
iMac
インターネットを最も速く簡単に利用できる、iMac。すでに200万人を超す

ユーザに愛用され、世界中で人気を独占したコンピュータが、さらに魅力的に

なって生まれ変わりました。より研ぎ澄まされて、スタイリッシュに。

さらに使いやすく簡単で、そのスピードもいちだんとアップしています。

アップルの先駆的なデジタルビデオ技術を採用した2モデルを含む、新しい

3つのモデルで登場です。



特　長
ハイパフォーマンスをお求めやすい価格で

• 350または400MHzのPowerPC G3プロセッサ
• ATI RAGE 128 VR 2D/3Dグラフィックアクセラレータ
• 最大メモリ512MBまで拡張可能な、64MBまたは

128MBのSDRAM
• 約6GB、約10GB、または約13GBのハードディスクド
ライブ

• スロットイン方式のCD-ROMまたはDVD-ROMドライ
ブ

スピーディで簡単なインターネット接続

• 約10分でインターネットに接続可能なセットアップアシ
スタント

• ネットサーフィン、電子メールの送受信、Webサイトの
作成が可能なインターネットソフトウェアをインストール
済み

• 11Mbpsでワイヤレスネットワーキングが可能なAirMac
をサポート（アンテナ内蔵）

• 高速56kbps V.90モデム*
• 内蔵の10/100BASE-T Ethernetでケーブルやネット
ワークに接続可能

接続後すぐに使えるデジタルビデオ
（iMac DVモデルのみ）

• スロットイン方式のDVD -ROMドライブでDVD
ムービーを再生

• デジタルビデオカメラ、ハードディスク、その他の高
速周辺機器に接続可能なFireWireポート2基

• 高品質のデジタルビデオムービーが、簡単に作成で
きるDVクリエイティブソフトウェア「iMovie」をインス
トール済み

簡単なセットアップと、抜群の使いやすさ

• 必要なものはすべてバンドル。ケーブルを繋ぐだけ
ですぐに使える一体型システム

• 最も使いやすいシステムソフトウェア、Mac OSを搭載
• 仕事やゲームをすぐに開始できるよう、ソフトウェアは
あらかじめインストール済み

• いつでも利用可能な総合オンラインヘルプ

*実際の転送速度は、接続スピードにより異なります。

世界で最も愛されている魅力的なコンピュータに、ますます磨きをかけるために。アップルは、従
来のスタイルを踏襲しつつ、より斬新な素材を使用しました。そして生まれたのが、すべてがま
ったく新しいiMac。かつてないほどに透明感を増したトランスルーセントボディと、抜群の使いや
すさに加え、デジタルビデオ編集機能（iMac DVモデルのみ）やワイヤレスネットワークオプション
も備わっています。

iMacの特長は、シンプルさ。「世界で最もインターネットに近いコンピュータ」と言われるようになっ
たのも、かつてないほどのシンプルさがあってこそです。内蔵の56kモデム*とEthernetポートで、
電話回線、ISDN、ケーブルモデムのどれを使ってもネットサーフィンが可能。新しく追加された
セットアップアシスタントを利用すれば、約10分でインターネットの世界へ飛び込むことができます。ま
た、アップルの新技術、AirMacによって、ホームネットワーキングもさらにシンプルに。AirMacを搭
載した他のコンピュータとインターネット接続の共有はもちろん、自宅、学校、オフィスのどこからで
もワイヤレスネットサーフィンを楽しむことができます。手順は簡単。オプションのAirMacカードを
iMacに差し込んで、AirMacベースステーションを電話回線、ISDNに繋ぐだけ。AirMacベースス
テーションから約45m以内ならどこにいても、仕事に遊びに、インターネットを自由自在に操れま
す。

コンピュータを使ってムービーを再生したい、あるいは自分で制作してみたいという方に、iMac DV

モデルをご提供します。お気に入りのDVDムービーが上映できる自分だけの映画館になるだけ
でなく、デジタルビデオカメラをFireWireポートに接続し、アップルの先進ソフトウェアiMovieを使
えば、プロフェッショナルが使うようなクレジットタイトル、場面転換、特殊効果などを駆使した、自
分だけのデジタルムービーを制作できます。

サウンドもビジュアルに負けてはいません。新しくなったiMacは、ハーマンカードン社のOdyssey

テクノロジーを採用した、迫力満点の新オーディオシステムを搭載しています。また、本体に冷却
ファンを必要としない i M a cは、世界一静かなデスクトップコンピュータ。耳に
入ってくるのは、美しいステレオサウンドだけです。

