Dell Latitude E5530
世代毎に熟成を重ねた

Dell™ Latitude™ E5530 は、
いよいよ
インテル® vPro™ テクノロジーに対応。
コストパフォーマンスを重視する
プロフェッショナルユーザーに
最適の製品です。

デスクトップ代替として「本当に使える」ノートブックが欲しい。そのような

●

ユーザーには、
Latitude E5530が最良の選択肢となるでしょう。Latitude

E5530 は、大画面液晶モニタを搭載し、耐久性に優れたノートブック PC
です。高耐久性Tri-Metal™ シャーシ、つや消しヘアライン加工アルミトップ

Webカメラ、調整可能マイクロフォン、および内蔵のワイヤレスLANにより、
世界中のどこにいても効果的にコミュニケーションを取ることができます。

暗い場所でも操作可能なバックライト※11 キーボード（オプション）により、

●

快適な作業環境を実現。

カバーと亜鉛合金製ラッチを採用した筐体は、非常にスタイリッシュです。

15.6インチ、アスペクト比16：9の大画面液晶モニタを備え、光学ドライブ
内蔵、使いやすいキーボードピッチに加え新たにテンキーも装備するなど、

信頼できるセキュリティ
Latitude EシリーズのノートブックPCは、既存の IT 環境にシームレスに

日々の業務を一台の PC で完結したいユーザーに最も適した仕様となって

統合でき、
世界中のどこでも、
お客様の重要な企業データは安全に保護される

います。

ので安心です。

オプションのバックライトキーボード※11 を使用すると、
例えば昼休みの消灯時

デルのデータ保護と暗号化※11 およびハードドライブの暗号化（オプション）

●

や就寝前のちょっとした時間など、
暗い環境での作業がより便利になります。

Latitude Eシリーズは、長期に渡って使用できる耐久性に優れた設計をベース

により、
お客様のデータは安全です。
デルの高速応答フリーフォールセンサーおよびStrikeZone™ により、
不測

●

に、
場所を選ばない生産性、
信頼できるセキュリティ、
および効率的な管理を
提供します。そしてLatitude E5530も、
「Eシリーズ」のこのような特長を

の事故からデータを保護します。

Dell Data Protection Access、および指紋認証リーダーによるログイン

●

踏まえ、
デスクトップ PC からの乗り換えに最適な仕様を備えています。

長期に渡って使用できる耐久性

オプションにより、
データへのユーザーアクセスを制御できます。

今日の業務環境において求められるのは、
「場所や時間にとらわれず作業が

効率的な管理機能とサービス
Latitude EシリーズのノートブックPCは、プランニングと導入から継続的な

継続できる」ことです。そのため、多様な業務環境やワークスタイルに対応

メンテナンスとサポートまで、
お使いの製品すべてを容易に管理することが

できるノートブックPCが必要です。Latitude EシリーズのノートブックPC

できます。

は、世代毎に改良を加えた設計に、あらゆる場所で作業ができる耐久性を
兼ね備えています。
つや消しヘアライン加工アルミトップカバーはスタイリッシュなイメージを

インテル® vPro™ テクノロジーをオプション搭載可能。ワイヤレス環境で

●

デスクトップ PC 同様のリモートマネジメントが容易に実現可能です。

●

実現するとともに、塗装の剥がれなどにも強い仕上げで持ち運びの際も
安心です。
水滴などの浸入を防ぐ設計のキーボードと、
本体を閉じたときにLCDパネル

●

Latitude の長期ライフサイクル、移行、および ImageWatch™ によるソフト

ウェアとハードウェアの変更の事前アナウンスにより、将来の製品導入に
ついても安心、確実な計画が可能です。

●

を保護する液晶保護フィルムなどにより、汚れや傷から本体を守ります。
●

亜鉛強化された合金ヒンジと堅牢なラッチなど、
細部まで配慮した設計と
なっています。

システム底面のアクセスパネルから、
主要なコンポーネントへのアクセスが

●

可能。コンポーネントのアップグレードやメンテナンスにかかる工数を削減
します。
●

標準でグローバル・サポートが3年間付属。国内での使用のみならず海外
持ち出しなどの場合も安心です。

時間や場所にとらわれない生産性
自席でも外出先でも、
長時間持続するバッテリとパフォーマンスにより、
作業
効率が高まります。Latitude EシリーズのノートブックPCは、
プロフェッショ
ナルのあらゆるニーズを重視して設計されており、
生産性を向上するための
優れた機能を搭載しています。
長寿命バッテリや生産性を維持するためのさまざまなバッテリオプションを

