。

デルの窓口は迅速なワンストップシステム。製品のご検討からご購入、周辺機器の追加や
サポートサービスまで、1度のオーダーでお手続きできます。

お電話

オンライン・ストア

Dell Real Site

デルのスタッフがお電話にて
製品のご質問や
ご購入の相談を承ります。

デルのホームページにて
BTOのお見積りが可能です。

店頭で実際にデル製品をお試しいただけます。
詳しくは、

044-556-6120 www.dell.com/jp/ http://ad.jp.dell.com/np/real/
LEFT

⑥

⑦

⑧

〔総合〕
〔PC部門 年連続〕

3

顧客満足度

RIGHT

⑨ ⑩

①USB2.0ポート×2 ② S-Video出力端子 ③モデムポート
（V.92対応 56kbps）
④LANポート
（10BASE-T/100BASE-TX）⑤パラレルポート
⑥VGAポート ⑦シリアルポート ⑧電源コネクタ

選ばれて、

あらかじめインストールされたソフトウェアの使い方、疑問、質問に電話でお答えするサービス
です。質問回数は無制限でうれしいフリーダイヤルです。専任のサポートスタッフにソフト
ウェアの使用方法を相談し、迅速な回答が得られます。
受付時間：24時間365日（年中無休）
対象ソフトウェア：Microsoft® Windows® 、Microsoft® Office、Microsoft® Internet Explorer

1

No.

⑪

⑫

⑬

⑨PCカードスロット
（Type I/II×1）⑩IrDAポート
⑪オーディオ入出力端子 ⑫ケンジントンロックスロット

デルコンピュータは、
日経ビジネス誌2003年3月10
日号の「第4回1万人アフターサービス調査」の記
事中にて、総合ランキング第1位に選ばれました。
もちろん、パソコン部門では3年連続第1位。デル
のお客様第一主義が広く認められている証しです。

2

〔 年連続〕

サポートランキング

⑭

⑮

⑬ケンジントンロックスロット ⑭着脱式メディアベイ
⑮メディアベイ着脱ボタン

1

No.

※

世界中のお客さまからの圧倒的なご支持に支えられ、デル
コンピュータはPC世界シェアＮｏ.1※を獲得しました。これから
も、お客さまの信頼と期待にお応えする優れた製品を提供
してまいります。
※出典：日経パソコン誌 2003年9月29日号（2003年度版 パソコンメーカー サポートランキング ）より

www.dell.com/jp/
最新価格のチェックから、お見積もり・ご購入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
ダイレクトセールス Tel. 044-556-6120

使用済みのバッテリの廃棄に
関して、
デル PC リサイクルデスク
（電話044-556-3481）へ。

1BA500m0101 4.0 2003.12 DZ

デルがおすすめする Microsoft® Windows® XP

Inspiron 500m
™

DVD+/-RWドライブで、映画鑑賞やオリジナルDVDを作れる。
ワイヤレスネットワークの新しいスタイル、Inspiron 500m。
※1

※2

14.1インチの大きな画面を搭載した、31mmの薄さ 、軽量2.25kg のコンパクトボディ。
モバイル専用の最新アーキテクチャ、
インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジを採用。
軽くてスリムなInspiron 500mは、
モバイルライフを自由に楽しむノートPCです。
ワイヤレスでネットにつながる
街のホットスポットも利用できる
デジタルカメラ、携帯電話、PHS端末などを接続
でき、大容量バッテリの搭載で長時間のモバ
イル接続が可能。ワイヤレスネットワーク対応
アンテナとワイヤレスネットワークコントローラ
を内蔵し、
ホットスポットと呼ばれる無線アクセス
ポイントでも利用できます。デジタルカメラで
撮影した画像データを外出先から送信できます。
Broad
Band
モバイル
快適
長時間駆動 デジカメからの
ワイヤレス ブロードバンド
画像を編集

薄くて軽くて知的なボディ
洗練されたシャーシデザイン
最新のモバイルPC用技術、
インテル® Centrino™
モバイル・テクノロジを採用し、新設計のプロ
セッサやワイヤレスネットワーク機能を搭載。
ハイパフォーマンスを実現しながら長時間のバッ
テリライフを小さなボディで実現しました。31mm
の薄さ、軽量2.25kg、A4サイズのコンパクト
サイズで、いつでもどこへでも持ち運べます。

軽量・携帯性

オリジナルDVDも作れる
ポータブルな大画面プレーヤ
14.1インチの大画面でDVDやストリーミング映
像を大迫力で楽しめる。DVD+/-RWドライブを
選択すれば、
オリジナルDVDを作れます。デジ
タルカメラで撮影した写真を大容量DVDに保
存してライブラリを作る、
ワイヤレスネットワーク
で転送した動画からDVDビデオディスクを作る
など、
マルチメディアをとことん楽しめます。

DVD
DV

モバイル用途を極める技術
インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ

音楽の鑑賞
DVDの
音楽の
鑑賞と作成
ダウンロード

大画面テレビやプロジェクタに接続
プレゼンテーションに活用できる
小さく持ち運びしやすいため、
オフィス内を自由
に移動して使えます。外部出力端子を内蔵し
ているので、会議室や応接室のプロジェクター
に接続して大きな画面を使ったプレゼンテー
ションも可能。また、進行の妨げになるスリープ
状態やスクリーンセーバ起動をキャンセルする
プレゼンテーションモード を搭載しています。

プレゼンテーション

＊画面はハメコミ合成です。
※1 厚みが最小となる部分です。 ※2 システム構成により異ります。

■ ワイヤレスネットワークがパワーアップ
インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクション
は、高速でセキュリティ機能を備えた無線データ
通信規格に対応。ブロードバンドを快適でスピー
ディーに、安心して利用できます。

好きな色で使える
オリジナルカラーキット

ワイヤレスネットワーク（ホットスポット）
LANケーブルを使用せず、
ワイヤレスシステムを使ってネットワークを構築します。
配線の必要がなく、1階と2階、各部屋の位置を問わずネットワークを利用でき
ます※。ファーストフード店や空港などのホットスポットも利用できます。
※お客様のご使用環境によって通信距離は異なります。

HOME

CAFE

ディスプレイカバー部分に
は標準のシルバー以外に、
3色のカラーキットを用意しま
した。製品購入時に選択し、
出荷時に装着してお届け
いたします。

■ バッテリ使用時間がさらに長く
プロセッサ、
グラフィックなど、基本的な機能を省
エネルギー設計に。消費電力を減らして、長時間
のバッテリ駆動を実現しました。アウトドアやホット
スポットなどでも長時間使えます。
■ CPUパフォーマンスもさらに向上
ワイヤレスネットワークと省電力機能に加えて、
プロセッサもハイスピードタイプにパワーアップ。
新しい実装技術で、
パワーアップと小型化を両方
とも達成しました。
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平成15年10月1日以降当社が販売する消費者向けDimension及びInspironシリーズ製品にはPCリサイクルマークが
付与されます。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。
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。

