PC に 次 世代 の 革 新を も た らす最 新 の
第 11 世代インテル ® Core™ vPro ® プロセ ッサー

デル・テクノロジーズの大学生協カタログショッピング掲載モデル
短納期モデル !

※生協店舗に在庫が無い場合, 実際の納品にはお時間を頂く場合がございます

2022 年 5月 1 日現在

Precision 3560 : パワフルながら手頃な価格のノートワークステーション
●Win10Pro64bit（Win11Proダウングレード）●Core i7-1165G7（2.8GHz/4コア）
●32GB（16GBx2/空0/最大64GB）●M.2 SSD512GB PCIe NVMe
●15.6インチFHD（1920x1080）非タッチ
●最大約12.5時間 ●802.11ac+BT4.2 ●約1.59kg
●2年間翌営業日出張修理
●NVIDIA Quadro T500,HDMIx1,USB3.2, Webカメラ

199,900円

（税込組価）

定価︓529,548 円（税込）
注文番号

: 80706435

Latitude 3520 : Windows11 搭載 アクシデンタルダメージサービス付きノート PC
●Win11Pro 64bit ●Core i5-1135G7(2.4GHz,4コア)
●8GB(8GBx1,空 1/最大32GB) ●SSD256GB PCIe NVMe
●15.6 インチFHD(1920x1080)非タッチ
●最大約 8.3 時間●802.11ac+BT5.1●約1.79kg
●2 年間翌営業日出張修理（アクシデンタルダメージサービス /盗難オプション付）
●RJ45x1,HDMIx1,USB3.2x2,USB2.0x1,USB Type-Cx1

99,900円

（税込組価）

定価︓182,820円（税込）

注文番号 : 80750308

P2423DE : 90W 給電 USB Type-C 搭載 23.8 型QHD モニタ
●サイズ解像度: 23.8 型 /2560x1440 ●表示色: 約1,677万色
●輝度: 300cd/m2 ●コントラスト比:1,000:1
●視野角:178 ゜(垂直) / 178 ゜(水平)
●高さ:364.00mm～496.11mm 幅:537.80 mm 奥行き:179.57 mm
●DP/HDMI/USB Type-C ●DPケーブル/USB Type-Cケーブル
●2 年保証、RJ45

38,900円

（税込組価）

定価︓59,180円（税込）

注文番号 : 80744536

U2723QE : IPS Blackテクノロジー搭載 27インチ 4Kモニタ
●サイズ解像度: 27型/3,840x2,160 ●表示色:10 億7,000万色
●輝度: 400cd/m² ●コントラスト比:2,000:1
●視野角:178 ゜(垂直) / 178 ゜(水平)
●高さ: 385.18～535.18 mm 幅:611.4mm 奥行き:185.0mm
●DP/HDMI/USB Type-C ●DPケーブル/USB Type-Cケーブル
●2年保証、RJ45

64,900円

（税込組価）

定価︓99,880 円（税込）
注文番号

: 80741504

U3421WE : 34 型ウルトラワイド曲面USB-C モニタ－
●サイズ解像度 : 34.1 型/3,440x1,440 ●表示色 : 10 億 7,000 万色
●輝度 : 300cd/m2 コントラスト比 : 1,000 : 1（DCR 200万 : 1 ）
●視野角 : 178°（上下）/ 178°（垂直）
●高さ : 392.8mm～ 542.8mm 幅︓813.3mm 奥行き︓237.4mm
●HDMIx2/DP1.4/USB3.0 ●DP ケーブル , HDMI ケーブル /USB Type-C ケーブル
●2年保証 , スピーカー内蔵 , RJ45 ポート付き

99,900円

（税込組価）

定価︓179,080 円（税込）
注文番号

: 80624777

OptiPlex 3090 Micro : Wi-Fi 搭載ハイスペックMicro デスクトップ
●Windows 10 Pro 64bit(Win11Proダウングレード) ●Corei7-10700T(2.0GHz)
●16GB(16GBx1/空1/最大64GB)
●M.2 SSD1TB PCIe NVMe
●10/100/1000Base-T、802.11ax(Wi-Fi 6)+BT5.1
●2年間翌営業日出張修理
●DPx2，HDMIx1，USB3.2x5，ワイヤレスキーボードマウス

