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パーソナルコンピュータ

カタログ

品番：CF-6287M4Y オープン価格 ※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。
（109キーボード、
マウス付属。Windows®95インストール済み）

※写真はカラーディスプレイ
［品番CF-170CRTS（別売）］
との組合せです。

1 Intel
2

®

Celeron™プロセッサ（400ＭＨｚ）、チップセットIntel® 440BX搭載。

充実した基本性能と、高いコストパフォーマンスを実現
メモリー32ＭＢ
（最大256ＭＢ・SDRAM）、S.M.A.R.T.対応4.2GB HDD(Ultra ATA)、
100BASE-TX、AGP対応ビデオサブシステム（S3 Trio3D）
、最大32倍速CD-ROM

3

TCO削減にむけた効果的なシステム管理機能に対応
Wake on LAN、Netfinity、UMA等

CPU

Intel Celeron
（400MHz）

メモリー

32MB
（最大256M B）

HDD
拡張スロット
ストレージ・ベイ
4.2GB 最大32倍速 PCI×3(空2）
Ultra ATA
CD-ROM
4(空1)
ISA×1
（S.M.A.R.T対応）

当社は国際エネルギースタープログラム
の参加事業者として、本製品が国際エネ
ルギースタープログラム対象製品に関
する基準を満たしていると判断します。

VRAM

2MB

100BASE-TX Windows 95
（Wake on LAN対応）

インストール済み

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送･設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

コストパフォーマンスに優れたスタンダード・デスクトップ
■その他の特長

Intel® Celeron™プロセッサ（400MHz）、
チップセットIntel®440BX搭載
Intel®

●メモリーは32MB SDRAM採用(最大256MB)。
●事前障害分析を可能にする、S.M.A.R.T.対応の
4.2GBハードディスク(Ultra ATA)。

Celeron™プロセッサ（400MHz）
を採用。

128KBの2次キャッシュをCPUに内蔵し、ハイパ
ワーと高いコストパフォーマンスを実現しています。
チップセットにはIntel® 440BX AGPsetを搭載。

●AGP対応グラフィックアクセラレータS3 Trio3D。
●100BASE-TX/10BASE-T対応のネットワーク
アダプターを標準装備。
●4基の拡張用ストレージベイ
（空き1基）。
●3基のPCIスロット
（空き2基）、1基のISAスロット。
●VRAM 2MB搭載。1600×1200ドットを表示可
能（256色）。

TCOの削減にむけた
様々なシステム管理を実現
効率的なネットワーク管理とコスト削減を実現す
るための各種機能・プログラムを用意しています。
UMA（Universal Management Agent™）
Intel社のLANDesk®Client Manager技術を取
込み、業界各社のシステム管理ツール(Tivoli
Management Agent、Netfinity®Manager Service等)への対応を可能とするクライアント用ソフ
トウェア。システムのリモート管理が効率よく行え
ます。また、UMA PlusのSMART Reaction機
能を導入すれば、ハードディスクの障害の可能
性を管理者に通知するとともに、データのバック
アップを自動的に行うことが可能になります。
Netfinity®サービス
使用しているコンピュータのハードウェアやソフト
ウェアの情報を表示・管理するプログラムです。
Wake on LAN™
システム管理者による遠隔地からの電源投入が
可能なLANアダプターを標準装備。添付のシス
テム管理ツールとサーバーのネットワーク管理ソ
フトウェアの組み合わせで、電源投入の他、
シス
テムのセットアップ、
BIOSの更新が可能となります。

●最大32倍速CD-ROMドライブ内蔵。
●拡張しやすいミニタワータイプ。
●Microsoft®Windows®95 operating system
日本語版をインストール済み。
■オプション
品名

