
2007/02/14  08:40 AMMasterNormal_asp.htm

ページ 1/8file:///Users/okada/MasterNormal_asp.htm

お問い合わせは

0120-982-613

メールで質問する

ショッピングカート

製品数:  1

合計金額:  145,950 円

カ－トを見る

保存した構成を見る

見積書から注文

 
 

Dimension E521 ベーシックパッケー
ジ
AMDプロセッサ搭載可能。スリムなシャーシとスタイ
リッシュなカラーリングを採用したスタンダードPC。 
製品詳細はこちら

ショッピングカートで使える、オンライン
クーポンコードはこちら
＊対象製品もご確認ください

 
このサイトで提供するDimension製品にはPCリサイクルマーク
が付与されます。

 

 

 

台数
1 台

＜OS＞  詳細はこちら 
コンピュータシステムの各種資源を管理し、アプリケーションがこれを利用できるようにする基本ソフトウェアです。詳細をご確認のうえ、ご用
途にあわせてお選びください。
Windows Vista(TM) Home Premium のマイテレビを楽しむにはMedia Center専用  TVチューナとあわせてご注文ください。

Windows Vista(TM) Ultimate 32ﾋﾞｯﾄ 正規版(日本語版)
・究極のOS選択。新機能Windows Aeroを含む。（1GB以上の構成のみ選択可能です）
・Windows Vistaのすべてのエディションの機能を含む。Vistaの新機能BitLocker Drive
Encriptionを含む。
Windows Vista(TM) Business 32ﾋﾞｯﾄ 正規版(日本語版)
・理想的なビジネス環境に最適。Windows Aeroを含む。（1GB以上のメモリ構成が選択可
能）
・HDDのバックアップ、ドメイン/グループポリシーやファイルの暗号化も対応。2GB以上の
メモリを推奨。
Windows Vista(TM) Home Premium 正規版(日本語版)
・エンターテイメントと動画操作の機能を追加。
・新機能Windows Aeroを含む。（1GB以上のメモリ構成のみ選択可能です）
Windows Vista(TM) Home Basic 正規版 (日本語版)
・Windows Vista基本機能版。セキュリティと信頼性を向上。
・新機能Windows Aeroは含まれません。

＜ マルチメディア ＞TVチューナー搭載ビデオキャプチャーカード  詳細はこちら 
Windows Vista(TM) Home Premiumのマイテレビを楽しむにはMedia Center 専用 TVチューナとあわせてご注文ください。
なし

＜メモリ＞  詳細はこちら 
Windows Vista(TM) 機能を快適に利用するために、2GB以上のデュアルチャネルシステムメモリをお薦めします。

4GB(1GB x4) デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ
【デル推奨】2GB(1GB x2) デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ
アプリケーションがスムースに動作し、複数の起動でもストレスなく快適に使用できます。
2GB(512MB x4) デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ
1GB(512MB x2) デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ
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パッケージ価格
なし

＜注目のｿﾌﾄｳｪｱ＞ｾｷｭﾘﾃｨ対策（ｳｨﾙｽやﾃﾞｰﾀ損失を防ぎます）  詳細はこちら 
問題が起こった後ではデータ復旧が難しくなることがありますので、あらかじめご購入いただくことをおすすめします。
下記製品を選択、購入された場合、プリインストールにて出荷させて頂きます。

ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ14 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｾｷｭﾘﾃｨ 36ｹ月版 8,925円（税込）
ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ14 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｾｷｭﾘﾃｨ 24ｹ月版 7,875円（税込）
ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ14 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｾｷｭﾘﾃｨ 15ｹ月版 6,300円（税込）
ﾉｰﾄﾝ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｾｷｭﾘﾃｨ 2007 (15ｹ月間更新ｻｰﾋﾞｽ付き) 6,300円（税込）
ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｿﾌﾄｳｪｱを申し込まない。（ﾏｶﾌｨｰ(R) ｾｷｭﾘﾃｨｰｾﾝﾀｰ試用版がﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙされます。）

＜サービス＞ 保守サービス  詳細はこちら 
保守期間を延長されると、期間内の①修理料金②パーツ料金③配送料金は無償になります。出張修理を選択されると、万一修理の際は最短で翌日
にエンジニアが訪問します。引き取り修理の場合は、返却まで約1週間前後お時間をいただきます。

