DELL™ VOSTRO™
V3700
拡張性に優れ、デスクトップに匹敵するパワフルなノートパソコン
17.3 イ ンチノートパソコン Vostro 3700 は、インテル® Core™ i7 クアッド
コアプロセッサー、最大 1 GB の専用グラフィックスを搭載し、ワーク
ステーションに迫るパフォーマンスを、お手頃な価格で提供します。

大企業に対応したビジネス機能をスモールビジネスの予算で実現
Vostro 3700 なら、大企業向けノートパソコンのデザイン、パフォーマンス、
および生産性が、スモールビジネスにお手頃な価格で提供されます。
• 卓越したパフォーマンス: Windows® 7 オペレーティングシステムを搭載し、インテル® Core™ i7 クアッドコア
プロセッサーに対応。非常に高速で省電力性に優れたモバイルパフォーマンスを実現。最大 6 GB (8 GB まで
サポート)1 の DDR3 メモリ2 が、非常に優れたマルチタスク性能を発揮します。
• 表示領域の拡大: 17.3 インチのハイビジョン WLED 画面と最大 1 GB の NVIDIA® GeForce® 専用グラフィックス
カードによって、最高の画像品質を実現します。内蔵の HDMI ポートを使用すれば、ハイビジョン画質での
プレゼンテーションも可能です。
• デスクトップ型のキーボード: テンキーを独立させることによって、数字入力を楽々と使いこなすことができ
ます。また、防水加工されたバックライトキーボード (オプション) によって、深夜まで快適に作業できます。

スモールビジネスが求めるセキュリティ
デルは、データのセキュリティが大企業だけの問題ではないことを認識しています。Vostro 3700 は、スモール
ビジネスを常に保護できるように設計されています。
• 実績のあるデルのデータ保護: 24 時間 365 日フルサービスのデータバックアップおよびデータリカバリソ
リューションとして、Dell DataSafe Online Backup をご利用ください。ハードウェアの追加や IT スタッフの増員
は必要ありません。
• 指紋認証リーダーでセキュリティを強化: 複数の認証テクノロジーに対応したオプションの指紋認証リーダー
を選択すると、データは保護され、盗まれたりライバルが目にすることはありません。
• 損傷から保護。手にしたその日から: 標準搭載のフリーフォールセンサー機能付きハードドライブと Strike
Zone™ 衝撃吸収機能で、電源がオフの状態でもシステム落下時にデータを保護します。

安心のサポート
デルはビジネスの継続をサポートするリソースを提供する目的で、すべての Vostro 製品にスモールビジネス
専用サポートオプション一式を用意しています。
• スモールビジネスを熟知したサポート: ヘルプデスクに質問するたびに料金を支払う必要はありません。デ
ル・エンドユーザー・プロサポー ト4 をお選びいただくと、スモールビジネスを熟知した 24 時間 365 日対応の
専門テクニカルサポートを利用できます。このサポートはすべて低価格な一括前払い料金で提供されます。
• 専門家によるシステム導入で時間を節約: オフィスネットワークの接続支援からオンサイトでのシステムセット
アップまで、デルの導入サービスで即時に準備が完了しビジネスに集中できます。
• 長期間保証: 資産を保護し、予期しないコストがかからないように、基本のハードウェア限定保証4 は 3 年間
まで延長できます。

機能
プロセッサーオプション
チップセット
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)
重量 5
ディスプレイ
カラーオプション

仕様
2010 年新登場のインテル® Core™ i3、i5デュアルコアプロセッサー
2010 年新登場のインテル® Core™ i7 クアッドコアプロセッサー
モバイルインテル® HM57 Express チップセット
26.8 (前面) / 34.4 (背面) x 410.8 x 271 mm
最小重量 (オプティカル (光学式) ドライブを含む): 2.70 kg (6 セルバッテリ搭載時)
17.3 インチハイビジョンワイド LED アンチグレアディスプレイ
アバディーンシルバー、ルーサンレッド、ブリスベンブロンズ

オペレーティングシステム Windows® 7 Professional、Home Premium 正規版 (日本語版)
Windows Vista® Home Basic 正規版 (日本語版)
オプション
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional からのダウングレードサービス)
システムメモリ
グラフィックスオプション
バッテリ
AC アダプタ
プライマリストレージ
オプション
オプティカル (光学式)
ドライブ
キーボード /
タッチパッド
接続性
オプション

最大 6 GB2 (8 GB までサポート) 1,066 MHz DDR32、DIMM スロット x 2
インテル® 統合型グラフィックスメディアアクセラレーター HD
NVIDIA® Geforce™ GT 330M、1 GB グラフィックス2
6 セルリチウムイオンバッテリ
9 セルリチウムイオンバッテリ (オプション - カスタマキットにて提供)
90 W 薄型、130 W6、90 W 薄型 オート / エア / AC トラベル (オプション)
7,200 RPM SATA ハードドライブ (最大 500 GB7)
(フリーフォールセンサー機能を標準搭載)
トレイロード式: 8 倍速 DVD+/-RW (2 層 DVD+/-R 書き込み機能搭載)
フルサイズ、防水設計キーボード (標準、テンキー付き)
バックライトキーボード (オプション、テンキー付き)
ジェスチャ操作対応マルチタッチパッド (標準)
有線 LAN (内蔵): ギガビットイーサネットネットワーク、外付け USB モデム (オプション)
ワイヤレス LAN: 802.11b/g/n
Bluetooth: Dell Wireless 365 Bluetooth 2.1

内蔵スピーカー x 2 (4 Ω 2 W x 2)
2.0 メガピクセル内蔵カメラ、デジタルアレイマイク、Dell Webcam Central および MS Messenger
によるビデオ会議
HDMI、VGA、RJ-45、電源、ヘッドフォン / マイク出力
ポート / コネクタ
USB 2.0 x 4、USB 2.0/eSATA コンボ x 1、8-in-1 カードリーダー、IEEE 1394、34 mm Express Card
拡張スロット
セキュリティオプション
指紋認証リーダー (DigitalPersona® ソフトウェア付属)
物理的セキュリティ: ケーブルロックシャーシセキュリティスロットおよびパドロック
DataSafe Online
バックアップオプション
デルのバックアップおよびリカバリマネージャ
法令順守と環境への配慮 ENERGY STAR® 5.0、EPEAT ブロンズ構成 (一部のシステムで利用可能)
カーボンオフセット (Plant a Tree) (オプション)
アセットリカバリサービス (システムのリサイクル)
マルチメディア

重要な情報
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GB 以上のシステムメモリを搭載する場合: 4 GB 以上のシステムメモリの使用には、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。
グラフィックスおよびシステムメモリ: メモリ容量などの要素に応じて、多くのシステムメモリがグラフィック処理に割り当てられます。
3 デルのサービスの状況および条件は、地域によって異なる場合があります。詳細については次のサイトをご覧ください。
www.dell.com/servicedescriptions
4 問題がハードウェア限定保証の対象で、リモートで問題が解決できない場合は、技術者の派遣または部品の送付を行います。これは、
通常リモート診断の完了後、1 ～ 2 営業日内に行われます。リモート診断: オンライン/電話で技術者が問題の原因を特定します。お客
様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、複数回または長時間におよぶ場合があります。交換用部品
または装置をご用意できるかどうかは状況によって異なります。また、その他の事情によって左右される可能性があります。
5 重量は構成および製造時の条件により異なります。
6 AC アダプタ: VostroTM 3300、3400、3500、3700 で専用グラフィックスシステムを動作させるには、90 ワット AC アダプタが必要です。
7 ハードドライブの容量: GB は 10 億バイトを表します。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。
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