●

使用できます。
●

第 3 世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー・オプションと
高帯域幅の DDR3 メモリにより、
高速マルチタスク処理を実現しています。

データ入力を容易にする便利なテンキーが、
キーボード上に配置されてい

●

ます。

●

4 年保守、5 年保守へのアップグレード、翌営業日から当日オンサイトへの
アップグレード、より専用窓口に近いプロサポートなど、豊富かつ柔軟な
サポートオプションでニーズと課題に合わせたソリューションを提供します。

特長

Dell Latitude E5530 技術仕様

プロセッサーオプション

もしくは i7 プロセッサー（ i7-35x0M まで搭載可能）
インテル® Core™ i3 、i5 、
インテル® Celeron® プロセッサー Bxxx

オペレーティングシステム
オプション

Windows® 7 Home Premium 正規版（日本語版／英語版）
Windows® 7 Professional 正規版（日本語版／英語版）
Windows® 7 Ultimate 正規版（日本語版／英語版）
Linux Ubuntu

メモリ※ 6 オプション

DDR3 SDRAM（ 1600MHz ）2 スロット、2G 、4GB 、8GB ※ 13DIMM をサポート

チップセット

モバイル インテル® HM77 Express チップセット
Broadcom の NIC と TruManage
モバイルインテル® QM77 Express チップセット
インテル® NIC とインテル® vPro™ テクノロジー

グラフィックス※ 7 オプション

もしくはインテル® Celeron® プロセッサー搭載時）
インテル® HD グラフィックス 3000（インテル® Core™ i3/i5/i7-2xxxM プロセッサー、
インテル® HD グラフィックス 4000（インテル® Core™ i3/i5/i7-3xxxM プロセッサー搭載時）

ディスプレイ

15.6 インチ HD（ 1,366×768 ）アンチグレア LED
15.6 インチ FHD（ 1,920×1080 ）アンチグレア LED

ストレージ※ 8 オプション

7,200RPM SATA 、最大 500GB HDD
暗号化 7,200RPM 320GB ※ 3 HDD
モビリティソリッドステートドライブ、最大 128GB
デル高速応答フリーフォールセンサー（マザーボードに標準装備）

光学ドライブオプション

DVD-ROM 、DVD+/-RW

マルチメディアオプション

高音質スピーカ、ステレオヘッドフォン／マイクコンボジャック
内蔵ノイズリダクションアレイマイク
内蔵 HD ビデオ Web カメラおよび Dell Webcam Central ソフトウェア（オプション）

バッテリオプション

4 セル（ 40Whr ）リチウムイオンバッテリ、ExpressCharge™ 搭載
6 セル（ 60Whr ）リチウムイオンバッテリ、ExpressCharge™ 搭載
9 セル（ 87Whr ）リチウムイオンバッテリ、3 年間の限定ハードウェア保証※ 10 付き
9 セル拡張バッテリスライス（ 97Whr ）

電源オプション

65W または 90W AC アダプタ、65W BFR/PVC フリー AC アダプタ※ 3 、90W オート／エア DC アダプタ（オプション）

接続性

10/100/1000 ギガビットイーサネット
ワイヤレス LAN オプション：
インテル® Centrino® Advanced-N 6205 、
インテル® Centrino® Ultimate-N 6300 、
Dell Wireless™ 1504（ 802.11g/n 1x1 ）、
Dell Wireless 1540（ 802.11n 2x2 ）
Bluetooth オプション：
Dell Wireless 380 Bluetooth® 4.0

ポート、スロット、
およびシャーシ

ネットワークコネクタ（ RJ-45 ）、USB 2.0（ 2 ）,USB 3.0（ 2 ）- 内 1 つは USB 3.0/eSATA コンボ、
ステレオヘッドフォン／マイクコンボジャック、
メモリカードリーダー、54mm ExpressCard 、
フル（ 1 ）／ハーフ（ 2 ）ミニカードスロット
ドッキングコネクタ、VGA 、HDMI 、