4年間出張修理サービス(平日夜間・休日対応)　35,700円 ~月あたり約744円~
【デル推奨】3年間出張修理サービス(平日夜間・休日対応) 17,850円　12,495円 ~月あたり約
347円~　3/5(月)まで5,355円OFF!
3年間引き取り修理サービス　9,975円 ~月あたり約277円~
1年間出張修理サービス(平日夜間・休日対応)　7,350円 ~月あたり約613円~
変更無し [1年間引き取り修理サービス]

＜注目のサービス＞困った時の“デルテレフォンアドバイザー”  詳細はこちら 
Windows Vista(TM) やソフトの使い方、周辺機器やインターネッットの設定、ウィルス対策など、あなたのパソコンライフを幅広くサポートする
ヘルプデスクサービスです。選択されない場合は上記に関するサポートは提供されませんのでご注意ください。

【デル推奨】 1年間サポート 12,600円　9,450円(税込)　2/26(月)まで25%OFF!
180日間サポート 9,450円
90日間サポート 7,350円
30日間サポート 5,250円 ■今ならわずか4,200円で1年間に！■
なし [ソフトウェア・周辺機器・インターネット・ウィルス対策関連のサポートは不要]

＜注目のプリンタ＞デル製オールインワンプリンタ  詳細はこちら 
コピー・スキャナ・プリンターを備えてこの価格、デル オールインワンプリンタシリーズ！パソコンと同時購入ならお得で、ドライバーもプリ
インストールだから設定も簡単！オールインワンプリンタは、シールやカード印刷も楽々の「ラベルマイティ」つき！
※プリンタとPCの接続にはケーブルが必要です。本体には含まれておりませんのでお持ちでない場合は「＜プリンタ＞プリンタケーブル」の項目
でご選択ください。

オールインワン966FAX送受信機能＋カメラダイレクト印刷＋自動原稿送り機能パソコンと同
時購入に限り　18,980円！（税込/送料別）(XXX0403V)(Vista向け)
オールインワン946 FAX送受信機能＋自動原稿送り機能パソコンと同時購入に限り　9,980円
! (税込/送料別）(XXX0880V)(Vista向け)
【New】デル オールインワンプリンタ 926【プリント、スキャナ、コピーと欲しい機能が
揃ったプリンタがなんと5,980円！（税込/送料別）】 (XXX0689V) カメラダイレクトプリン
ト(Vista向け)
オールインワン 810 パソコン本体と同時購入に限りなんと　3,980円！！（税込/送料別）
(XXX0516V)(Vista向け)
なし

＜プリンタ＞プリンタケーブル
プリンタとPCの接続にはケーブルが必要です。本体には含まれておりませんので以下より選択される事をおすすめします。

プリンタ用 ケーブル（USB）/3m　1,500円（税込）<810/725/926用>　
※プリンタをご購入の場合、選択される事をおすすめします。
プリンタ用 ケーブル（USB）/3m　1,500円（税込）<964/946/966用>
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※プリンタをご購入の場合、選択される事をおすすめします。
なし

＜CPU （AMD製）＞  詳細はこちら 
AMD Athlon(TM) 64x2 ﾃﾞｭｱﾙｺｱ･ﾌﾟﾛｾｯｻ 5200+
AMD Athlon(TM) 64x2 ﾃﾞｭｱﾙｺｱ･ﾌﾟﾛｾｯｻ 5000+
【デル推奨】AMD Athlon(TM) 64x2 ﾃﾞｭｱﾙｺｱ･ﾌﾟﾛｾｯｻ 4600+
AMD Athlon(TM) 64x2 ﾃﾞｭｱﾙｺｱ・ﾌﾟﾛｾｯｻ 3800+
AMD Athlon(TM) 64 ﾌﾟﾛｾｯｻ 3500+
AMD Athlon(TM) 64 ﾌﾟﾛｾｯｻ 3200+

＜ハードディスク＞ハードディスク（RAIDなし）  詳細はこちら 
160GB SATA 3.0Gb/s NCQ HDD

＜ハードディスク＞データバックアップ設定ツール  詳細はこちら 
ｲﾒｰｼﾞﾘｶﾊﾞﾘﾂｰﾙ(ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ格納)
なし

