
＜背面＞

＜左側面＞

＜右側面＞

非ワイド液晶を継続採用、
堅牢性と高機能を兼ね備えた
スタンダード・ノートブック。
セキュリティ機能や
有線、無線ネットワーク機能も強化、
IT環境の変化にも柔軟に対応。

Latitude™ D530

ユーザーから多くの要望を寄せられている横縦比4:3のXGA（1,024×768）画面にこだわるとともに、
筐体の堅牢性を追求。同時に最新のチップセットならびにデュアルコア対応プロセッサー、高速ワイヤ

レスLAN、厳重なセキュリティなどのテクノロジーを積極的に採用。実用性と高機能の両面から広範な
ビジネスニーズをサポートします。

最新チップセットとプロセッサーによる高性能かつ省電力化を追求
最新のモバイルインテル® 965GM Expressチップセット、モバイル インテル® GL960 Express チップ
セットを搭載し、デュアルコア・テクノロジーに対応したインテル® Core™ 2 Duo プロセッサーあるいは
インテル® Celeronプロセッサーを選択可能。また、内蔵メモリについても最大4GBまで増設できるほか、
デュアルチャネル DDR2メモリ（533MHz/667MHz）による共有メモリを最大358MBまで搭載可能。
ローコストなノートブックでありながら、高いパフォーマンスを発揮しつつ省電力化にも貢献します。

使い勝手の良い画面と堅牢性にこだわった実用本位のマシン
ビジネスユースのお客様からご要望の多い横縦比4:3の15インチXGA（1,024×768）ディスプレイを
搭載。また、ロードレディ・クオリティ（RoadReady™ Quality）に基づき、マグネシウム合金のフレームと
ストライクゾーンが生み出す頑丈な筐体を採用し、長期間にわたって安心して使用できる堅牢性を

提供します。

ハイパーコネクトに基づく高速ワイヤレス環境をサポート
ネット環境の変化に合わせ、Gigabit LANに対応。オプションのワイヤレスLANやBluetooth®2.0も搭載
可能。特にワイヤレスLANは、従来の約5倍のパフォーマンスを発揮する802.11nにも準拠しており、
ハイパーコネクト（HyperConnect™）に基づく次世代のWiFiソリューションに対応。高速なワイヤレス
接続環境をサポートします。

データを厳重に保護するスマートセキュリティを提供
TPM1.2搭載し、ハードディスクドライブ内のデータを暗号化することで、他者による不正アクセスを
ブロック。無償で標準添付されているDellEmbassy Trust Suite（ETS）を使用し、セキュリティの設定も
簡単に行えます。また、オプションの暗号化ハードディスクドライブ※を選択することで、パフォーマンス

負担のない暗号化が可能となります。さらに、ケンジントン®ロックスロットにより物理的盗難からも

マシンを保護します。
※暗号化ハードディスクドライブオプションは近日発売予定です。容量は120GBのみとなります。

充実したサービス&サポート
標準保守サービスとして翌営業日出張修理（オンサイト）サービス、海外でも安心な3年間インター
ナショナル・サービス、災害や落下などの予測できない事故による損害をカバーするコンプリート・ケア

など、充実したサポートを用意しています。
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Latitude  D530
仕様 デルはお客様仕様でカスタマイズできる注文生産システム（BTO）で製品をご提供します。

□：お客様のご要望に応じて選択可能なスペック。目的とご予算に合わせて最適にカスタマイズしてください。BTO

標準保守サービス
●3年間翌営業日出張修理（オンサイト）サービス※1

弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた翌営業日
にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービス
です。

●3年間インターナショナル・サービス※2

海外渡航先でも安心。海外から日本のテクニカルサポートに
ご連絡をいただくだけで、デル現地法人が修理サービスをご提供
します。

●3年間コンプリート・ケア※
災害、まさかの事故をカバーするサービスです。オフィスで、自宅
で、安心して製品をお使いいただけます。
※本サービスは製品ご購入時のみご選択いただけます。サービスの延長も製品
ご購入時のみご選択いただけます。また、本サービスは保守サービス期間を超え
た延長はできませんのでご了承ください。

●3年間パーツ保証※3

ご購入から3年間、システムの復旧に必要な部品を無償で提供します。

●24時間365日テクニカル電話サポート
（E-メールサポート付）
ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。

オプションサービス
●当日出張修理（オンサイト）サービス【3、4、5年間】
（平日対応または平日&休日対応）※4

弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた当日にお
客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。

●延長保守サービス
保守サービスを、ご購入日より最長5年間まで延長できる有償
サービスです。

●コーポレートリカバリサービス
HDD障害時の修復作業後、エンジニアがネットワークパラメータ
の再設定作業とネットワークプリンタの登録作業（1台まで）を
追加で実施いたします。

●CFI （カスタム ファクトリー インテグレーション）
お客様に雛形（マスター機）を作成いただき、雛形と全く同じ環境の
クローンPCを生産するだけでなく、TCP/IPの個別パラメータ設定、
資産管理ラベルの作成、貼付などを工場生産時に行います。