品番

標準価格（税別）

32MB DIMM メモリー・キット

CF-SYR074

14,800円

64MB DIMM メモリー・キット

CF-SYR075

29,800円

128MB DIMM メモリー・キット

CF-SYR076

59,800円

■PanacomV24（CF-6287M4Y）のおもな仕様
Intel ® Celeron™ プロセッサ（400 MHz ）

CPU
チップセット
2次キャッシュ
メインRAM

標準32 MB

容量
スロット

VRAM
ビデオサブシステム
解像度および最大色数
外部記憶
FDD
HDD
CD-ROMドライブ
使用済
拡張ベイ
空き
拡張スロット※3
ネットワーク※4
サウンド
インターフェース
キーボード・マウス
使用環境
電源
消費電力／エネルギー消費効率
外形寸法・質量
導入済みOS

Intel ® 440BX AGPset
128 KB （CPUに内蔵）
SDRAM（ノン・パリティ）
（最大256 MB（128 MB×2）※1）
DIMM×2（168ピン 1スロット使用済）
2MB SGRAM

S3 Trio3D（AGP）
640×480 / 800×600ドット
（1677万色）、1024×768ドット
（65,536色）、1280×1024 / 1600×1200ドット
（256色）
3.5型×1（1.44 MB / 1.2 MB / 720 KB対応）
4.2GB（Ultra ATA） S.M.A.R.T.対応
最大32倍速（拡張IDE）
3基（CD-ROM、FDD、HDD）
1基（内蔵：スリムハイト）※2
PCI×3（うち1基はネットワークアダプターで使用済み）、ISA×1
Wake on LAN 対応イーサネット100BASE-TX（10BASE-Tにも対応）
−
シリアル×1、パラレル×1、USB※5×2、キーボード、マウス、ディスプレイ、100BASE-TX(RJ-45)
109キーボード付属・マウス付属
温度：10〜35℃ 湿度：8〜80% 電波自主規制VCCIクラスB適合
AC100 V、50/60 Hz
標準56 W 最大98 W以下／サスペンド時30 W以下／エネルギー消費効率62 W ※6
幅194×高さ381×奥行381mm・約9.3 kg
Microsoft ® Windows® 95 operating system日本語版

ハードディスク容量は1GB=109バイト表示です。
※1 DIMMスロットに標準搭載の32MBメモリーを交換しない場合、最大160MB。
※2 高さ24.5mm、幅3.5型以内の装置を搭載することが可能です。
※3 取り付け可能なアダプターサイズは、幅106.7mm、長さ228.6mm以下です。
※4 ネットワークへの接続には、別途ケーブルが必要です。
※5 Universal Serial Busの略。 ※6 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。

安全に関するご注意
水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原
因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

●ご使用の際は、
取扱説明書をよくお読み
のうえ、
正しくお使いください。

保 証 書 に ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
関 す る ・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
お 願 い ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
その他の
付記事項

●Intel Insideのロゴ、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の
国における登録商標です。●Wake on LAN、Netfinity、IBM UMAは、IBM Corp.（米国）の米国およびその他の国における商標です。●Tivoliは、Tivoli System inc.
の商標です。●記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●画面はハメコミ合成です。

その他使用上の
ご 注
意

●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、
または湿度の高いところに置かないでください。●ディスプレイ装置の上に物を置いたり、ディスプレイ装置や本体の通気
孔をふさいだりしないでください。これらの通気孔は本製品が加熱しないように空気を提供します。

お 問 い
合わせ先

テクニカルサポートセンター
フリーダイヤル

パ

ナ

ソ

ニ

ッ

ク

0120-87-3029

受付時間 10：00〜17：00
月〜金曜日
（祝日を除く）
FAX 06-6906-4011

松下電器産業株式会社「パナソニックPC」のインターネットアドレス

http://www.panasonic.co.jp/pc/
松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー

お問い合わせは･･･

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目13番10号ミクニ・イーストビル

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログの内容は1999年6月現在のものです。
CF-J62C87-95

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、
ご使用上の注意を表示しているものがあります。

あなたとともに 豊かな未来へ

松下電器

上手に使って上手に節電

