


製品名

OS

オフィスソフト

CPU

メモリ

SSD

光学ドライブ

カードリーダー

グラフィック

グラフィックメモリ

有線LAN

無線LAN

ベースユニット

液晶

重量

バッテリー

サウンド

スピーカー

ウィルス対策・
セキュリティソフト

サポート

備考

メーカー メーカー

サイズ カラー

カラー -

13.3インチ、15.6インチ

ブラック

バッファロー

ブラック

-

納入価格
¥1,768- (税抜)

¥1,944- (税込)
納入価格

¥1,768- (税抜)

¥1,944- (税込)

アクセサリ
インナーバッグ（ハンドル無し） Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン

Surface Go 2

エレコム

Inspiron 13 5000 (5301)MousePro-NB410H Inspiron 14 5000 (5402)

多摩大学推奨パソコンラインナップ̲詳細

約２５時間

UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )

インテル UHD グラフィックス

インテル(R) Wi-Fi 6 AX200
( IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n 最大2.4Gbps対応 ※連続

160MHz帯域 Wi-Fi 6対応機器が必要 ) + Bluetooth 5 内蔵

約1.1kg

13.3インチ FHD (1920 x 1080) 非光沢 ノンタッチ スリムベゼル
 300nits 95% sRGB 広視野角 ディスプレイ

約1.053kg

3セル バッテリー, 40WHr (内蔵)

512GB SSD ( M.2 SATA3 接続 )

光学ドライブ非搭載

MousePro NB4 シリーズ ( 14型ワイド / 65W ACアダプタ付属 ) [ Core i5-10210U ]

14.0型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )

-

-

8GB メモリ [ オンボード 8GB ( PC4-21300 / DDR4-2666 ) ]

Windows 10 Pro 64ビット

オフィスソフト無し

インテル(R) Core(TM) i5-10210U プロセッサー
( 4コア / 8スレッド / 1.60GHz [ 最大4.20GHz ] / 6MBキャッシュ )

Windows 10 Pro 64ビット

オフィスソフト無し

インテル® Pentium® Gold Processor 4425Y

無し

メインメモリ共有

8GB, オンボード, LPDDR4x, 4267MHz

Windows 10 Pro (64ビット)

オフィスソフト無し

第11世代 インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー
(6MB キャッシュ, 最大 4.1 GHz まで可能)

Windows 10 Pro (64ビット)

オフィスソフト無し

第11世代 ｲﾝﾃﾙ® Core™ i7-1165G7 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ
 (12MB ｷｬｯｼｭ, 最大 4.7 GHzまで可能)

8GB, 2x4GB, DDR4, 3200MHz

512GB M.2 PCIe NVMe SSD

無し

-

インテル® Iris® Xe グラフィックス 共有 グラフィックス メモリー 付き

メインメモリ共有

無し

256GB M.2 PCIe NVMe SSD

無し

-

インテル® UHD グラフィックス 共有グラフィックスメモリー 付き

最大 10 時間

８GB

128GB SSD

無し

-

インテル® UHD グラフィックス 615

-

-

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー

-

10.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ

約786g(タイプカバー付き）

 ¥95,089-（税別）

  ¥104,597- （税込）

-

-

-

延長保証サービス上限回復型 4年
保証上限金額：7万5千円

Surface Go タイプカバー (ブラック)付き

内蔵スピーカー

マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )

[ 延長保証/PC本体 ] ４年間ピックアップ修理保証
破損盗難保証 レベル3

4年間 Premium Support/４年間アクシ
デンタルサービス（盗難有）

-

2 x Wステレオ スピーカー

マカフィー® リブセーフ™ (12ヶ月間更新サービス)

４年間アクシデンタルサービス（盗難有）

- -

ハイデフィニション・オーディオ

納入価格
    ¥130,000-（税別）

    ¥143,000-（税込）

 ¥103,112-（税別）

 ¥113,423-（税込）

     ¥85,334-（税別）

     ¥93,867-（税込）

802.11ac 2x2 Wi-Fi & Bluetooth

-

14.0インチ FHD (1920 x 1080) 非光沢 LEDバックライト
 ノンタッチ スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ

約1.429 kg

3セル バッテリー, 40WHr (内蔵)

-

¥100,889-（税別）

¥110,977-（税込）

¥122,000-（税別）

¥134,200-（税込）

-

ステレオスピーカー（Waves MaxxAudio® Pro ALC3204、2 W x 2、合計4 W搭載）

マカフィー® リブセーフ™ (12ヶ月間更新サービス)

４年間アクシデンタルサービス（盗難有）
4年間 Premium Support/４年間アク

シデンタルサービス（盗難有）

-

802.11ac 2x2 Wi-Fi & Bluetooth

こちらはチラシの詳細となります。
細かいスペックはこちらをご参考いただけると、
より分かりやすいかと存じます。


