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限定
特価 3,780円税込

注文番号 1802010101ケーブル収納ボックス

■W400×D160×H132mm（Lサイズ）
■材質：ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード

CB-BOXP3BKN2

ICD-PX470F

見苦しい配線がスッキリのLサイズ収納ボックス

限定
特価 4,980円税込

注文番号 1802010102レーザーポインター

約64.7g

■レーザー色：赤色
■レーザー波長：635nm
■レーザー出力：最大1mW
■レーザー到達距離：約100m（夜間時）
　※使用環境によって異なります。 
■使用電池：単四乾電池×2本
■連続照射時間：アルカリ電池/約23時間
　※サンワサプライ社内テスト値であり、
　　保証値ではありません。
■直径12.9×144.5mm（突起部除く） 

LP-RD314GM

UFD-3TC64GW HDPH-UT1シリーズ

SLTF-MCM U3H-T719SBK AS-MPMDM/L

CZV00007

TBマカフィーリブセーフ
３年

Acronis True Image 
2018（5ライセンス）

明るさ2倍の高輝度レーザー光で
的確なプレゼンを

限定
特価 7,480円税込

注文番号 1802010103無線ルーター

約317g

■転送速度：最大1000Mbps
■ポート数：4　
■W36.5×H160×D160mm

WSR-1166DHP3

すべてのポートがGiga対応で
光回線をフル活用

限定
特価 8,980円税込

注文番号 1802010104ICレコーダー

約74g

■カラー：ブラック/ホワイト/ゴールド
■内蔵メモリー：4GB
■対応外部メモリー：microSD/microSDHC　
■最大録音時間：
　LPCM 44.1kHz/16bit 5時間20分
　MP3 192kbps 39時間45分
　MP3 128kbps 59時間35分
　MP3 48kbps（モノラル） 159時間
■W38.3×H114.1×D19.3mm

USBダイレクト接続対応＆乾電池でも使用可能

限定
特価 6,480円税込

注文番号 1802010105USBメモリ

約2.5g

■容量：32GB
■インターフェイス:
　USB Type-Cコネクタ/USB Ver.3.1Gen1準拠
　（USB Ver.3.0/2.0上位互換)
　USB Type Aコネクタ/USB Ver.3.1Gen1準拠
　（USB Ver.3.0/2.0上位互換)
■W17×D6×H27mm

超高速USB3.1に対応した、USB Aコネクタと
Type-Cコネクタ付きコンパクトUSBメモリ

限定
特価 9,980円税込

注文番号 1802010106ポータブルHDD

約160g

■カラー：ミレニアム群青/ブラック/ホワイト
■容量：1TB
■USB 3.0／USB 2.0
　（MicroBコネクター）×1
■W76×H15×D114mm

パソコンのデータバックアップに最適です

限定
特価 2,980円税込

注文番号 1802010107変換アダプタ

約4g

■端子1 : Lightning(メス)
　端子2 : microUSB(オス)

ありそうでなかった、
ライトニング→マイクロUSB
変換アダプタ

限定
特価 7,280円税込

注文番号 1802010108USBハブ

約122.8g

■USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作）、USB1.1
■最大転送速度：USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、
　USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、
　USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
■約W137.5×D37.0×H27.0mm
　(ケーブルを除く)

マグネット付き。セルフパワーでしっかり給電

限定
特価 2,680円税込

注文番号 1802010109マウスパッド

約670g

■素材：表-布（ポリエステル）
　　　 裏-天然ゴム
■760×300×5mm

極厚・超ワイド。なめらかで滑りすぎない操作感

限定
特価 9,980円税込

注文番号 1802010110アークマウス

約82.49g

■Bluetooth® 4.0/4.1
■互換性：Windows 10 / 8.1 / 8
　PC 本体は Bluetooth® 4.0 以上に
　対応している必要があります。
■D131×W55 ×H14 mm

薄く、軽く、携帯性に優れ、手にしっくりとなじみます
バッグでの持ち運びにも便利です。

限定
特価 8,980円税込

注文番号 1802010111ウイルス対策ソフト

■ウイルス対策
■個人情報保護
■フィッシング対策
■迷惑メール対策
■保護者機能

■ファイアウォール
■パスワード管理
■モバイルデバイスの紛失/盗難対策
■モバイルデータのバックアップ/リストア

パソコン・スマホ・タブレットを
これ１つで何台でも守る!