＜光学・Floppyドライブ＞光学ドライブ  詳細はこちら 
【デル推奨】DVD-ROMドライブ & DVD+/-RWドライブ （DVD+R 2層書込み対応) セット
DVD+/-RWドライブ（DVD+R 2層書込み対応)

＜マルチメディア＞ビデオコントローラ  詳細はこちら 
Windows Vista(TM) 機能の実現を確かなものにするためにデルでは256MB以上のビデオメモリを持つコントローラをお薦めしております。

NVIDIA(R) GeForce(TM) 6150 LE GPU オンボード(VGA)
ATI(R) RADEON(R) X1300 Pro 256MB DDR(DVI/VGA/TV-Out付)
【デル推奨】NVIDIA(R) GeForce(TM) 7300 LE 256MB TurboCache(TM) (DVI/VGA/TV-out
付)

＜ネットワーク＞ネットワークコントローラ  詳細はこちら 
ネットワークコントローラ（オンボード）

＜ネットワーク＞モデム  詳細はこちら 
なし

＜ マルチメディア＞IEEE1394  詳細はこちら 
なし

3.5インチベイ用ドライブ  詳細はこちら 
ﾄﾞﾗｲﾌﾞ無し(3.5ｲﾝﾁﾍﾞｲｶﾊﾞｰ装着)

＜マルチメディア＞スピーカ  詳細はこちら 
音声を楽しむためにはスピーカをご選択ください。

Dell A525 ステレオスピーカ(サブウーファ付属)
Dell AS501PA TFTモニタ用スピーカ (ACアダプタ付 黒)＜Dell製 EシリーズTFT液晶モニタ
専用＞
Dell AS501 TFTモニタ用スピーカ (黒)＜Dell製 FP/FPW HAS シリーズTFT液晶モニタ専用>
Dell A225 ステレオスピーカ（外付け、オプション、黒）



2007/02/14  08:40 AMMasterNormal_asp.htm

ページ 4/8file:///Users/okada/MasterNormal_asp.htm

なし

＜マルチメディア＞サウンドコントローラ  詳細はこちら 
ハイ・デフィニション(HD) オーディオ（オンボード）

＜モニタ＞デル 大画面ワイドモニタ  詳細はこちら 
3007WFP,2707WFPモニタはPC本体の保守期間に関わらず3年保証のみとなりますのでご注意ください。

ﾃﾞﾙ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲｴﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 2707WFP 27ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾞTFT液晶ﾓﾆﾀ(ｼﾙﾊﾞｰ/3年間保証)＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ付
＞
なし

＜モニタ＞　デル マルチメディアTV  詳細はこちら 
ﾃﾞﾙ W2606C 26ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ液晶ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱTV (3年間保証) ＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ付＞
【デル推奨】ﾃﾞﾙ W2306C 23ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ液晶ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱTV (3年間保証) ＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ付＞
なし

＜モニタ＞デル製モニタ  詳細はこちら 
より鮮明な画像を楽しむには、高輝度、ハイコントラストのデジタルハイエンドシリーズがお勧めです。 高さ調整機能（HAS)付で、快適なPCラ
イフを！

ﾃﾞﾙ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲｴﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 2407WFP HAS 24ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ TFT液晶ﾓﾆﾀ (ﾌﾞﾗｯｸ) ＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ付＞
【デル推奨】ﾃﾞﾙ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲｴﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 2007FP HAS 20ｲﾝﾁ TFT液晶ﾓﾆﾀ (ﾌﾞﾗｯｸ) ＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ
付＞
ﾃﾞﾙ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲｴﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 2007WFP HAS 20ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ TFT液晶ﾓﾆﾀ (ﾌﾞﾗｯｸ) ＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ付＞
ﾃﾞﾙ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲｴﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 1907FP HAS 19ｲﾝﾁTFT液晶ﾓﾆﾀ (ﾌﾞﾗｯｸ)＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ付＞
ﾃﾞﾙ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲｴﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 1707FP HAS 17ｲﾝﾁ TFT液晶ﾓﾆﾀ (ﾌﾞﾗｯｸ) ＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ付＞
ﾃﾞﾙ E228WFP 22ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞTFT液晶ﾓﾆﾀ (ﾌﾞﾗｯｸ)＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ付＞
ﾃﾞﾙ E207WFP 20ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞTFT液晶ﾓﾆﾀ (ﾌﾞﾗｯｸ)＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ付＞
ﾃﾞﾙ SE197 19ｲﾝﾁ TFT液晶ﾓﾆﾀ (ｼﾙﾊﾞｰ)＜PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ付＞
なし

