
Dell Customer Communication - Confidential

カスタマイズPCが今なら更にお買い得 !!

期間限定キャンペーンのお知らせ

* 2020年７月末まで。 数量限定につき、予告なく終了することがあります。

研究室に最適な特別パッケージを掲載中!
詳細は 「トップベ一ジ」 より「生協限定おすすめキャンペーン構成」または 「デルストア」 → 「標準構成/特別製品」 → 「大学生協限定構成」 からご覧下さい。

http://custompc.univcoop.or.jp/
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商品ID：
rcrc1230795-5092759
参考標準価格例

49,980円～
販売価格はお問合せ下さい
（税・配送料込）
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商品ID :
rcrc1230795-5092765
参考標準価格例

99,800円～
販売価格はお問合せ下さい
（税・配送料込）

【構成例】

● CPU：第9世代インテル® Core™ i5-9500, 
（6 コア,9MB キャッシュ,3.0Ghz,4.4Ghzターボw/UHDグラフィックス630）
● OS：Windows10 Pro 64ビット(日本語）
● メモリー： 8GB 2666MHz DDR4 
● HDD： M.2 256GB PCI NVMe SSD +1TB 7200rpm SATA 
● ビデオカード： インテル内蔵グラフィックス
● 光学ドライブ： 8x DVD+/-RW 9.5mm 
● 3年間 ProSupport&翌営業日対応オンサイトサービス

商品ID :
rcrc1230795-5092768
参考標準価格例

154,980円～
販売価格はお問合せ下さい
（税・配送料込）

【構成例】

● CPU：第10世代インテル® Core™ i7-10710U, 
（6 コア,12MB キャッシュ,4.7Ghzまで可能）
● OS：Windows10 Home 64ビット(日本語）
● メモリー： 16GB 2133MHz LPDDR3 
● HDD： 512GB M.2 PCI NVMe SSD
● ビデオカード： インテル内蔵グラフィックス
● 13.3インチ FHD (1920 x 1080) フレームレス 非-タッチ ディスプレイ
● 1年間 引き取り修理
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商品ID :
rcrc1230795-5092781

参考標準価格例

129,000円～
販売価格はお問合せ下さい
（税・配送料込）

【構成例】

● CPU：第8世代インテル® Core™ i5-8365U
（4 コア,6MB キャッシュ,1.6GHz,15W, vPro-Capable）
● OS：Windows 10 Home (64ビット) 日本語
● メモリー：8GB DDR4
● HDD：M.2 256GB PCIe NVMe SDD
● 13.3インチ FHD (1920 x 1080) Anti-Reflective, IPS, タッチ, 
RGB カメラ & マイク, WLAN Capable
● 3年間 ProSupport ＆ 翌営業日対応 オンサイト サービス
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商品ID :
rcrc1230795-5092764
参考標準価格例

149,979円～
販売価格はお問合せ下さい
（税・配送料込）

【構成例】

● CPU：第9世代 インテル® Core™ i7-9700 ((第9世代インテル® 
ターボブースト テクノロジ 8-コア/8-Thread 12M キャッシュ)
● OS：Windows 10 Home 64ビット(日本語）
● メモリー：16GB DDR4 2666MHz
● HDD：M.2 256GB SSD + 2TB 7200rpm SATA
● 光学ドライブ:Tray load DVD
● ビデオカード：NVIDIA® GeForce GTX® 1660Ti 6GB GDDR6
● 1年間 引き取り修理
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商品ID :
rcrc1230795-5092767
参考標準価格例

239,980円～
販売価格はお問合せ下さい
（税・配送料込）

【構成例】

● CPU：第9世代インテル® Core™ i9-9880H, 
（8 コア, 16MB キャッシュ, 2.30GHz 最大 4.80GHz ターボ, 45W, vPro) 
● OS: Windows10 Home 64ビット(日本語）
● メモリー： 8GB 2166MHz DDR4 
● HDD： M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 SSD
● ビデオカード： NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB GDDR6付き
● 15.6インチ FHD 1920x1080 非光沢 非-タッチ, 45% Adobe 色域
カーボンファイバー, IPS, カメラ/マイク
● 3年間 ProSupport ＆ 翌営業日対応 オンサイト サービス

日経コンピュータ 2019 年 8 月 22日号
顧客満足度調査 2019-2020
ノートPC部門、デスクトップPC部門1位

OptiPlex3070
スモ―ルシャーシ

第9世代CPU搭載で、5万円を切る！

【構成例】

● CPU：第9世代インテル® Core™ i3-9100 
(インテル 4-コア / 4-スレッド 6MB キャッシュ, 最大 4.2 GHz)
● OS：Windows 10 Home 64ビット(日本語）
●メモリー：4GB 2666MHz
● HDD：1TB 7200RPM SATA
●光学ドライブ： 8x DVD+/-RW 9.5mm
● ビデオカード：インテル内蔵HDグラフィックス
● 1年間 ProSupport ＆ 翌営業日対応 オンサイト サービス

XPS13(7390)