限定
特価 9,980円税込

注文番号 1802010112バックアップソフト

■対応OS：
　Microsoft Windows
　Apple Mac OS X
　iOS 8.0以降
　Android 4.1以降

もうデータは失くさない。
信頼性の高いバックアップを作成

アプライドが厳選する
ご予算別 76
1万円未満
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限定
特価 11,980円税込

注文番号 1802010201ハンディスキャナー

約146g

■ハンディ
■1200 dpi　
■A4
■USB2.0/USB1.1
■単三電池式(電池別売）

サンワサプライ

限定
特価 22,800円税込

注文番号 1802010202ハンディスキャナー

約400g

■シートフィード
■600 dpi　■A4
■USB2.0/USB1.1
■無線LAN：IEEE802.11b/g/n

PSC-11U

限定
特価 12,800円税込

注文番号 1802010205レーザーポインタ

約28g

約30g

■緑色レーザー
■ビーム到達距離：約200m（夜間使用時）
■「戻る」「進む」のプレゼン対応
■単四電池使用（テスト用付属）

エレコム
ELP-GL10PBK

限定
特価 13,800円税込

注文番号 1802010209ポータブルSSD

■外付け
■容量：128GB
■インターフェイス：USB
■安心の5年保証付き
■外寸約：幅101.2×奥31.6×厚8.7mm
■重量約30g

Plexter
EX1-128（Ti-Silver）

限定
特価 16,800円税込

注文番号 1802010213超小型ACアダプタ

約85g

フィンシックス
DART

限定
特価 19,800円税込

注文番号 1802010217ネットワークカメラ

約75g

■300万画素
■15 fps
■IEEE802.11b/g/n
■外寸約：幅41×奥31.4×高95mm
■重量約75g

TS-WRFE

限定
特価 17,800円税込

注文番号 1802010214キーボード

■日本語91
■静電容量無接点方式
■外寸約：幅366×奥169×厚38mm

東プレ
Topre Realforce 91U MODEL:NG0100

限定
特価 26,800円税込

注文番号 1802010215無線ルータ

約970g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■転送速度：866Mbps（5GHz）
■有線ポート数：3
■有線LAN（HUB）速度：
　10/100/1000Mbps

