Dell Software & Peripherals

924 / 944 Specifications
デル オールインワンプリンタ 924

デル オールインワンプリンタ 944

プリンタ機能
印字速度

モノクロ：20枚/分 カラー：16枚/分 ＊1

解像度

4800 × 1200 dpi

4800 × 1200 dpi

インクカートリッジ

＊2
（シアン・マゼンタ・イエロー）
ブラック＋3色一体型カラーインク

＊2
（シアン・マゼンタ・イエロー）
ブラック＋3色一体型カラーインク

給紙方法

自動

自動

給紙枚数

普通紙100枚

デル オールインワンプリンタ 924 /944

モノクロ：20枚/分 カラー：16枚/分 ＊1

普通紙100枚
コンパクトフラッシュType I, II / マイクロドライブ/マルチメディアカード/SDカード/
miniSDカード
（要アダプタ）/メモリースティック, メモリースティック Duo（要アダプタ）,
メモリースティック PRO, メモリースティック PRO Duo（要アダプタ）/スマートメディア/
xDピクチャーカード
（512MBまで）＊3

対応メモリーカード

スタンドアロンコピー（PCなしでコピー可能）

スタンドアロンコピー（PCなしでコピー可能）

印字速度

モノクロ：17枚/分 カラー：12枚/分 ＊1

モノクロ：17枚/分 カラー：10枚/分 ＊1

コピー解像度

600 × 1200dpi

600 × 1200dpi

縮小／拡大

25〜400%（スタンドアロン時は最大200％）

25〜400%（スタンドアロン時は最大200％）

連続コピー枚数

1〜99枚

1〜99枚

スキャナタイプ

CIS フラットベッド型

CIS フラットベッド型

光学解像度

1200 × 2400 dpi

1200 × 2400 dpi

PCとの接続により可能（送受信可）＊4

PCとの接続により可能（送受信可）＊4

435 × 194 × 308 mm（トレイ収納時）
435 × 289 × 444 mm（使用時）

435 × 194 × 308 mm（トレイ収納時）
435 × 289 × 444 mm（使用時）

本体重量

5.9Kg

6.8Kg

対応用紙サイズ

A4〜A6、B5（印字のみ）、
レター、
リーガル、ハガキ、バナー、
封筒(長形3/4/40号、角形3/4/5/6号)、ユーザー定義サイズ

A4〜A6、B5（印字のみ）、
レター、
リーガル、ハガキ、バナー、
封筒（長形3/4/40号、角形3/4/5/6号）、ユーザー定義サイズ

コピー機能

スキャナ機能

多彩な機能をスマートに集約。
ますます多才に進化したデルのインクジェット複合機プリンタ。

Printer

PRINT
SCAN
COLOR COPY
DIRECT PRINT

Fax機能
Fax
共通仕様
外寸
（幅× 高さ× 奥行）

対応用紙種類

普通紙、ハガキ、
ラベル紙、封筒、バナー、
グリーティングカード、
インクジェット専用紙

普通紙、ハガキ、
ラベル紙、封筒、バナー、
グリーティングカード、
インクジェット専用紙

インタフェース

USB1.1/2.0（Full Speed）＊5

USB1.1/2.0（Full Speed）＊5

操作パネル

1 Line LCD

2.4インチ LCD

対応OS

Microsoft ® Windows® XP、XP 64 bit、2000

Microsoft ® Windows® XP、XP 64 bit、2000

標準同梱品

パワーアダプタ
（ACケーブル付き）、標準ブラックインクカートリッジ、
標準カラーインクカートリッジ、
ドライバCD、付属ソフトウェアバックアップCD、
英語版オペレーションパネル、
マニュアル

パワーアダプタ
（ACケーブル付き）、標準ブラックインクカートリッジ、
標準カラーインクカートリッジ、
ドライバCD、付属ソフトウェアバックアップCD、
英語版オペレーションパネル、
マニュアル

＊1：印字速度は実際に印刷するものにより異なります。出典 Dell Inc プリンタラボでの測定実測値 ＊2：フォト専用インクカートリッジは別売りオプションです。
＊3：一度に使用できるメモリーカードは1枚です。
＊4：モデムに接続されたパソコンと接続する必要があります。
＊5：USBケーブルは別売りとなっております。
● 製品の購入には当社の販売条件が適用されます。● 配送料は別途申し受けます。● 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
ご購入から1年間、
システムの復旧に必要な部品を無償で提供するサービスです。● 上記仕様は2005年10月14日現在のもの
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。●１年間パーツ保証とは、
はめ込み画像です。● Dimension、Inspiron、Latitude、OptiPlex、Dell Precision、
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する場合があります。● 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。● 表示画面は、
DELLロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。● 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。● 製品の実際の色は、印刷の関係で異なる場合があります。