今すぐやりたいこと、これからやってみたいことにすぐ対応できるのがiMac。USB周辺機器を接
続したり（iMac DVモデルは、FireWireもサポート）、ワイヤレスネットワーキング用のAirMacカード
を差し込んだり、機能の拡張は思いのままです。改良されたアクセスドアにより、AirMacカード
やメモリの増設も数秒で完了します。

常に人より一つ上のモデルを。そう願うユーザには、iMac DV Special Editionがお勧めで
す。iMac DVモデルの機能に加え、グラファイトカラーのボディに、標準の2倍のメモリを搭載。
ハードディスクの容量も大きくなっています。

iMac DVモデルは、プレゼンテーションに威力を発揮するビデオミラーリング機が付属していま
す。また、サーバにMac OS X Serverを用意し、iMacをネットワークに組み込めば、数百台もの
iMacシステムを1つのシステムで管理することが可能になり、日常業務やアップグレードにかかるコ
ストを節減できます。

iMac
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技術仕様

プロセッサおよびメモリ
• 350または400MHz PowerPC G3プロセッサ
• 512Kバックサイド二次キャッシュ
• 100MHzシステムバス
• 64MBまたは128MBのPC100 SDRAM（3.3V駆動、

64ビット幅、168ピン、サイクルタイム100MHz）、64MB、
128MB、または256MBのDIMMを使用した場合、
DIMMスロット×2基で最大512MBまでサポート

ディスプレイ
• 15インチのシャドウマスクCRTディスプレイ（表示可
能領域対角13.8インチ）、0.28mmドットピッチ

• 入力から出力までカラーを正確に表示する
ColorSyncカラーキャリブレーション搭載

• 適切な画像の位置を保つ表示調整機能
• 11˚に傾くフリップアウトフット

グラフィック
• 8MBのSDRAMグラフィックメモリおよびAGP 2X搭
載のATI RAGE 128 VR 2D/3Dグラフィックアクセラ
レータ

• シャープでちらつきのないディスプレイ：
640×480ピクセル/117Hz、800×600ピクセル/

95Hz、または1,024×768ピクセル/75Hz

• 約1,670万色を表示可能な24ビットカラー表示

ドライブ
• 約 6GB、約 10GB、または約 13GBのUltra ATA

ハードディスクドライブ内蔵
• スロットイン方式の24倍速（最大）CD-ROMドライブ
またはスロットイン方式の4倍速（最大）DVD-ROM

ドライブ（DVDビデオディスクの再生用、CD-ROM

は最大24倍速で再生）内蔵
• 外付けUSBドライブをサポート、iMac DVモデルは
外付けFireWireドライブもサポート

通信機能
• K56flex/V.90対応の56kbpsモデム内蔵（RJ-11コネ
クタ）*

• 自動切り替えの10/100BASE-T Ethernetコネクタ
（RJ-45コネクタ）内蔵

• AirMacカード（オプション）用のAirMacワイヤレスネッ
トワークスロット。最高11Mbpsで作動、AirMacベー
スステーションから約45m以内（周囲の環境により
異なります）でワイヤレス接続が可能、電源周波数
2.4GHz、名目出力15dBm、IEEE 802.11bおよび
802.11HR仕様に準拠する他の機器と互換

接続ポート
• 最大12MbpsのUSBポート×2。1ポートあたり最大

500mAで、電源供給が必要なUSB機器をサ
ポート

• 最大400Mbpsで作動する6ピンのFireWireポート
（IEEE 1394）×2（DVモデルのみ）、電源供給が必
要なFireWire機器を6ワットの電力でサポート

オーディオ
• ハーマンカードン社製の高性能オーディオシステム

Odysseyを搭載
• 音声認識およびオーディオ録音用マイクロフォン内蔵
• フロントデュアルミニヘッドフォンジャック
• 最大16ビットステレオサウンドのアナログオーディオ入
力および出力用ミニジャック、44.1kHzのサンプリン
グレート

• 外付けUSBオーディオ機器をサポート

ビデオ（iMac DVモデルのみ）
• 標準VGA出力ポート（15ピンミニD-Subコネクタ）
— ビデオミラーリング対応：内蔵ディスプレイと同一の
画像を外付け機器で表示可能

キーボードおよびマウス
• Apple USB JISキーボード
— USBハブ機能を搭載したポート2基とType AのUSB

コネクタ2基を統合
— フリップアウトフットを備えたポジション調整ス
ロープ（0˚および6˚）

— プログラム可能な12のファンクションキー
• 高解像度（400dpi）のApple USBマウス

電力条件および適合基準
• 電源電圧：100V～260V AC

• 電源周波数：47～63Hz、単相
• 最大消費電力：連続使用時150W

動作環境
• 動作時温度：10˚～35℃
• 保管時温度：40˚～47℃
• 相対湿度：5%～95%（結露しないこと）
• 最高高度：10,000フィート（3,048m）

