デルがお 勧めする
Windows Vista ® Home Premium

DELL INSPIRON Mini 9
TM

TM

私だけの、インターネット空間。
まるで手帳のようなボディに、クリアで見やすいワイド液晶ディスプレイを搭載。
自宅や外のどんな場所でもインターネットを楽しめ、その瞬間、そこはあなただけの空間に変わります。
モバイルという領域にはおさまらないパーソナルノート、INSPIRON TM Mini 9、誕生。

YOURS IS
PERSONAL
SPACE

持ち運び 簡単

地図 情 報もクッキリ

ハ ー ド ディス ク に 代 わ る S S D（ ソ リ ッド
ステ ートドライブ）の 搭 載 により、駆 動 系 の
トラブルを 大 幅に低 減。小型・軽 量で 耐久性
も高いため、安心かつ軽 快に持ち運べます。

8.9インチLEDバックライト光 沢 液晶ディス
プレイを採 用。初めて行くレストランやお店
の地図も、携帯電話の画 面より大きくクリア
な表示でしっかり確認できます。

どこでもメールチェック

ビデオチャットを満喫 ＊

外 出 先 や 旅 行 先 からでも インターネットに
アクセス可 能。ウェブサイト の 閲 覧やメール
のチェックを、場所を選ばず気軽に行えます。

離れた場所にいる家 族や友 達・恋 人と、顔を
見ながらおしゃべりができるビデオチャット
機能。相手と向かい合って話しているような、
臨場感あふれる会話を楽しめます。

＊通信可能範囲に無線ルーターまたはワイヤレスアクセスポイント
が必要です。

アドバイスも受けられる!

専門アドバイザーが、お電話であなたにぴったりの製品をご案内します。

0120-912-259

あなたのお望みのパソコンは？
ぜひご相談ください。
平日／9：00〜20：00
土・日曜・祝日／10：00〜18：00

＊オプションで選択できます。

カスタマイズできる！

納得のいく1台に。

製品を見て相談できる!