大容量カートリッジも設定。
容量とカラーで選べるインクカートリッジ。

デル プリンタの安心のサポートとは？

標準容量のインクカートリッジに加えて、大容量インクカートリッジをご用意して
います。ブラック＋3色一体型カラーインク（シアン・マゼンタ・イエロー）、
フォト
専用との組み合わせでお選びください。

良品
はじめに良品をお送りします。

お客様

Dell

交 換サービス
不良品を無料にて引き取ります。

ご購入後１年以内であれば、万一の故障の際、良品先出しの無償交換サー
ビスがご利用いただけます。これは故障の際、
まず先にデルからお客様へ良
品をお送りし、後日不良品を引き取らせていただくシステムです。

サービス

サポート

大容量ブラック
インクカートリッジ

標準ブラック
インクカートリッジ

不良品

Service & Support

オプション

標準同梱品

フォト専用カラー
インクカートリッジ
フォトブラック・
ライトシアン・
ライトマゼンタ

大容量カラー
インクカートリッジ

標準カラー
インクカートリッジ

（シアン・マゼンタ・イエロー）

（シアン・マゼンタ・イエロー）

＊フォト専用インクは
大容量カートリッジの
設定はありません。

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

■24時間テクニカル電話サポート（24時間365日 E-メールサポート付）
経験豊富なサポートスタッフがハードウェアに関する技術的な問題を解決します。受付時間：24時間365日、E-メールサポート付 ※お電話はフリーダイヤルです。

■1年間 交換サービス
ご購入から1年以内に正常な使用方法および環境下において製品が故障し、16時までにテクニカルサポートが故障と判断した場合、翌営業日（月−金、但し土日祝祭日及び年末年始12/30〜1/3を除く）に
交換製品を無償でお届けします。お客様にはご自身で製品本体または部品を交換いただいた上、不具合品を弊社宛てにご返却いただきます。
※本プログラムにて提供される交換製品は、対象品と同等の製品または再調整品となります。※16時以降に弊社テクニカルサポートが修理もしくは交換が必要と判断した場合は、翌営業日の受付分として翌々営業日に交換製品をお届けします。※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。※インクジェット用インクカートリッジの品質保証期間は2年間です。

オプションサービス（別途費用がかかります。）
（有償）
■延長保守サービス 製品交換サービスは2年間、3年間への延長が可能です。

電話で

デルのスタッフがご注文や製品へのご質問などにお答えします。

0120-912-260
まずはお電話！

デルのスタッフに
ご相談を

電話受付時間（日曜・祝日休み）
平日／9：00〜20：00 土曜／10：30〜19：00

お支払い方法も
選べます

ホームページで

http://www.dell.com/jp/ss/AIO

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.com/jp/ss/AIO

http://ad.jp.dell.com/np/real/

ご注文

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。

デルのホームページで
注文するとさらにお得。

地図など詳細は、

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. 0120-912-260
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＊製品画像は944です。画面はハメコミ合成です。
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PRINT

99枚

メモリー
カード
スロット

連続
コピー

SCAN

高精細でも速い。
こだわり画質の
写真プリントは、
より便利に、
さらに美しく。
最大4800×1200dpi、自然な色合いの高精細プリント。出力速度もカラー
毎分16枚、モノクロ毎分20枚の高速プリントとスピーディー。オプションのフ
ォト専用インクを搭載すれば、
さらに上質な6色写真プリントが楽しめます。
A4サイズまでの4辺フチなしプリントも可能。コピー用紙などの普通紙にも
鮮やかにプリントします。

簡単操作で高品位画像を即スキャン。
取り込み画像の活用も思いのまま。
ボタンひとつの簡単操作で48bit高精細スキャン。1200×2400dpiの高解
像度で原稿を忠実に取り込み。CISフラットベッドスキャナで様々なサイズや
厚い冊子のスキャンも可能です。さらに、添付ソフトで画像の補正や編集も
思いのまま。写真の楽しみ方が多彩に広がります。

COPY

DIRECT PRINT

カラーコピーも美しくスピーディー。
連続コピーや変倍コピーもシンプル操作で快適。

パソコンなしでもそのままプリント。2.5インチ
カラー液晶ディスプレイを見ながらラクラク操作。

パソコンを立ち上げずに、写真画質のカラー・モノクロコピーがワンタッチ。
コピースピードも924ならカラー毎分12枚、モノクロ毎分17枚と快適。99枚
までの連続コピーが可能で、縮小・拡大も25%から400%とワイドレンジ＊。
専用コピー機に迫る実力です。