＜モニタ＞他社製モニタ  詳細はこちら 
三菱製 20ｲﾝﾁﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ液晶ﾓﾆﾀ　TV ﾁｭｰﾅ内蔵　(ﾎﾜｲﾄ) MDT201WS (XIB00058)
【デル推奨】三菱製 17ｲﾝﾁ TFT液晶ﾓﾆﾀ RDT1713S ﾎﾜｲﾄ/光沢ｸﾞﾚｱﾊﾟﾈﾙ採用 PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ対応
(３年保証) （XIB00067)
【ゲームに最適！高速応答2ms】三菱製 19ｲﾝﾁ TFT液晶ﾓﾆﾀ RDT197S ﾎﾜｲﾄ/光沢ｸﾞﾚｱﾊﾟﾈﾙ採
用 PCﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ対応 (3年保証) (XIB00070)
三菱製 19ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞTFT液晶ﾓﾆﾀ （ﾌﾞﾗｯｸ）RDT191WM(BK)（XIB00071）
ﾅﾅｵ(EIZO)製 17ｲﾝﾁ TFT液晶ﾓﾆﾀ(ﾌﾞﾗｯｸ） S1721-SHBK (5年保証)　(XYB00261)
ﾅﾅｵ(EIZO)製 19ｲﾝﾁ TFT液晶ﾓﾆﾀ(ﾌﾞﾗｯｸ） S1921-SHBK (5年保証)(XYB00262)
三菱製 20ｲﾝﾁTFT液晶ﾓﾆﾀ （ﾌﾞﾗｯｸ）RDT201L(BK)(XIB00073)
ｻﾑｽﾝ製 19ｲﾝﾁTFT液晶ﾓﾆﾀ（ﾌﾞﾗｯｸ）SyncMaster 940N(BK)TK# (XBB01319)
なし

＜ネットワーク＞ワイヤレスLANアクセス ポイント  詳細はこちら 
バッファロー製無線高速ブロードバンドルーター 802.11g (XMB00215)　9,980円(税込)
バッファロー製無線High Powerブロードバンドルーター802.11g (XMB00217)　14.800円(税込)

＜周辺機器＞外付けストレージデバイス　（HDD、MOドライブ、
メモリリーダー・ライター）

 詳細はこちら 

バッファロー製 外付HDD, 160G,USB2.0対応 HD-H160U2 (XMB00213) 13,000円（税込）
バッファロー製 外付HDD 250G,USB2.0対応 HD-H250U2(XMB00214) 15,000円（税込）
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バッファロー製 外付HDD 250G,USB2.0対応 HD-H250U2(XMB00214) 15,000円（税込）
バッファロー製 Tera Station 1.0TBTS-1.0TGL/R5RAID5/1対応LAN接続ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ (XMB00219)　84.000円

(税込)
バッファロー製 USB2.0対応 DVD-RAM/±R/±RWドライブ(DVD±R 2層対応) (XBB01282)　10.820円(税込)
バッファロー製 外付けMOドライブ,640MB USB2.0対応 MO-CL640U2 (XMB00208)　16.000円(税込)
バッファロー製28+1メディア対応 USBカードリーダー/ライター(シルバー)MCR-C12H/U2-SV (XBB01321)　

2.640円(税込)

＜プリンタ＞デル オールインワンプリンタ924/946/964 用インク  詳細はこちら 
お買い上げいただいたプリンタの機種をご確認の上、対応したインクをお選びください。
写真をきれいに印刷するためには、フォト専用カラーインクもぜひご購入ください。

【デル推奨】お買得3個パック(ブラックインク,カラーインク,フォト専用カラーインク各1個)
【通常電話価格6,890円より6%OFFの6,476円！（税込/送料別）】 (XXX0395C)
お買得2個パック（ブラック,カラーインク各1個）
【通常電話価格より4,610円より3％OFFの4,471円！（税込/送料別）】 (XXX0132C)
カラーインク 2,630円(税込)
フォト専用カラーインク 2,280円(税込)
ブラックインク 1,980円(税込)
大容量ブラックインク 2,580円(税込) （プリンタ946専用）
なし