●コーポレート設置サービス
エンジニアがお伺いして、コンピュータのセットアップ・既存ネット
ワーク環境への接続を行うサービスです。初回導入時のOS
初期設定、ネットワークパラメータの設定、ネットワークプリンタの
設定を行います。また、複数拠点の一括設定なども承ります。

※1 出張修理（オンサイト）受付時間：月～金曜日9時～16時（土・日・祝祭日お
よび年末年始12/30～1/3を除く）
山間部、離島など地域によっては、サービスに制限がある場合がございます。

※2 国によってはサービスの内容と方法が日本と異なる場合がございますので予
めご了承下さい。サービス対象国に関しては弊社ホームページにてご確認
ください。

※3ノートパソコン用バッテリ保証は1年間となります。
※4 出張修理（オンサイト）受付時間
平日対応：月～金曜日 9時～16時（土・日・祝祭日および年末年始12/30 ～
1/3を除く）
平日&休日対応：月～日曜日 9時～16時（年末年始12/30 ～1/3を除く）
山間部、離島など地域によっては、サービスに制限がある場合がございます。

※5 本製品の耐衝撃・耐振動性能、防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証す
るものではありません。予めご了承ください。

※各サービス＆サポートの詳細は、弊社営業または
ホームページ（http://support.jp.dell.com/jp/jp/service/）にてご確認ください。

サービス&サポート

●クライアントゴールドテクニカルサポート（GTS）
24時間ゴールド専用ダイヤルでエンジニア対エンジニアレベルの
電話サポートを提供、障害解決のお手伝いを担当する、テクニカ
ル・アカウントマネージャ（TAM）が含まれているサービスです。
ゴールド電話サポートにより、迅速な障害解決を行います。障害
切り分け時間の目安は10分以内、電話は90秒以内を目標に
対応いたします。ミッションクリティカルなシステムをご利用で迅速
な障害解決が必要なお客様に最適です。

最新の情報はこちら：http://ad.jp.dell.com/ss/nb/

プロセッサー
インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー
□T7700（4MB L2 キャッシュ、2.40GHz、800MHz FSB）
□T7500（4MB L2 キャッシュ、2.20GHz、800MHz FSB）
□T7250（2MB L2 キャッシュ、2.00GHz、800MHz FSB）
インテル® Celeron® Mプロセッサー
□540（1MB L2キャッシュ、1.86GHz、533MHz FSB）
オペレーティングシステム
□Windows Vista® Ultimate 32ビット 正規版（日本語版／英語版）
□Windows Vista® Business 32ビット 正規版（日本語版／英語版）
□Windows Vista® Home Basic 正規版（日本語版／英語版）
□Windows® XP Professional Service Pack 2 正規版（日本語版／英語版）
□Windows® XP Home Edition Service Pack 2 正規版（日本語版／英語版）
システムチップセット
□モバイル インテル® 965GM Expressチップセット（インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー）
□モバイル インテル® 960GML Expressチップセット（インテル® Celeron® M プロセッサー）
メモリ※1

SO-DIMM ソケット×2、DDR2-SDRAM（システム最大4GB）
□512MB □1GB □2GB □4GB（4GB構成は945GMチップセット選択時のみ）
ビデオチップ：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100
ディスプレイ※2

□15インチTFT XGAカラー液晶ディスプレイ
□15インチTFT SXGA+カラー液晶ディスプレイ
最大解像度※3：SXGA+：1,400×1,050（約1,677 万色）、XGA：1,024×768（約1,677 万色）
外付けモニタ解像度：最大WUXGA（1,920×1,200）まで
ハードディスクドライブ※4

□60GB □80GB □120GB SATA HDD
□80GB 暗号化HDD □120GB ハイブリッドHDD □32GB ソリッドステートドライブ
補助記憶装置※5

□ベイ内蔵用ハードディスクドライブ：80GB Ultra ATA-100 EIDE
□フロッピーディスクドライブ※6：1.44MB 3.5インチ
□CD-ROMドライブ※7：CD読込24倍速
□DVD-ROMドライブ※7：DVD読込8倍速
□CD-RW/DVDコンボドライブ※7：DVD読込8倍速/CD-RW読込24倍速、書込24倍速、書換24倍速
（Cyberlink PowerDVD™付属）※8

□DVD+/-RWドライブ※7：DVD読込8倍速、DVD+R書込8倍速（2層、2.4倍速）/
DVD+RW書換4倍速/DVD-R書込8倍速/DVD-R書換2倍速/CD-RW読込24倍速、
書込24倍速、書換16倍速（Cyberlink PowerDVD™、Roxio® Creator Plus Dell Edition付属）

ポインティングデバイス：静電式タッチパッド

PCMCIAスロット：TypeI/II×1
モデム※9：内蔵56K v.92対応モデム
ネットワークコントローラ：10/100/1000 Ethernetコントローラ