WTR-M2133HP

限定
特価 29,800円税込

注文番号 1802010210ポータブルSSD

約25g

■外付け
■容量：480GB
■インターフェイス：USB
■サイズ約：幅80×奥49.5×厚9.4mm
■重量約25g

グリーンハウス
GH-SSDU3B480 

限定
特価 23,980円税込

注文番号 1802010211HDDケース

約3kg

■3.5 インチ
■4台
■外寸約：幅130×奥260×高185mm
■USB3.0対応

センチュリー

シュナイダーエレクトリック

CRPR35E4U3IS
限定
特価 28,800円税込

注文番号 1802010212NAS

約2.5kg

■ドライブベイ数：2
■容量：HDD2TB
■WEBアクセス対応
■ダイレクトコピー対応
■外寸約：幅87×奥205×高127.5mm

LS220D0202C 

限定
特価 21,980円税込

注文番号 1802010206レーザーポインタ

約210g

■緑色レーザー
■ビーム到達距離：約200m（夜間使用時）
■埃や湿気の多い場所でも安心の
　防塵防滴仕様。
■単四電池使用（テスト用付属）

サンワサプライ
LP-GL1012LED

限定
特価 27,800円税込

注文番号 1802010207レーザーポインタ

約80g

■緑色レーザー
■ビーム到達距離：約200m（夜間使用時）
■ページ送り、スライドショー実行ボタン付き。
■単四電池使用（テスト用付属）

ELP-GP30

限定
特価 15,800円税込

注文番号 1802010204書画カメラ

約405g

■200万画素
■1600×1200ピクセル
■最短接写距離：5cm
■USB2.0

サンワサプライ

サンワサプライ

CMS-V33SVFI-IX100A 
限定
特価 28,800円税込

注文番号 1802010203スキャナ

約4.6kg

■フラットベッド
■4800 dpi　
■A4
■USB2.0/USB1.1

CanoScan 9000F

限定
特価 12,800円税込

注文番号 1802010208プロジェクタ台

約7kg

■材質：スチール（エポキシ紛体塗装）他
■サイズ約：幅640×奥640×高912～1,497mm
■重量約7.0Kｇ
■組立式

100-PRST001

限定
特価 28,800円税込

注文番号 1802010216UPS

約12.6kg

■出力容量：500VA
■出力コンセント数：6個
■充電時間：4時間
■正弦波
■外寸約：幅140×奥359×高167mm
■2年保証
■USBポート付（ケーブル別売り）

SMT500J

限定
特価 24,980円税込

注文番号 1802010221液晶モニター

約5.7kg

■23.8型
■1920×1080 dpi
■DVI×1
　D-Sub×1
　HDMI×1
■5年保証
■外寸約：幅557×奥226×高393mm

LCD-MF244EDSB-F
限定
特価 26,800円税込

注文番号 1802010222液晶ディスプレイ

約4.53kg

■27型
■1920×1080 dpi
■DVI×1
　D-Sub×1
　HDMI×1
■外寸約：幅646×奥240×高471mm

273V5QHABA/11

限定
特価 26,800円税込

注文番号 1802010218ビデオカメラ

約58g

■1680万画素
■デジタルズーム：3倍
■液晶モニター：3インチ
■メモリースティックマイクロ、マイクロSD他
■充電バッテリー
■外寸約：幅24.2×奥83.0×高47.0mm
■撮影時総重量約83g

HDR-AS50 
限定
特価 27,800円税込

注文番号 1802010219デジタルビデオカメラ

約195g

■251万画素　■光学ズーム：40倍　■デジタルズーム：200倍
■液晶モニター：3インチ
■外寸約：幅50×奥116×高57mm
■重量約220g(バッテリ装着時）

GZ-E109（レッド、ホワイト）
ビクター

限定
特価 29,800円税込

注文番号 1802010220シュレッダー

約10kg

■マイクロカット
■細断サイズ：2x12 mm
■A4
■ゴミ箱容量：21 L
■外寸約：幅370×奥275×高590mm

210MC
フェローズ

限定
特価 25,800円税込

注文番号 1802010223レーザー複合機

約11.2kg

■モノクロレーザー　■トナー
■2400×600 dpi　
■A4
■USB
　USB2.0
　有線LAN
　無線LAN

DCP-L2540DW 
限定
特価 26,980円税込

注文番号 1802010224プリンター

約11.4kg

■独立4色
■600×1200 dpi　
■A4
■USB/USB2.0
　有線LAN
　無線LAN
■自動両面プリント

MAXIFY MB5130

最高1200dpiに対応した
ハンディスキャナー

無線LAN対応のモバイルモデル

見やすい緑色レーザー。
プレゼン機能付き。

USB Type-C端子を備えた
高速ポータブルSSD（128GB）

超軽量85g
11種類の変換プラグで
1000機種以上のノートPCに対応

180°パノラマビュー対応ネットワークカメラ
「Qwatch（クウォッチ）」

フリースタイルスタンド＆
広視野角ADSパネル採用

色鮮やかな高品質LED 無線LAN対応　両面モノクロ複合機 高速プリントと低ランニングコストの
スマート複合機

フルハイビジョン＆60倍ズーム！！ブレに強く、スタミナ長持ちの
ベーシック・アクションカム

コンパクトでハイパワーの
デスクサイドモデル

入力時の静かさや抜群のキータッチ感を実現。
また、長時間の使用でも疲れにくく耐久性に優れている一押し！

トライバンド対応。混雑による
パフォーマンスの低下を防止。

定格出力電圧100V
ラインインタラクティブ方式を採用したUPS！

HDDケース4台をひとつに
コンパクトに収納

小型・軽量の高速ストレージ RAID機能搭載 
ネットワーク対応HDD 2TB 

防塵防滴LEDライト付き
グリーンレーザーポインター

連続使用時間60時間！！ 持ち運びするプロジェクタと
セットでお奨め

9600dpiのCCDセンサー採用！！ 「手持ち、スタンド式」の
２Wayスキャナ」

27型
ワイド液晶

23.8型
ワイド液晶

ご
予
算
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データ復旧サービスパック（3年間）
アドレス資料 企画書 リスト