サイズ/重量
• 幅：38.1cm

• 高さ：38.1cm

• 奥行き：43.5cm

• 重量：15.8kg

* 実際の転送速度は、接続スピードその他の条件により異なります。

仕様一覧
iMac

パフォーマンス比較

プロセッサ・パフォーマンス

iMac
400MHz PowerPC G3 13.1

iMac 
350MHz PowerPC G3 11.5

Pentium III搭載パソコン
550MHz 7.4

Celeron 搭載パソコン
500MHz 6.7

K6-2 搭載パソコン
400MHz 5.5

BYTEmark integer index processor scores © McGraw-Hill.
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仕様一覧
iMac

Copyright 2000 © Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple、Appleロゴ、ClolorSync、FireWire、Mac、Macintosh、QuickTimeは、米国Apple Computer, Inc.の登
録商標です。Apple Store、iMac、iMovieは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。PowerPCは、米国IBM社からのライセンスに基づき使用される、米国IBM社の商標です。
その他記載の会社名、製品名、ソフトウェア名は、一般にその会社の登録商標または商標です。この資料の記載内容は2000年6月現在のものです。この資料に記載された仕
様、デザインなどは予告なく変更することがあります。

以下は全モデルに標準装備されています：
• Apple USB JISキーボード
• Apple USBマウス
• モデムケーブル
• Mac OSシステムソフトウェア
• インターネット、ビジネス、エンターテイメントソフト
ウェア

• マニュアル一式
• 保証書

この他、iMac DVモデルはDVD Playerソフトウェア
およびiMovieソフトウェアを標準装備しています。

インターネットに接続するためには、インターネットサービスプロバイダと契約
する必要があります。ほとんどのソフトウェアはインストールされています。一
部のソフトウェアの使用には付属のCD-ROMが必要です。製品は電子書
類も含みます。バックアップソフトウェアはCD-ROMに含まれています。

デジタルビデオカメラの機種によっては、iMovieの一部の機能を使用できな
い場合があります。最新の対応情報については、www.apple.co.jpをご覧く
ださい。

BTOオプション
Apple Storeでは、上記標準コンフィグレーションに加
え、メモリ、AirMacワイヤレスネットワークオプションな
ど、お客様のご要望に合わせた組み合わせをお選び
いただけます。
BTOオプションの種類と在庫状況についての最新情
報は、www.apple.com/japanstoreでご覧ください。

関連製品
製品名 製品番号
AirMac カード M7600J/B
AirMac ベースステーション M7601J/B

システム構成

iMac
カラー ブルーベリー
プロセッサ 350MHz PowerPC G3

（512Kバックサイドキャッシュ搭載）
メモリ（SDRAM） 64MB

ハードディスクドライブ 約6GB Ultra ATA

光学式ドライブ 24倍速（最大）
CD-ROMドライブ

モデム 56k/V.90

Ethernet 10/100BASE-T

AirMacワイヤレスネットワーク オプション
USBポート 2基（各12Mbps）
FireWireポート –

VGAビデオミラーリング –

エネルギー消費効率 0.0752

iMac DV iMac DV Special Edition
カラー ブルーベリー グラファイト

タンジェリン
グレープ
ストロベリー
ライム

プロセッサ 400MHz PowerPC G3 400MHz PowerPC G3

（512Kバックサイドキャッシュ搭載） （512Kバックサイドキャッシュ搭載）
メモリ（SDRAM） 64MB 128MB

ハードディスクドライブ 約10GB Ultra ATA 約13GB Ultra ATA

光学式ドライブ 4倍速（最大） 4倍速（最大）
DVD-ROMドライブ DVD-ROMドライブ

モデム 56k/V.90 56k/V.90

Ethernet 10/100BASE-T 10/100BASE-T

AirMacワイヤレスネットワーク オプション オプション
USBポート 2基（各12Mbps） 2基（各12Mbps）
FireWireポート 2基 2基
VGAビデオミラーリング ○ ○
エネルギー消費効率 0.0656 0.0656

お問い合わせ先

iMacに関する詳細、ならびにiMacデモ販売店につい
てのお問い合わせは、アップルのWebサイト
www.apple.co.jpをご覧ください。

ご購入前のアップル製品情報についてのお問い合わ
せは、カスタマーインフォメーションライン（CIL）をご利用
ください。
Tel. 0070-800-27753-1 (0070-800-APPLE-1)

（月～金 9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00）

アップルでは高品質の製品をお届けするだけでなく、
カスタマサービスおよびテクニカルサポートにも万全の
体制を整えております。電話やインターネットによるサポ
ートなど、お客様のニーズにお応えできるようさまざまな
サポートをご用意しております。詳しくは
www.apple.co.jp/supportをご覧ください。