圧倒的に美しい
フレームレスパソコンを再び。

妥協の無いパワーと
拡張性の究極の融合。

XPS 8930

Latitude 5300 2 in1

13インチ、2-in1ノート。

Precision 7540

最高のパフォーマンスを持ち歩く
15.6インチ モバイル
ワークステーション。

Precision Tower3431

10万円を切るスリム型ワークス
テーション！
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Dell Customer Communication - Confidential

大学生協
デル・メールオーダーシステム

使いやすくなった専用ページ プレミアページ 大学生協のカスタムPCサイトよりデルを選択

custompc.univcoop.or.jp/

ご購入
申込みは…

大学生協
デル専用
サイトへ

該当の機器と
構成を選択

お間合せNo.
取得

店舗へ申込

専用サイトカスタマイズ製品 申込方法

1 デルオーダーシステム・トップページより見積開始 2 欲しい製品を選択

3 お問い合わせ番号を取得 4 お問い合わせ番号を店舗へ連格（ご来店またはメール）

「新規」をクリックし、カスタムPCの作成を開始
製品メニューよりカスタマイズ
したい製品を選択

各パーツの構成を選択し、
仕様と価格を確定

最後まで進み、お問い合わせ番号を取得。
印刷ボタンにてお問い合わせ番号と選択した製品の構成を保存。

お問い合わせ、ご購入はお近くの大学生協まで

デル株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスク工ア東館20F Tel.044-556-5963  www.dell.co.jp

●製品の購入には当社の販売条件（http://www.dell.jp/conpolicy）が適用されます。
●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。）
●１社で50台以上のご注文をされた場合、受注をお断りする場合もございます。 ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。
●Inspiron、XPS、DELLロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。Alienware、Alienware ロゴは、米国 Alienware Corporation 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、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium 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、ATI、ATIロゴ、Radeon、Athlon、Sempron、Turion、Opteron、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, inc.の商標です。
●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint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。

トップページ
「標準構成/特
別製品」をク
リック

印刷
イメージ



コントロールユニット

ボリューム
ダウン

マイク
ミュート

ボリューム
アップ

通話応答

UC350には、携帯用に

便利なクッション性のある

素材のポーチ付きです。

コントロールユニット

ボリューム
ダウン

マイク
ミュート

ボリューム
アップ

通話応答

Dell Proステレオヘッドセット UC350 Dell Proステレオヘッドセット UC150

いつでも、どこからでも仕事を継続できるよう、
ニューノーマルに必要なテクノロジーを提供します。

リモート会議の生産性を

向上するデルの周辺機器

New! Dell モバイルアダプタースピーカーフォン - MH3021P

最寄りの大学生協店舗までお問い合わせください

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 Dell.co.jp

スピーカーフォンを内蔵した世界初のマルチポート アダプター*

プライベートスペースから最大6人までの会議までをサポートする、360度全方位型マイク機能を持つ変換アダプター。

内蔵のエコー キャンセリング機能と
ノイズ リダクション機能により、
明瞭な音声品質を提供します。

360度全方位型マイク
LEDインジケーターを備えた直感的な通話
コントロール（承諾、終了/拒否、ミュート/

ミュート解除、音量+/-）

サイズ：直径 119㎜ H32㎜
重量：約220g

ケーブル長：約465㎜
端子：1 x USB-C, 1 x HDMI, 

2 x USB-A

給電対応：最大90Wまで
スピーカータイプ：ネオジウム磁石を備えた
電動型スピーカー
スピーカー周波数：200Hz - 20kHz

マイク周波数： 100Hz – 10kHz

サポート OS：Windows10 64ビット
スピーカーフォンの保証：1年

Microsoft® Skype® for Business認定。法人で導入しやすい安心の 3年保証のデルのヘッドセット。

UC350、UC150 共通の仕様：周囲のノイズを消して声だけを拾う、ノイズリダクション機能付きマイクを内蔵。
電話会議と音楽再生に最適なクリアなサウンドをお楽しみいただけます。
合成皮革製の快適なイヤーパッドにより雑音を物理的に遮断し、周囲の高周波雑音を低減します。
ヘッドセットの内側は、ズリ落ちを防止する滑りにくい仕様。コントロールユニット付きで快適なリモート会議を提供します。

シングルディスプレイサポート。

USB-C ケーブルは
巻き付け式。

サービス提供の
携帯用ポーチ付き。

USB-C ケーブルで
PCと接続。

Dell.com価格 ¥ 21,600（税抜･送料込）520-AARF

Dell.com価格 ¥ 5,400（税抜･送料込）750-AAVNDell.com価格 ¥ 8,900（税抜･送料込）750-AAVM

サポートされる UC プラットフォーム： Microsoft® Skype® for Business、Zoom。
詳細はWebで公開しています。

デルの従業員も使用しています。

●製品の購入には当社の販売条件（http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&~section=terms_corp）が適用されます。●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、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、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、第三者製品、Dell/EMC 製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等、の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品