大切なデータが、ある日突然消失。。。
そんな事は本当に急にやって来ます。

万が一の時も
安心！

データ復旧サービス
3年間無料の安心サポート！

誤削除やデータクラッシュ、ディスク
のフォーマットなどデータ損失＆トラ
ブル時、データ復旧をする安心のオプ
ションメニューです。

復旧率94%以上！！
PC・タブレット対応！

本サービスは、メーカー
保証対象外のお客様の
データを復旧します。

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1802010301タブレット

約485g

■CPU：APQ8053（2GHz）
■メモリ:3GB　
■記憶容量：16GB
■無線LAN搭載
■10.1型（1920×1200）
■OS：Android 7.1

PC-TE510HAW

ガラス素材を採用した、美しいスリムボディ

限定
特価 46,980円税込

注文番号 1802010302タブレット

約490g

■CPU：Snapdragon 650（1.8GHz）
■メモリ:4GB　
■記憶容量：32GB
■無線LAN搭載
■9.7型（2048×1536）
■OS：Android 6.0.1

Z500KL-BK32S4

LTE対応　9.7型SIMフリータブレット

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1802010303ペンタブレット

約1.3kg

■筆圧：8192 レベル
■USB

Intuos Pro Large PTH-860/K0 
ワコム

スマートな新デザインのタブレットと
クリエイターのひらめきを直感的に表現する
進化したWacom Pro Pen 2を搭載！

限定
特価 31,800円税込

注文番号 1802010304液晶モニタ

約4.5kg

■27型
■1920×1080 dpi
■DVI×1
　D-Sub×1
　HDMI×1

273V7QDAW/11

存在感のないスリム＆白いデザイン。

明るいオフィスや会議室でも、
照明を落とすことなく鮮明に映像を投写

コンピュータ、モバイル機器とWi-Fi接続！
さらにScanSnap Connect Applicationを使えば、
複数のメンバーで共有して使用することも可能です。