カスタマイズをサポート。

www.dell.jp/ss/inspironmini9
24時間営業 年中無休

＿
地図など詳細は www.dell.jp/realsite

デルがお勧めする Windows Vista® Home Premium

DELL™ INSPIRON™ Mini 9
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。

プロセッサー

インテル® Atom™ プロセッサー N270（512KB L2キャッシュ、1.6GHz、533MHz FSB）

□ Windows ® XP Home Edition Service Pack 3 正規版（日本語版）

＊1

オペレーティングシステム

□ Ubuntu 8.04（DELL カスタマイズ版）

メモリ

□ 512MB

＊2＊3

ハードディスクドライブ

□ 4GB

□ 8GB

□ 1GB

□ 16GB

DDR2-SDRAMメモリ

SSD（ソリッドステートドライブ）

チップセット

モバイル インテル® 945GSE Express

グラフィックコントローラ

インテル® GMA950（チップセット内蔵）

＊4

（1024×600）
8.9インチ TFT TrueLife™ WSVGA WLED 光沢液晶ディスプレイ（LEDバックライト）

ディスプレイ
通信機能

10BASE-T/100BASE-TX

ウェブカメラ

□ 130万画素ウェブカメラ

ワイヤレス

802.11b/g 内蔵ワイヤレスLAN モジュール

□ 内蔵Bluetooth ® モジュール（V2.1 + EDR）

Bluetooth®
＊5

バッテリ

4セルリチウムイオンバッテリ（駆動時間：約3時間40分）

ACアダプタ

30W ACアダプタ

VGAポート ×1、ヘッドホンジャック ×1、マイク入力端子 ×1、USB2.0 ×3、5-in-1カードリーダ ×1（SDメモリーカード、

端子/ポート

SDHCメモリーカード、
マルチメディアカード
（MMC）、
メモリースティック、メモリースティックPRO）

カラーバリエーション

□ オブシディアン・ブラック

＊6

外形寸法

□ パール・ホワイト

232（W）× 172
（D）× 16.8-31.7
（H）mm

重量

1035g

＊7

インテル ® Atom™ プロセッサー N270：0.00059 l区分

エネルギー消費効率

＊8

□ マカフィー® セキュリティセンター（15ヵ月間更新サービス）

セキュリティソフトウェア
安全及び各種規格

VCCI Notice（Japan only）Class B

＊1：NTFSファイルシステムのみとなります。
＊2：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：約1677万色はディザリング表示です。
＊５：バッテリ駆
動時間は使用環境及び構成により異なります。
＊６：高さは
「前方部-後部」の寸法を記載しています。
＊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：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。
●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、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、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。
予めご了承ください。
）
●個人分割プランの実質年率は、
お支払合計金額に対し12.88%です。●当社が販売する個人のお客様向けStudio、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
2008年8月27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。オンラインストアに記載がなく、お電話だけでご注文を承る仕様も記載しています。●ご注文いただいた各構成部品は、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。●Studio、INSPIRON、XPSのデスクトップシリーズのPC本体には、スピーカは内蔵されておりません。●お客様が録画･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。
●ノートパソコン製品のバッテリは、
製品購入後1年間の保証となります。
但し、
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。
●Studio、
INSPIRON、XPS、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、アメリカ合衆国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Ofﬁceロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは米国Microsoft Corporation
の米国及びその他の国における登録商標です。●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 & Suppor t
サービス

サポート

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。

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。

INSPIRON™ Mini 9 標準保守サービス（無償）
●24時間365日テクニカル電話サポート
ご購入後のハードウェア障害、
技術的な質問や故障時の修理受付
は、
24時間365日年中無休でデルテクニカルサポートが承ります。
●E-メールサポート
ご購入後のハードウェア障害、
技術的な質問はE-メールでも承
ります。
テクニカル電話サポートに連絡する時間がない場合に
おすすめです。

E-メールサポート、
テクニカル電話サポートのコールバック予約
などがご利用いただけます。
●1年間引き取り修理サービス
デルテクニカルサポートで修理が必要と診断された場合、
ご指定もとまで宅配業者が引き取りに伺い、
弊社指定のリペア
センターで修理完了後にご返却するサービスを、ご購入から
1年間無償で提供します。

●1年間パーツ保証
●サポートサイト
デルテクニカルサポートの診断で特定されたデル製品の復旧に
本体に張られているサービスタグナンバーをご入力いただくと、
必要な補修備品を、ご購入から1年間無償で提供します。
保証情報の確認、
技術情報の入手やソフトウェアのダウンロード、

当社が販売する個人のお客様向けStudio、INSPIRON、XPS及びTFTモニタ製品のうち、
2003年
（平成15年）
10月1日以降に販売されたものであれば、
新たな料金なしで当社が回収
及び再資源化します。

www.dell.jp/ss/inspironmini9
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.0120-912-259

オプションサービス（有償）
●デルケア
保守期間の延長、事故破損時の修理、迅速な出張修理対応
や海外でのサポートなど、
製品を安心してご使用し続けるための
包括的なサービスパッケージプランを、製品ご購入と同時に
選択いただけます。
デルケアの各パッケージプランは弊社営業
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−ト・ケア）
落下や衝突による破損、液体こぼしや落雷による保障など、
不測の事故による損害をカバーすることができるサービスです。
盗難による損害に対応する盗難付きオプションもご用意して
おり、デルケアのパッケージでご選択いただけます。

●延長保守サービス契約
安心して長期に渡ってご使用するために、
保守サービスの期間
を延長することができます。
デルケアのパッケージでご選択い
ただけます。

●デル テレフォン アドバイザー
Microsoft ® Ofﬁce製品を始めとするソフトウェアの使い方、
他社製周辺機器の設定、
インターネット環境の設定やウィルス
トラブルなど、お客様の疑問、質問、相談にお答えするヘルプ
デスクサービスです。

●翌営業日出張修理サービス
デルテクニカルサポートで修理が必要と診断された場合、
原則
として翌営業日にお客様のもとへ訪問し修理を行うサービスで
す。
スピーディーな修理対応をご希望の場合におすすめのサー
ビスです。デルケアのパッケージでご選択いただけます。

●インターネットおまかせセットアップサービス
ご購入いただいたデル製品のご使用場所への設置、
初期設定、
インターネット・メール設定、周辺機器の接続など、面倒な作
業をお客様に代わって弊社指定のサービスエンジニアが行う
サービスです。

お買い求めは当店へ