時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客

様からの正式注ｶ書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。（http://www.dell.jp/softwarejp）●Intel、インテル、

Intelロゴ、IntelInside、IntelInsideロゴ、IntelAtom、IntelAtomInside、Centrino、CentrinoInside、IntelCoreCoreInside、Celeron、CeleronInside、Pentium、PentiumInsideは、アメリカ合衆国及びその他の国における IntelCorporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows7、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint米国MicrosoftCorporation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。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。1モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間のデルの社内分析に基づきます（2019年11月）。結果は、

使用状況と計算条件によって異なります。2交換用部品またはユニットは、必要に応じて電話やオンラインでの診断を行ってから発送いたします。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。●本カタログに記載の価格は2020年6月5日時点の参考価格で

す。記載されている内容・外観（モニタを含む）・価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。*Dellの分析（2020年3月）に基づきます。ID #G20000081

https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/accessories/apd/520-aarf
https://www.dell.com/ja-jp/shop/accessories/apd/750-aavn
https://www.dell.com/ja-jp/shop/accessories/apd/750-aavm
http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&~section=terms_corp
http://www.dell.jp/softwarejp


Dell Smart UPS 750VA × PowerEdgeサーバー バンドルモデル

※表示価格はすべて税別・配送料込

※弊社在庫がなくなり次第終了

PowerEdge T340
構成例価格 ¥ 696,142

キャンペーン特別価格 ¥ 332,234
発注コード： T340ei0401JP_VI_VP

電源トラブルが発生しても機器への安定した電力供給を開始、

作業を止めることなく継続することが出来ます。

PowerEdge T140
構成例価格 ¥ 525,080

キャンペーン特別価格 ¥255,256
発注コード：T140ei0401JP_VI_VP

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T

8GBメモリ×2

2TB SAS ×2(RAID1) 

3年間翌営業日対応
オンサイト保守サービス

750VA（500W）

100V

ランタイム目安400W時/7分

PowerChuteBusiness Edition

1ノードライセンス付き

3年先出しセンドバック保守

Xeon® E-2224 3.4GHz, 4C/4T

8GBメモリ×2

4TB SAS ×2(RAID1)

3年間翌営業日対応
オンサイト保守サービス

750VA（500W）

100V

ランタイム目安500W時/5分

PowerChuteBusiness Edition 

1ノードライセンス付き

3年先出しセンドバック保守

Dell EMC Smart-

UPS

Dell EMCブランドだけの
お求めやすさ

・APCブランドよりお求めやすい価格
・標準保証が3年、先出しセンドバック対応
（APCブランドは2年間保証）
・最長で6年の長期保守サポートモデルも
ご提供

・Dell EMC Smart UPS製品群
小型UPS国内シェアNo.1 *2

・販売総数2,500万台超 抜群の採用実績
・シュナイダーエレクトリックのエキスパートが
直接サポート

信頼と実績のAPC

・保守付きモデルの場合：
容量(VA)の1.5倍までの不要なUPSを5台まで

・標準モデルの場合：

同容量までの不要なUPSを5台まで

不要なUPSの廃棄が無料

Dell Smart UPSが選ばれる 3つのポイント

byシュナイダーエレクトリック

予期せぬ自然災害にも耐えられる最強の守護神 UPSを知っていますか？

➢ テレワーク時のインフラ環境を保護します

・UPSでサーバーやPC、ルーターを保護
→自宅勤務、リモートオフィスでも機器の保護はもちろん
ネットワークを維持、データの喪失を防ぐことが可能

➢ 様々な電源障害から機器を守ります

・台風やゲリラ豪雨に伴う停電・瞬停
・落雷による停電、瞬停
・雷による波形の乱れ（雷サージ）
・地震による、架線への影響
・データセンタ内での人為的ミスによる停電

UPS：無停電電源装置
サーバーに安定した電源を共有し、万一の電源障害に対処

Dell Smart UPS

750VA LCD Tower 

*2 シュナイダー・エレクトリック社調べ、小型:3KVA以下の製品における比較

停電以外のときも
電源異常から保護

サーバー

55％OFF
UPS 

9％OFF

サーバー

55％OFF
UPS 

9％OFF

「GoGoテレワーク」応援キャンペーン

世界シェアNo.1の信頼と実績* : Dell EMC PowerEdge サーバー

* 出典：IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 2019 Q4 – Share by Company, Product Category: x86

IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ（同位）として扱います。

構成はオンラインもしくはお電話でカスタマイズ可能です。
詳細はWebサイトをご覧ください。

構成はオンラインもしくはお電話でカスタマイズ可能です。
詳細はWebサイトをご覧ください。

お問い合わせ

●製品の購入には当社の販売条件 (http://www.dell.jp/policy) が適用されます。● PowerEdge、DELL EMC 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、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside 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。●Windows、Windows Server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。 ●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のもとの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。 ●
本書の記載は2020年5月12日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

大学生協各店舗まで

https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/productdetailstxn/poweredge-t140
https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/productdetailstxn/poweredge-t340
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