27型
ワイド液晶

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1802010305液晶モニタ

約4.69kg

■27型
■2560×1440 dpi
■D-Sub×1
　HDMI×1
　DisplayPort×1

276E8FJAB/11

Ultra Wide Color の広色域で
鮮明な映像を実現！

iA90倍のハイズーム対応
手軽で便利なデジタルビデオカメラ

27型
ワイド液晶

10.1型
ワイド液晶

9.7型
ワイド液晶

限定
特価 42,800円税込

注文番号 1802010309複合機

約6.7kg

■独立6色
■4800×1200 dpi　
■A4
■USB2.0
　有線LAN
　無線LAN

XK70

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1802010306小型液晶モニタ

約850g

■10.1型
■1280×768 dpi
■HDMI×1
　USB×1

LCD-10000HT
センチュリー

投影型静電容量方式タッチパネルを採用、
10点マルチタッチに対応 10.1型

ワイド液晶

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1802010307モバイルプロジェクタ

約342g

■200ルーメン
■パネル画素数：854×480

S1Travel 
限定
特価 47,800円税込

注文番号 1802010308プロジェクタ

約2.4kg

■3200ルーメン
■パネル画素数：800×600

EB-S05 

限定
特価 36,980円税込

注文番号 1802010313デジタルビデオカメラ

約213g

■1752万画素
■光学ズーム：50倍
■デジタルズーム：500倍
■液晶モニター：2.7インチ

HC-V480MS-W

限定
特価 48,800円税込

注文番号 1802010310スキャナ

約3kg

■シートフィード
■600 dpi　
■A3
■USB3.0/USB2.0/USB1.1

ScanSnap iX500 Sansan Edition
限定
特価 49,800円税込

注文番号 1802010311スキャナ

約3kg

■シートフィード
■600 dpi　
■A3
■USB3.0/USB2.0/USB1.1

FI-IX500A 

扱いやすい縦型スリムタイプ

限定
特価 46,800円税込

注文番号 1802010312ホワイトボード

約16kg

■付属品：マーカー黒・赤・青・緑×各1 
　　　　イレーザー×1 
　　　　ホワイトボードクリーナー

LB2-430SHA
プラス

省電力で運転音も静か

限定
特価 31,800円税込

注文番号 1802010317加湿器

約5.2kg

■気化式
■適用畳数：8.5畳(木造和室)
　　　　 　14畳(プレハブ洋室)
■タンク容量：4.2 L
■加湿量/h：600mL

FE-KXP05-T

デュアルコアCPU搭載 
ネットワーク接続
ハードディスク（NAS） 6TB 

限定
特価 48,800円税込

注文番号 1802010321NAS

■ドライブベイ数：2
■容量：HDD6TB

HDL-AA6

3方向からパワフル吸引。

限定
特価 44,800円税込

注文番号 1802010318空気清浄機

約8.5kg

■ハイブリッド式
■適用畳数：24畳
■フィルター寿命：10年
■清浄時間：10分

MC80U-W
ダイキン

限定
特価 38,800円税込

注文番号 1802010319ポータブルSSD

約30g

■外付け
■容量：480GB

SSD-PM480U3A-S 

本格防水　耐衝撃　防塵　耐寒

限定
特価 37,800円税込

注文番号 1802010314防水デジタルカメラ

約173g

■1600万画素
■光学ズーム：5倍
■デジタルズーム：7.2倍
■液晶モニター：2.7インチ

WG-50BK 
リコー

TASCAMステレオリニアPCMレコーダー史上
最良のオーディオパフォーマンス

限定
特価 49,980円税込

注文番号 1802010315リニアPCMレコーダー

約425g

■電池持続時間：12 時間
■対応メモリー：SDカード
　　　　　　　SDHCカード
　　　　　　　SDXCカード

DR-100MKIII
TASCAM

実践的に利用できる
国語・英語･ドイツ語のコンテンツ対応電子辞書

最大400MB/秒の高速転送

限定
特価 37,980円税込

注文番号 1802010316電子辞書

約265g

■5.3型
■メモリ：100MB
■最大使用可能時間：
　180 時間

XD-G7100

限定
特価 42,800円税込

注文番号 1802010320ポータブルSSD

約25g

■外付け
■容量：512GB

RP-SUD512P3 

多台数接続に強いオフィス向け
ハイエンドルーター

限定
特価 45,980円税込

注文番号 1802010322無線ルーター

約950g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：8

BRT-AC828

コンパクトなベアボーン。 テンプレートデザインのリーズナブルな
WEB制作プラン

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1802010323ベアボーン

■CPU：Core i3-7100U(2.4GHz）
■ドライブ数：2
■メモリ：32GB
■USB3.0×4

BLKNUC7I3DNH9E
インテル

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1802010324ホームページ制作

研究室ホームページ制作（パッケージ5）
APPLIED
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限定
特価 11,980円税込

注文番号 1802010201ハンディスキャナー

約146g

■ハンディ
■1200 dpi　
■A4
■USB2.0/USB1.1
■単三電池式(電池別売）

サンワサプライ

限定
特価 22,800円税込

注文番号 1802010202ハンディスキャナー

約400g

■シートフィード
■600 dpi　■A4
■USB2.0/USB1.1
■無線LAN：IEEE802.11b/g/n

PSC-11U

限定
特価 12,800円税込

注文番号 1802010205レーザーポインタ

約28g

約30g

■緑色レーザー
■ビーム到達距離：約200m（夜間使用時）
■「戻る」「進む」のプレゼン対応
■単四電池使用（テスト用付属）

エレコム
ELP-GL10PBK

限定
特価 13,800円税込

注文番号 1802010209ポータブルSSD

■外付け
■容量：128GB
■インターフェイス：USB
■安心の5年保証付き
■外寸約：幅101.2×奥31.6×厚8.7mm
■重量約30g

Plexter
EX1-128（Ti-Silver）

限定
特価 16,800円税込

注文番号 1802010213超小型ACアダプタ

約85g

フィンシックス
DART

限定
特価 19,800円税込

注文番号 1802010217ネットワークカメラ

約75g

■300万画素
■15 fps
■IEEE802.11b/g/n
■外寸約：幅41×奥31.4×高95mm
■重量約75g

TS-WRFE

限定
特価 17,800円税込

注文番号 1802010214キーボード

■日本語91
■静電容量無接点方式
■外寸約：幅366×奥169×厚38mm

東プレ
Topre Realforce 91U MODEL:NG0100

限定
特価 26,800円税込

注文番号 1802010215無線ルータ

約970g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■転送速度：866Mbps（5GHz）
■有線ポート数：3
■有線LAN（HUB）速度：
　10/100/1000Mbps