129,900円

（税込組価）

定価︓278,753円（税込）
注文番号

: 80706381

OptiPlex 5090SFF : 定番構成 OptiPlex スタンダードモデル
●Windows 10 Pro 64bit（日本語版）
（Win11Pro ダウングレード）
●イン テル ® Core i7-11700（2.5GHz,8 コア）
●8GB（8GBx1/空 3/最大 128GB）
●HDD 1TB（7200 回転）●DVD+/-RW ●10/100/1000Base-T
●2 年間翌営業日出張修理
●DisplayPortx2, USB2.0x4 , USB3.2x5 , USB Type-Cx1

99,900円

（税込組価）

定価︓230,113円（税込）
注文番号

: 80722855
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OptiPlex 7090SFF : Corei9 搭載 OptiPlex ハイスペックモデル
●Windows 10 Pro 64bit（日本語版）
（Win11Pro ダウングレード）
●インテル ® Corei9-10900（2.8GHz,10 コア）
●16GB（16GBx1/空3/最大 128GB）
●M.2 SSD 512GB PCIe NVMe
●DVD+/-RW ●10/100/1000Base-T、802.11ax（Wi-Fi 6）+BT5.1
●2 年間翌営業日出張修理
●DisplayPortx2, HDMIx1, USB2.0x4, USB3.2x5,USB Type-Cx1

149,900円

（税込組価）

定価︓322,187円（税込）
注文番号

: 80703861

Precision 3450 SFF : SSD 搭載スモールデスクワークステーション
●Windows 10 Pro 64bit（日本語版）
（Win11Pro ダウングレード）
●イ ン テル ® Core™ i7-11700（2.5GHz , 8 コア）
●32GB（16GBx2/空 2/最大 128GB）
●M.2 SSD 1TB PCIe NVMe ●DVD+/-RW
●10/100/1000Base-T ●2 年間翌営業日出張修理
●NVIDIA Quadro T600（Mini-DP to DP 変換アダプタ付属）
シリアルx1 , USB Type-Cx1 , USB3.2x5 , USB 2.0x4

198,000円

（税込組価）

定価︓524,486 円（税込）
注文番号

: 80720813

Precision 7920 Tower : 拡張性抜群 研究室ベースマシンにおすすめ
●Windows 10 Pro WS（Win11Pro ダウングレード）
●デュアルインテル ®Xeon Silver4210R（2.4GHz,10C）
●64GB（16GB×4/空 20/最大 1.5TB）
●M.2 SSD 1TB PCIe NVMe
●DVD+/-RW ●10/100/1000Base-T ●2 年間翌営業日出張修理
●NVIDIA Quadro T600（Mini-DP to DP 変換アダプタ付属）
●USB3.1×8, USB TypeC×2, シリアル×1, PS2×2, RJ45×2

499,900円

（税込組価）

定価︓1,395,132円（税込）
注文番号

: 80720790

Precision 7920 Tower : 高性能 24 コアXeon Gold デュアル CPU 構成
●Win10ProWS(Win11ダウングレード)
●デュアルXeon Gold6240R(2.4GHz，24C)
●64GB(16GBx4/空20/最大1.5TB)
●M.2 SSD1TB+HDD4TB
●DVD+/-RW ●10/100/1000Base-T
●2年間翌営業日出張修理
●NVIDIA Quadro T600(Mini-DP to DPアダプタ付属)
●USB3.1x8，USB TypeCx2，シリアルx1，PS2x2，RJ45x2

999,900円

（税込組価）

定価︓2,273,958 円（税込）
注文番号

: 80720783

Precision 5820 Tower : バランスの取れたミドルタワー型ワークステーション
●Win10ProWS（Win11Pro ダウングレード）
●Xeon W-2235（3.8GHz,6C）
●32GB（16GBx2/空6/最大512GB）
●M.2 SSD 512GB PCIe NVMe ●DVD+/-RW
●10/100/1000Base-T ●2 年間翌営業日出張修理
●NVIDIA Quadro T600（Mini-DP to DP 変換アダプタ付属）,USB3.2x8,
USB TypeCx2,シリアル×1、PS2×2,RJ45×1

ご注文・お問い合わせはお近くの大学生協 まで

299,900円

（税込組価）

定価︓834,132円（税込）
注文番号

: 80720837

May 2022. ©Dell Technologies Inc.
● 記載された価格及び仕様は事前の予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
● 製品の購入にはデル・テクノロジーズ株式会社の販売条件が適用されます。
● Dell Technologiesは、米国Dell Technologies Inc.の商標または登録商標です。
● Microsoft,Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
● Intel,インテル,Intel Insideロゴ,Xeon,Xeon Inside,Intel Core,Core Inside,Centrino,Centrinoロゴは,
アメ リカ合衆国及びその他の国におけるインテルコーポ レーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
● 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。