ユニットタイプ
外形寸法

重量
コネクタ／ポート

D/Port拡張ポートリプリケータ
（W）276×（H）53×（D）142mm（モニタスタンド付：（W）409×（H）102×（D）390mm）

0.79kg
シリアル×1、パラレル×1、PS/2×2、USB 2.0×3、Powered USB（D-Bayコネクタ）×1、

オーディオ出力×1、S/PDIF×1、VGA端子×1、Sビデオ端子×1、DVI端子×1、RJ45×1、RJ11×1、拡張コネクタ×1

拡張ユニット

サウンド機能：インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ（オンボード）
スピーカ：ステレオスピーカ

バッテリ※10：スマートリチウムイオン □ 4セル（0.32kg）□6セル（0.32kg）
ACアダプタ
□65W（W）58.42×（H）27.94×（D）133.85mm、0.4kg（ケーブル含む）
□90W（W）60.8×（H）34.24×（D）153.4mm、0.54kg（ケーブル含む）
ワイヤレスLAN コネクタ※11

□インテル® Pro/Wireless3945ABG ネットワークコネクション（802.11a/b/g対応）
□インテル® Wireless WiFi Link 4965AGN（802.11 a/b/g/n対応）
□Dell Wireless™ 1390内蔵ワイヤレスLAN Miniカード（802.11b/g）
□Dell Wireless™ 1490内蔵ワイヤレスLAN Miniカード（802.11a/b/g）
□Dell Wireless™ 1505内蔵ワイヤレスLAN Miniカード（802.11a/b/g/n）
Bluetooth®：□Dell Wireless™ 360内蔵Bluetoothモジュール（Bluetooth® v2.0+EDR準拠）
セキュリティ：
BIOS/HDD/アドミン（管理者）パスワード：標準搭載
Dell™ セキュリティチップ（TPM Ver.1.2）：標準搭載
コネクタ／ポート
シリアル×1、モニタ×1、IEEE1394×1、S-Video×1、USB 2.0×4、モデム（RJ11）×1、
ネットワーク（RJ45）×1、赤外線×1、マイク入力×1、ヘッドフォン×1、スピーカ出力×1、
拡張コネクタ×1
キートラベル、キーピッチ：2.5mm、19.05mm
外形寸法／重量：（W）338.3×（H）35.8×（D）273mm/2.59kg（システム構成による）
エネルギー消費効率※12

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー（I区分）：T7700：0.0002、T7500：0.0002、T7250：0.0002
インテル® Celeron® M プロセッサー（I区分）：540：0.00068
WAKE UP ON LAN：対応※13

使用環境：気温：動作時0℃～35℃ 保管時－40℃～65℃、湿度：動作時10%～90% 保管時5%～95%
適合規格：VCCI Class B

上記のスペックは、ホームページでお見積りがとれます。

※1 インテル® Celeron® M プロセッサーをご選択の場合、533MHzメモリは400MHzで動作します。また、デュアルチャネルには
対応しておりません。※2 TFT カラー液晶パネルは特性上明るさのむらや画面に常時点灯/非点灯のドットが存在することが
あります。※3 1,677万色はディザリング表示です。※4 ハードディスクの容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容
量が異なります。ハードディスクドライブの容量は、1GB=1000の3乗Byte換算値です。1GB=1024の3乗Byte換算の場合は、表
記上、同様値でも実際の容量は小さくなります。※5 倍速は最大値となります。※6 付属のUSBケーブルにて外付け使用可
能。※7 CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、DVD/CD-RWコンボドライブ、DVD+RW/+Rドライブより1つをご選択いただけま
す。※8 Microsoft® Windows® XP以外のOSを本体搭載で購入された場合に、Sonic™ RecordNow! Deluxeが付属されます。
※9 モデムなしオプションをご希望の場合には、担当営業までお問い合わせください。※10 駆動時間、充電時間などにつきま
しては、弊社営業、またはホームページにて詳細をご確認ください。※11 ワイヤレスカードなしオプションの選択も可能です。※
12 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法）で定める測定方法により測定され
た消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。※13 但しACアダプタ接続時。※ソフトウェアおよび
周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元
にご確認ください。※構成や上記仕様により、ご提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件が適用されます。●価格及び法人リース料には配送料は含まれておりません。配送料は別途申し受けます。●リースのご利用は法人及び個人事業主に限らせていただきます。また、リースは途中解約できません。個人の
方は、個人分割プランがご利用になれます。●記載されている内容、外観（モニタ含む）及び仕様は予告なく変更される場合があります。●誤操作や故障等より、システムに記録された内容が変化・消失する場合があります。データ損失の責任は一切負いか
ねます。●データの漏洩を防ぐため、システムの廃棄時にはお客様の責任でハードディスクに記録された情報を消去して下さい。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●各種セキュ
リティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●製品の実際の色は、印刷の関係で異なる場合があります。●上記仕様は2008年8月11日現
在のものであり、予告なく変更される場合があります。最新の仕様については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。●Latitude、DELL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 Core、Core Inside、Celeron、
Cerelon inside、Centrino、Centrinoロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における
登録商標または商標です。●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。


