Vostro 1200
™

デルがお勧めする
Windows Vista Business
®

この小さなノートブックから
ビジネスのチャンスや可能性が広がる。
どこへでも持ち運び自在な1 2 . 1インチ ウルトラモバイル。
このマシンには最 先 端テクノロジーの粋が 集められ、
ビジネスの本 質に応える機 能が 搭 載されています。
一 切の妥 協を排した高いパフォーマンスと機 動 性は、
仕 事のクオリティとスピードを大きく向 上させ、
万 全のサポート体 制と優れたセキュリティ機 能や耐 久 性が
揺るぎない安 心をお約 束することでしょう。
このノートを開けば 、そこがあなたのオフィスになります。

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。

0120-912-173
まずはお電話！

デルのスタッフに
ご相談を

営業時間：平日／9：00〜19：00
土曜／10：00〜18：00
（日曜・祝日休み）

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。

http://www.dell.jp/ss/vos1200

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
お取り扱い店舗、
地図など詳細はこちら

http://www.dell.jp/realsite

®

デルがお勧めする Windows Vista Business

Vostro ™ 1200 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。
□Windows Vista® Home Basic 32ビット正規版
（日本語版）
（日本語版）
□Windows Vista® Business 32ビット正規版
®
（日本語版）
□Windows Vista Ultimate 32ビット正規版
（日本語版）
□Windows® XP Professional Service Pack 2 正規版

オペレーティングシステム ＊1

□インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250
□インテル® Celeron® プロセッサー 540

プロセッサー
メモリ

□1GB
（512×2） □2GB
（1GB×2） □4GB
（2GB×2）

ハードディスクドライブ ＊2 ＊3

□80GB

□120GB

□160GB SATA HDD
（5400回転）

□DVD/CD-RW コンボドライブ
（CD読込み：24倍速、CD-R書込み：24倍速、DVD-ROM読込み：8倍速）
、Roxio® Creater Dell Edition、
CyberLink PowerDVD付属
□DVD+/-RW ドライブ
（CD読込み：24倍速、CD-R書込み：24倍速、CD-RW書換え：16倍速、DVD読込み：8倍速、DVD+R書込み：8倍速
（2層：24倍速）
、
DVD+RW書換え4倍速、
DVD-R書込み：8倍速、DVD-RW書換え：2倍速）
、
Roxio® Creater Dell Edition、
CyberLink PowerDVD付属

光学ドライブ ＊4

グラフィックコントローラ

インテル® Integrated Graphics Media Accelerator X3100

ディスプレイ＊5

12.1インチ TFT TrueLife™ WXGA 光沢液晶ディスプレイ
（1280×800）

ポインティングデバイス

ワイドタッチパッド

マウス

□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）
□インテル® PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク・コネクション
（802.11a/b/g対応）
（802.11a/b/g/n対応）
□インテル® Wireless WiFi Link 4965AGN

ワイヤレス
通信機能

Gigabit Ethernet ネットワークコントローラ、56kbpsモデム

サウンド

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ

スピーカ

内蔵デュアルステレオスピーカ

拡張スロット

ExpressCardスロット、3-in-1カードスロット
（SD、MMC、
メモリースティック対応）
×1
内蔵モデムモジュラージャック×1、内蔵ネットワークコネクタ×1、
ヘッドフォン/スピーカ出力×1、
マイク入力 ×1、VGAポート×1、
USB 2.0 High Speed
（480Mbps）
×3、3-in-1カードスロット×1

端子／ポート
バッテリ＊6

□リチウムイオンバッテリ4セル
（34.5WHr） □リチウムイオンバッテリ6セル
（51.8WHr）

ACアダプタ

65W ACアダプタ

対応動作モード

スタンバイモード、休止
（ハイバネーション）
モード

外形寸法 ＊7

300
（W）
×222
（D）
×28.8-36.3
（H）
mm

重量

1.92kg
（4セルバッテリ、
ワイヤレス搭載時）
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250：0.00034 I区分
：0.00037 I区分
インテル® Celeron® プロセッサー540

エネルギー消費効率 ＊8

セキュリティソフトウェア

□マカフィー® セキュリティセンター 8.0
（15ヶ月間更新サービス）
＊9
□マカフィー® セキュリティセンター 8.0
（24ヶ月間更新サービス）
＊9
□マカフィー® セキュリティセンター 8.0
（36ヶ月間更新サービス）
＊9

□ウイルスバスター14 インターネットセキュリティ 15ヶ月版 ＊9
□ウイルスバスター14 インターネットセキュリティ 24ヶ月版 ＊9
□ウイルスバスター14 インターネットセキュリティ 36ヶ月版 ＊9

□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/Vista用）
＊9
□ノートン・インターネットセキュリティ2006
（15ヶ月間更新サービス/XP用）
＊9

オプションソフトウェア

（プリンストール版）
□Microsoft® Oﬃce Personal 2007 日本語版
（プリンストール版）
□Microsoft® Oﬃce Personal with PowerPoint 2007 日本語版
（プリンストール版）
□Microsoft® Oﬃce Professional Plus 2007 日本語版

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：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：倍速は最大値となります。
＊5：約1677万色はディザリング表示です。
＊6：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。＊7：高さは「前方部−後部」の寸法を記載しています。＊8：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。
＊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。
●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。●法人リース料の金額には配送料が含まれております。●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
●返品･交換は、
期が前後することがございます。予めご了承ください。）
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および周辺機器、
Dell ¦ EMCブランド製品およ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、
返品時の配送料およびご
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
トカードからお選びいただけます。●リースのご利用は法人およ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。 法人リース料の金額は事前の予告なく変更される場合があります。 上記仕様は2007年12月20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）
およ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。●他社製ソフトウェアおよ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、
各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●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。●Vostro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。●他社製機器およびソフトウェアはデル標準保守サービスの対象外です。●ノートブック製品のバッテリは、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。

Vostro、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、
ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, inc.の商標です。●Microsoft、
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の商標です。●AMD、AMD arrowロゴ、AMD Athlon、AMD Sempron、AMD Turion、AMD Opteron、
Windows、Windows Vista、Oﬃce ロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●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。

●

Service & Support
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。

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。
●サポートサイト

ビジネスユーザーのための電話サポートです。24時間対応はもちろんのこと、
ゴールド専用ダイヤルによるスムーズなアクセス、
経験豊富な専任オペレーターによる対応、障害レベルに応じてテクニカルアカウントマネージャによる特別サポートなど、
さらに
充実したハイレベルな内容でお客様をサポートします。
●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ビジネスユーザーに最適なサービスです。

Vostro™ 1200 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

オプションサービス
（有償）
●ゴールド・テクニカル・サポート

ロード、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

●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。
●コンプリート・ケア

落下や衝突による破損、液体こぼしや落雷による故障など、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。
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、
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ます。
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、 ●デル テレフォン アドバイザー
ご購入から1年間無償で提供します。
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。

●1年間パーツ保証

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
ご購入から1年間無償で提供
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、 復旧に必要な補修部品を、
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

●コーポレート設置サービス

ご購入いただいたデル製品のご使用場所への設置、既存ネットワーク環境への接続など、面倒で複雑な作業をお客様に
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。

http://www.dell.jp/ss/vos1200
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. 0120-912-173
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