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Compaq
Armada E500
A4エンタープライズオールインワンノート

デスクトップPCを圧倒するハイパフォーマンスを
実現したオールインワンノートPC、Armada E500
プロセッサ
Intel® SpeedStepTM テクノロジ対応
モバイル Pentium® Ⅲ 1.0GHz
ディスプレイ
15インチTFT（1,400×1,050[SXGA＋]対応）
メモリ
128MB（最大512MB）SDRAM

15inch

ハードドライブ
20GB（S.M.A.R.T.準拠）
モデム
56kbps/V.90 FAX14.4kbps
ネットワーク
100Base-TX/10Base-T
グラフィック
ATI RAGE MobilityTM PRO
DVD-ROMドライブ
最大8倍速DVD-ROM
OS
Windows® 2000 Professional/
®
Windows NT Workstation 4.0

コンパック
ビジネス
ポータル

ビジネスをクリエイトする

www.b2bpot.com
最新情報やサービスで
ビジネスをパワフルサポート。

Armada E500の主な仕様

操作性と拡張性
A4ノートPCで最大級。15インチTFTカラー液晶ディスプレイ
15インチTFT液晶は、SXGA+(1,400×1,050ドット)表示に対応
し、有効表示画面ではデスクトップ型の17インチCRTを超える見やす
い大きさ。インターネットや表計算ソフトなどで一度に多くの情報量を
表示でき、閲覧や入力作業の生産性を高めます。
ホットプラグ対応マルチベイ採用
標準装備のDVD-ROMドライブはホットプラグ対応マルチベイを採用
しました。使用環境に合わせオプションのセカンドハードドライブ、LS120ドライブ、マルチベイバッテリなどと交換で装着が可能です。フロ
ッピーディスクドライブはオプションのリチウムイオンバッテリと交換で
装着が可能です。同時に3つのバッテリを装着
した場合は、最長約10時間の連続使用が可能
です。また、作業中でも再起動せずに差し替え
ができるホットプラグに対応しているため、作
業効率が向上します。
マルチベイ
（標準でDVD-ROMドライブ搭載）

フロッピードライブ
（バッテリと交換可能）

バッテリ

モデム/LANポートを標準装備
最適なネットワーク環境を実現する56kbps対応モデムと100BaseTXに対応したネットワークインターフェースを標準装備しています。
● 背面部

● 右側側面

USBポート
パラレルポート
外部ディスプレイポート

PCカードスロット

ネットワークポート TV出力ポート

ポートリプリケ−タ接続用
シリアルポート

モデムポート IrDA赤外線ポート

キーボード/マウスポート

マイクイン/ヘッドフォンアウト

セキュリティ/マネジメント
大切なビジネスデータを確実に守るドライブロック機能
ビジネス活用に欠かせないセキュリティを強
化するために、
ドライブロック機能を採用。ハ
ードドライブへのアクセスをパスワードによ
って制御することで、貴重なデータが流出す
る危険性を軽減します。