＜プリンタ＞デル オールインワンプリンタ 810用インク  詳細はこちら 
お買い上げいただいたプリンタの機種をご確認の上、対応したインクをお選びください。
プリンタと同時購入ならインク3個まで配送料無料！

カラーインク 1個 2,160円(税込)
カラーインク 2個 4,320円(税込)
カラーインク 3個 6,479円(税込)
なし

＜プリンタ＞デル オールインワンプリンタ 926用 インク
お買い上げいただいたプリンタの機種をご確認の上、対応したインクをお選びください。
【デル推奨】お買得4個パック(大容量ブラックインク.大容量カラーインク .ブラックインク.カラーインク各1

個)
【通常電話価格7,920円より8%OFFの7,287円！（税込/送料別）】 (XXX0603C)
お買得3個パック(大容量ブラックインク.大容量カラーインク.フォト専用カラーインク各1個)

【通常電話価格6,540円より6%OFFの6,147円！（税込/送料別）】 (XXX0373C)
お買得2個パック(ブラックインク.カラーインク各1個)

【通常電話価格3,660円より3%OFFの3,550円！（税込/送料別）】 (XXX0015C)
大容量ブラックインク1,980円(税込)
大容量カラーインク 2,280円(税込)
ブラックインク 1,680円(税込)
カラーインク 1,980円(税込)
フォト専用カラーインク 2,280円(税込)

＜プリンタ＞デル オールインワンプリンタ 966用 インク  詳細はこちら 
お買い上げいただいたプリンタの機種をご確認の上、対応したインクをお選びください。
【デル推奨】お買得4個パック(大容量ブラックインク.大容量カラーインク .ブラックインク.カラーインク各1

個)
【通常電話価格10,970円より8%OFFの10,092円！（税込/送料別）】 (XXX0835C)
お買得3個パック(大容量ブラックインク.大容量カラーインク.フォト専用カラーインク各1個)

【通常電話価格8,440円より6%OFFの7,933円！（税込/送料別）】 (XXX0481C)
お買得2個パック(ブラックインク.カラーインク各1個)

【通常電話価格4,810円より3%OFFの4,665円！（税込/送料別）】 (XXX0138C)
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【通常電話価格4,810円より3%OFFの4,665円！（税込/送料別）】 (XXX0138C)
大容量ブラックインク2個+大容量カラーインク2個 12,319円(税込)
【ハガキ印刷パッケージ】大容量ブラックインク2個+大容量カラーインク1個 8,839円(税込)
【写真印刷パッケージ】カラーインク1個+フォト専用カラーインク1個 4,910円(税込)
【標準印刷パッケージ】ブラックインク1個+カラーインク1個 4,810円(税込)
【モノクロ印刷パッケージ】ブラックインク2個 4,360円(税込)
大容量ブラックインク　2,680円(税込)
大容量カラーインク　3,480円(税込)
フォト専用カラーインク　2,280円(税込)
ブラックインク　2,180円(税込)
カラーインク　2,630円(税込)

＜プリンタ＞ドライバインストール
デルプリンタをお選びでない場合、以下で「希望する」を選択されてもドライバはインストールされませんので、ご注意下さい。
「希望する」を選択頂ければ同時購入のパソコンへドライバーをインストールしてお届け致します。

希望する
希望しない

＜周辺機器＞デル製キーボード＋マウス  詳細はこちら 
オプティカルマウスは透明以外のマウスパッド上でのご利用をお勧めいたします。

Dell Entry 日本語キーボード（USB、黒)+Dell マウス （USB、黒）

＜周辺機器＞他社製キーボード＋マウス  詳細はこちら 
【ワイヤレスセット】バッファロー製　ワイヤレスキーボード＋マウスセット (XBB01277)
4,700円（税込）
なし

＜周辺機器＞マウスパッド
なし

＜周辺機器＞ セキュリティケーブル  詳細はこちら 
ケンジントン製　マイクロセーバー　ノートブックロック (XBB01320) 5,990円(税込)
【本体同時購入限定】　ターガス製　セキュリティロックケーブル　(DCX8089) 2,100円
（税込）
なし

＜ソフトウェア＞マイクロソフトOffice製品  詳細はこちら 
Microsoft(R) Office Personal 2007
Microsoft(R) Office Personal 2007 with Microsoft(R) Office PowerPoint 2007
Microsoft(R) Office Professional Plus 2007
なし

＜ソフトウェア＞アドビシステムズ製品（単品パッケージ）  詳細はこちら 
便利な画像・動画編集セットは別々に購入するより断然お得です。PC購入時限定の特別価格!!

Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R) 5.0 日本語版 Windows(R)版 (XYB00730) 8,900円（税
込）
【デル推奨】Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R) 5.0 + Adobe(R) Premiere(R)
Elements(R) 3.0 日本語版 Windows(R)版 (XYB00729)　13,500円（税込）
Adobe(R) Premiere(R) Elements(R) 3.0 日本語版 Windows(R)版 (XYB00728) 　6,900円（税
込）
なし
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＜ソフトウェア＞ジャストシステム　ジャストホーム  詳細はこちら 
家族皆で使える11種類のソフトがセットでこの価格!! 別々に購入するより断然お得です。

【PC本体と同時購入限定】ジャストシステム製 ジャストホームEX2 for Dell 90日間無償サ
ポート （XYA00132）　5,250円（税込）
なし

＜ソフトウェア＞はがきソフト クレオ 筆まめ  詳細はこちら 
見栄えのいい年賀状やひと工夫こらした年賀状が、誰でも簡単に楽しく作れます。

【デル推奨】 クレオ 筆まめVer.17 DVD-ROM版　(XBB01310)
通常電話受付価格 6,300円 → 同時購入価格4,500円 （税込）
なし

＜ソフトウェア＞ジャストシステム　一太郎ビジネス強化パック  詳細はこちら 
ワープロ、表計算、PDF作成・編集機能がこれ一本で！！
単体では買えないこの価格 ! デルPC同時購入限定パッケージ！！

【PC本体と同時購入限定】ジャストシステム製 一太郎ビジネス強化パック2007 for Dell
(XYA00134) 10,500円（税込）
なし

＜ サービス ＞PC設置サービス  詳細はこちら 
設置場所への移動、各ケーブル接続、インターネット・メールの設定、プリンタを始めとする周辺機器接続など、パソコンを利用するまでの面倒
な準備を専任のエンジニアが代行します。詳しくは右上「詳細はこちら」をご覧ください。

【デル推奨】インターネットおまかせセットアップ基本サービス (DSYC0100) 15,750円
インターネットおまかせセットアップ基本サービス＋講習 (DSYC0300) 22,050円
コーポレート(法人向け)設置サービス[平日のみ 9:00-18:00] (DSOC0100) 16,590円
なし [パソコンの設定代行は依頼しない]

＜サービス＞ アクシデントサービス（事故損害時の復旧サービ
ス）

 詳細はこちら 
コーヒーなどの液体こぼし、落下や衝突による破損、盗難等、保守サービスではカバーできない予期せぬ事故に遭遇した際でも、修理または製品
を交換するサービスです。パソコン注文時に限りお申込み可能な、デルおすすめの特別サービスです。

4年間コンプリート・ケア(盗難対応付) 21,000円 ~月あたり約438円~
【デル推奨】 3年間コンプリート・ケア(盗難対応付) 12,600円 ~月あたり約350円~
1年間コンプリート・ケア(盗難対応無し) 4,200円 ~月あたり約350円~
なし [事故損害時は自己負担による有償修理となります]

＜サービス＞ 技術サポート窓口利用時間帯プラン  詳細はこちら 
ハードウェアトラブルの原因診断や復旧支援、修理依頼先となるテクニカルサポート窓口の利用時間帯を選択してください。24時間365日を選択
されると、祝祭日問わず年中いつでも利用することができます。

【デル推奨】 24時間365日 [年中いつでも利用可]
月-土 9:00-21:00 [日曜祝祭日・夜間・年末年始は利用不可]

＜サービス＞タイムゾーンデリバリーサービス  詳細はこちら 
希望しない

*このページに表示されている現在の価格およびシステムに関する情報は、将来予告なしに変更される場合があります。 また、消費税、配送費を
含む金額の最終確認はお客様が弊社からの注文書受け取りをもっていたします。　弊社では、お客様によるタイプミスなどの間違いについては責
任を負いません。
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任を負いません。
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