入力デバイスオプション

シングルポインティングキーボード：標準またはバックライト付き
（注：指紋認証リーダーはバックライトキーボード選択時のみ搭載可能）
マルチタッチ対応タッチパッド

寸法と重量※ 12

幅：388mm
高さ：
（前面／背面）30.2mm 〜 33.2mm
奥行き：251mm
重量：2.38kg（ 4 セルバッテリおよびエアベイ搭載）

法令順守と環境への配慮

法令順守モデル：P28G
法令順守タイプ：P28G001
ENERGY STAR 5.2（ Windows OS ）

システム管理

DASH 、インテル® vPro™ テクノロジーの高度な管理機能（オプション、インテル® WiFi Link WLAN が必要）、TPM 1.2 ※ 3

保証とサポートサービス

ハードウェア限定保証※ 10：リモート診断後の翌営業日オンサイトサービスを 3 年間標準で利用可能※ 5 。
オプションの 3 年間デル・プロサポートでは、専門技術者からのサポートを 24 時間 365 日世界中どこからでも利用可能※ 5 。

構成サービス※ 4

アセットタグの貼付と資産レポートサービス（オプション）
工場でのイメージロード、BIOS のカスタマイズ、ハードウェアのカスタマイズ、

※ 1 Dell Latitudeノートパソコンは、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を含んでいません（ BFR フリーおよび PVC フリー）。
iNEMI の「 Definition of Low-Halogen Electronics（ BFR-/CFR-/PVC-free ）」の意見書に記載されている BFR フリー /PVC フリーの定義を満たしています。
プラスチック製パーツの臭素含有量（ BFR から発生すると仮定）は 1,000ppm（ 0.1% ）以下、塩素含有量（ CFR 、PVC 、
または PVC 共重合体から発生すると仮定）は 1,000ppm（ 0.1% ）以下です。
すべてのプリント基板（ PCB ）および基板のラミネートの臭素／塩素含有量は合計で 1,500ppm（ 0.15% ）以下で、塩素の最大含有量は 900ppm（ 0.09% ）、臭素の最大含有量は 900ppm（ 0.09% ）です。
※ 2 WiFi に対応した接続が必要です。システムはオンであるか、更新のためのアプリケーションを実行しながらのスリープモードである必要があります。
※ 3 一部の国のみでご利用いただけます。
※ 4 中国、
ロシアではご利用いただけません。
※ 5 デル・サービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細は、www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。
※ 6 新興国市場のみでご利用可能です。
※ 7 4GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。
※ 8 システムのメモリサイズやその他の要因によっては、
グラフィックスのサポートのために大量のシステムメモリが使用される場合があります。
※ 9 GB は 10 億バイト、TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より少ない場合があります。
※ 10 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ）までお問い合わせいただくか、
www.dell.com/warranty をご覧ください。
※ 11 モバイルブロードバンドサービス:ワイヤレスプロバイダのブロードバンド契約とサービスエリアによっては、追加料金が発生します。
※ 12 デルの研究所で実施された先行テストに基づきます。重量は構成および製造時の条件によって異なります。
※ 13 1×8GB または 2×8GB のメモリオプションは、CFI サービスを通じてのみご利用可能です。

www.jp.dell.com/Latitude がビジネスノートブック PC を変革する

●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。●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。●製品写真の
大きさは同比率ではありません。製品の実際の色は、印刷の関係で異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。●ソフトウェアお
よび周辺機器の中には弊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、
各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証す
または使用できなかったことによって発生するいかなる損害につ
るものではありません。●指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではございません。指紋認証リーダーを使用されたこと、
きましても、弊社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●パスワードや指紋の管理に関して Dell は一切の責任を負いません。● Latitude 、DELL ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録
インテル、Intel ロゴ、Centrino 、Intel Core 、Core Inside 、Intel vPro 、vPro Inside 、Celeron は、
アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
商標です。● Intel 、
● Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●仕様は 2012 年 6 月 1 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。最新の仕様および価格については、弊社営業またはホームページにてご確認下さい。
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