製品名
モデル
製品番号
プロセッサ
キャッシュ
メモリ
メモリスロット
（空）
ハードドライブ
フロッピーディスクドライブ
オプティカルドライブ

Armada E500
P1000/15P/128/20/V/C/NW
470016-946
TM
Intel® SpeedStep テクノロジ対応 モバイル Pentium® Ⅲ プロセッサ 1.0GHz※1
32KB、L2キャッシュ:256KB
（CPUに内蔵）
128MB SDRAM 標準
（最大512MB）
※2
2
（1）
※3
20GB内蔵（S.M.A.R.T.準拠）
※4
着脱式 3.5インチ（3モード 1.44MB/1.2MB/720KB）
フロッピーディスクドライブ
着脱式 最大8倍速DVD-ROM
（本体のマルチベイに標準装備）
※5
内蔵
（最大転送速度 データ56kbps/V.90 FAX14.4kbps）
モデム
内蔵100Base-TX/10Base-T
（自動切替え）
ネットワークコントローラ
TM
（2×64ビット AGP）
ATI RAGE Mobility PRO
グラフィックスタイプ
8MB SDRAM
VRAM
15インチTFTカラー液晶ディスプレイ
ディスプレイタイプ
1,400×1,050/SXGA+
（最大1,677万色同時表示可能）
解像度／表示色
640×480
（最大1,677万色同時表示可能）
外部ディスプレイ
800×600
（最大1,677万色同時表示可能）
1,024×768
（最大1,677万色同時表示可能）
1,280×1,024
（最大1,677万色同時表示可能）
1,400×1,050
（最大1,677万色同時表示可能）
1,600×1,200
（最大1,677万色同時表示可能）
タッチパッド
ポインティングデバイス
あり
（4ボタン）
イージーアクセスインターネットボタン
※6
TypeIII×1 または、TypeII/I×2、CardBus/ZVポート対応
PCカードスロット
インターフェース
シリアルポート、パラレルポート、キーボード/マウスポート（分岐ケーブルサポート）
、外部ディスプレイポート、
※7
※8
IrDA赤外線ポート 、拡張コネクタ、TV出力ポート、マイクイン、ヘッドフォンアウト、USBポート
オーディオ機能
ESS Maestro2E/サウンドブラスタプロ互換機能、ステレオスピーカ/内蔵マイクロフォン、音量ボタン
※9
マネジメント機能
パワーマネジメント、ハイバネーション機能、スタンバイ機能、インテリジェント・マネジメント機能
セキュリティ機能
パワーオンパスワード、セットアップパスワード、クイックロック/クイックブランク、セキュリティロック、ドライブロック
サイズ
（幅×奥行×高さ）
31.7×25.7×4.3cm
重量
約3.3kg
消費電力
最大約30W
☆
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
S区分 0.0013
標準バッテリ
リチウムイオンバッテリ
（10.8V、4.8Ah）
※10
約3.5時間、最大3個で約10時間（オプションのリチウムイオンバッテリ及びマルチベイバッテリ使用時）
バッテリ駆動時間
約5時間
（本体電源on時）
、約3時間
（本体電源off時）
バッテリ充電時間
Windows® 2000 Professional/
主なソフトウェア
OS
Windows NT® Workstation 4.0 SP6※11
快適に使用していただくために、Compaqリファレンスガイド、Microsoft® Internet Explorer 5.0
その他
※12
Windows® 2000 Professional、Windows NT® Workstation 4.0 SP6、Windows® 98 Second Edition
対応OS
主な添付品
モデムケーブル、ACアダプタ、電源コード、2極アース付き国内変換プラグ、マルチベイウェイトセーバ、
デュアルベイウエイトセーバ、Microsoft Windowsマニュアル、クイックリストアCD、保証書等
※1 本機能のご利用にあたってはSpeedStepTM ユーティリティをインストールする必要があります。SpeedStepTMユーティリティにつきましてはインターネット
（http://www.compaq.co.jp）
に
て無償でダウンロードすることが可能です。※2 スロット1に128MBメモリを装着済。※3 ハードドライブはOS選択時に、Windows® 2000 Professionalの場合、全領域がFAT32でフォー
マットされます。Windows NT® Workstation 4.0の場合、2GBがFAT16でフォーマットされ、残りはNTFSでフォーマットされています。※4 1.2MBについては読み書きのみ。メディアの
フォーマットはサポートしていません。※5 V.90/K56flex規格に準拠しています最大速度は回線の状態やアプリケーションの設定によっては使用できない場合があります。※6 各社
CardBus/ZV対応PCカード全ての動作を保証するものではありません。※7 Windows NT® Workstation 4.0ではサポートされていません。※8 USBポートをサポートしているOSは現在の
ところWindows® 2000、Windows® Millennium Edition、Windows® 98およびWindows® 95です。各社USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。Windows NT®
Workstation 4.0ではサポートされていません。※9 本機能のご利用にあたってはインテリジェント・マネジメントソフトウェアをインストールする必要があります。※10 バッテリ駆動時間は動作
環境・システム設定により変動します。※11 ご購入後、最初の起動時にどちらをOSとして継続使用するか確認の画面がでてまいります。ここで選択いただいたOSがその時点でインストールさ
れ、それ以降は選択いただいたOSのみが利用可能となり、選択されなかったOSはハードドライブから消去されます。OSのライセンスはいずれか一方となりますのでご了承ください。※12 製
品にプリインストールされている以外のOSをご利用になる場合は、市販品のOSをご購入ください。製品に対応するドライバソフトをインストールする必要があります。ただし、機能に制限が生
じる場合がありますのでご了承ください。
＊ソフトウェアのご案内：ドライバソフトにつきましては、インターネット
（http://www.compaq.co.jp）
にて無償でダウンロードをすることが可能です。
☆エネルギー消費効率とは、省エネ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法で定める複合理論性能で除したものです。数値は、Windows NT® Workstation 4.0を除きます。