パソコンいらずのダイレクトプリント。PictBridge対応のデジタルカメラと
携帯電話などのメモリーカードリーダーからダイレクトプリントが楽しめます。
操 作はカラー液 晶ディスプレイで画 面を確 認しながら。
「撮ったらすぐに
プリント」というニーズにもお応えする手軽で便利なプリントです。

＊PCに接続しない場合は、最大 200 ％

Operation

デル オールインワンプリンタ 924 /944は多彩な機能をスマートなボディに集約。
プリント、
スキャン、
コピー（カラー・モノクロ）、
ファックスがこの１台でできてしまいます。
高品位なプリント画質にこだわりながら、便利さ、使いやすさ、省スペース化までを実現。
コストパフォーマンスにも優れたデルのオールインワンが、
また進化しました。

シンプルで操作性の高いオペレーションパネル
操作ボタンとディスプレイが集約されたオペレーションパネルからの操作は簡単・明快。ダイレクトプリント、
カラーコピー、モノクロコピー、
スキャン、PCファックスなどがワンプッシュ。シンプルだからこそミスも少なく、安心して操作していただけます。
924 操作パネル

④
②

⑤

③

⑥

944 操作パネル

①ディスプレイ
②メニューボタン
③ナビゲーションボタン
④インクインジケータ
⑤スタートボタン
⑥キャンセルボタン
⑦電源
⑧PictBridgeポート

①液晶ディスプレイ
②メニューボタン
③ナビゲーションボタン
④バックボタン
⑤スタートボタン
⑥キャンセルボタン
⑦電源
⑧PictBridgeポート
⑨メモリーカードスロット

①

②
⑦

924/944共通 背面パネル

③
④

①
②

⑤
⑧

⑧

③

①USBポート
②電源スロット
③ケンジントンロックスロット

⑥
⑨
⑦

944
924

Dell Ink Management SystemTM

Display

DIRECT PRINT

カラー液晶ディスプレイで
確認しながら快適操作（944）

カメラからダイレクト（924 / 944）

チルトアップで視認性のよい2.4インチカラー液晶
ディスプレイを搭載。ダイレクトプリントはディスプ

PictBridgeに対応していますので、デジタルカメラをUSBケー
ブルで接続するだけで手軽に美しい写真プリントが楽しめます。
＊PictBridge対応のデジタルカメラのみ可能です。

レイでプレビューを確認しながら行えます。その他

メモリーカードからダイレクト（944）

の操作でも部数や倍率などの設定をわかりやすく

多様なメモリーカードを読み込めるメモリーカードリーダーを搭載。カメラから

表示します。

カードをそのままプリンタにスロットイン。簡単手軽に写真プリントができます。
＊使用可能なメモリーカード：コンパクトフラッシュType I,II/マイクロドライブ/マルチメディアカード/SDカード/miniSDカード（要アダプタ）/
メモリースティック, メモリースティック Duo（要アダプタ）, メモリースティック PRO, メモリースティック PRO Duo（要アダプタ）/スマートメ
ディア/xDピクチャーカード（512MBまで）

PC FAX

インク交換を自動的にお知らせ。オーダーはオンラインかお電話で。
最短で翌日※にお届けする、安心・便利なデル インクマネージメントシステムTM
インク残量が25%以下になるとパソコン上に警告画面を自動的に表示。
（残量25%までは印刷可能枚数を算出して表示）そこからダイレクトにデル ウェブサイト内の専用オーダーフォームへ
アクセスできます。オーダーは簡単。お届けは最短で翌日※ 。もう急なインク切れを心配する必要はありません。尚、
オーダーは画面に表示されるお電話でも承っています。

STEP インク残量が25%以下になると

1

STEP「オンラインでオーダー」を

パソコンの印刷画面上に黄色の警告を
ポップアップ。インク交換をお知らせします。
さらに残量が5%になると警告が赤に変わり
緊急事態をお知らせ

2

STEP オンラインオーダーは

クリックして専用オーダー
フォームへダイレクトアクセス。

3

必要情報を入力するだけの
簡単操作。

STEP お届けは最短でオーダー

4

翌日※と大変スピーディー。

または画面に表示されたお電話番号へ
ダイレクトオーダー

Ink Low!

スキャンした画像をパソコンからファックス
プリント感覚で送れる便利な機能（924 / 944）
スキャナで取り込んだ画像をボタンひとつでパソコンに転送。パソコンから

Click

Click

プリント感覚で手軽にファックス送信できる便利な機能です。
※以下の条件をすべて満たす場合、可能となります。 東京・大阪・名古屋都市圏内への配送、月〜木曜（祝祭日除く）15：00までの受注完了、
クレジットカード決済
＊画面はハメコミ合成です。