ハードドライブのクラッシュを予測する障害管理機能※
ハードドライブ等の障害を予測し、最長72時間
前に警告を通知する障害管理機能など多彩にマ
ネジメント機能を装備。システム導入後の思わぬ
トラブルを防ぎます。
※本機能のご利用にあたってはインテリジェント・マネジメン
トソフトウェアをインストールする必要があります。

オプション製品
●64MBメモリボード
（400312-B21）
●128MBメモリボード
（400313-B21）
●256MBメモリボード
（161554-B21）
●10GBハードドライブ
（212789-B25）
●20GBハードドライブ
（212790-B25）
●マルチベイ用リチウムイオンバッテリ（10.8V、2.8Ah）（387937-B25）

■CarePaq 保証アップグレード ノートブック用

■CarePaq PC OS リストアサービス
（同時購入オプションサービス）

翌日オンサイト

サービス内容

クーリエ

標準保証の内容を3年間（もしくは4年間）
標準保証の内容を3年間（もしくは4年間）の
クーリエサービスにアップグレードします。
翌日オンサイトサービスにアップグレードします。
（お客様の希望される場所へ
※オンサイトサービス（エンジニアによる訪問 ※クーリエサービス
引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス）
修理サービス）
3年用
243610-292

4年用
243611-292

ノートブック A用
¥20,000
¥26,000
注1：ダイレクトプラスで購入する場合の型番です。

!

安全に関するご注意

●CD-RWドライブ
（136186-B25）
●LS-120ドライブ
（197895-B25）
●カーアダプタ
（401043-B25）
●リチウムイオンバッテリパック（E500用）（146252-B25）
●バッテリチャージャ
（135555-291）
●ポートリプリケータ
（382300-291）

3年用
4年用
221113-292
221114-292
（221113-SMB）*注1 （221114-292）*注1
¥11,000
¥18,000

PC OS リストア
サービス内容
3年用
4年用
障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、COMPAQリストアCDを
243614-292
243615-292
使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行うサービスです。
¥7,000
¥9,000
＊CarePaq保証アップグレードのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。ノートブックA用翌日オンサイト
のCarePaq保証アップグレードと同時にご購入ください。
＊本サービスの提供を受ける際には、製品ご購入時に同梱されておりますリストアCDが必要になります。
＊CarePaqの詳細につきましてはインターネットをご参照ください。
http://www.compaq.co.jp/carepaq/

ご使用の際は、
商品に添付されています「快適に使用していただくために」
等をよくお読みの上正しくお使いください。

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、感電等の原因となることがあります。

●Compaqは米国コンパックコンピュータ・コーポレーションの商標です。●Intel®、Pentium®は米国インテル社の商標です。●Microsoft®、MS®、Windows®、Windows NT®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●引用された製品名はそれぞれ各会社の商標もしくは登録商標です。●Windows® 2000およびWindows NT® Workstation 4.0のサポートはマイクロソフト社指定のソリューション
プロバイダーにて有償で受けることが可能です。なおコンパック独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告な
しに変更されることがあります。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。
●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があ
ります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にWindows® 95用、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、DOS/V用等と表記されてい
るソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●コンパックはいかなるプログラム、データま
たは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社で
は一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。●バッテリパックは消耗品です。●使用時間を長くするため、バッテ
リ駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

01.06（35）
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月−金9:00〜12:00/13:00〜17:00 祝日を除く
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