WTR-M2133HP

限定
特価 29,800円税込

注文番号 1802010210ポータブルSSD

約25g

■外付け
■容量：480GB
■インターフェイス：USB
■サイズ約：幅80×奥49.5×厚9.4mm
■重量約25g

グリーンハウス
GH-SSDU3B480 

限定
特価 23,980円税込

注文番号 1802010211HDDケース

約3kg

■3.5 インチ
■4台
■外寸約：幅130×奥260×高185mm
■USB3.0対応

センチュリー

シュナイダーエレクトリック

CRPR35E4U3IS
限定
特価 28,800円税込

注文番号 1802010212NAS

約2.5kg

■ドライブベイ数：2
■容量：HDD2TB
■WEBアクセス対応
■ダイレクトコピー対応
■外寸約：幅87×奥205×高127.5mm

LS220D0202C 

限定
特価 21,980円税込

注文番号 1802010206レーザーポインタ

約210g

■緑色レーザー
■ビーム到達距離：約200m（夜間使用時）
■埃や湿気の多い場所でも安心の
　防塵防滴仕様。
■単四電池使用（テスト用付属）

サンワサプライ
LP-GL1012LED

限定
特価 27,800円税込

注文番号 1802010207レーザーポインタ

約80g

■緑色レーザー
■ビーム到達距離：約200m（夜間使用時）
■ページ送り、スライドショー実行ボタン付き。
■単四電池使用（テスト用付属）

ELP-GP30

限定
特価 15,800円税込

注文番号 1802010204書画カメラ

約405g

■200万画素
■1600×1200ピクセル
■最短接写距離：5cm
■USB2.0

サンワサプライ

サンワサプライ

CMS-V33SVFI-IX100A 
限定
特価 28,800円税込

注文番号 1802010203スキャナ

約4.6kg

■フラットベッド
■4800 dpi　
■A4
■USB2.0/USB1.1

CanoScan 9000F

限定
特価 12,800円税込

注文番号 1802010208プロジェクタ台

約7kg

■材質：スチール（エポキシ紛体塗装）他
■サイズ約：幅640×奥640×高912～1,497mm
■重量約7.0Kｇ
■組立式

100-PRST001

限定
特価 28,800円税込

注文番号 1802010216UPS

約12.6kg

■出力容量：500VA
■出力コンセント数：6個
■充電時間：4時間
■正弦波
■外寸約：幅140×奥359×高167mm
■2年保証
■USBポート付（ケーブル別売り）

SMT500J

限定
特価 24,980円税込

注文番号 1802010221液晶モニター

約5.7kg

■23.8型
■1920×1080 dpi
■DVI×1
　D-Sub×1
　HDMI×1
■5年保証
■外寸約：幅557×奥226×高393mm

LCD-MF244EDSB-F
限定
特価 26,800円税込

注文番号 1802010222液晶ディスプレイ

約4.53kg

■27型
■1920×1080 dpi
■DVI×1
　D-Sub×1
　HDMI×1
■外寸約：幅646×奥240×高471mm

273V5QHABA/11

限定
特価 26,800円税込

注文番号 1802010218ビデオカメラ

約58g

■1680万画素
■デジタルズーム：3倍
■液晶モニター：3インチ
■メモリースティックマイクロ、マイクロSD他
■充電バッテリー
■外寸約：幅24.2×奥83.0×高47.0mm
■撮影時総重量約83g

HDR-AS50 
限定
特価 27,800円税込

注文番号 1802010219デジタルビデオカメラ

約195g

■251万画素　■光学ズーム：40倍　■デジタルズーム：200倍
■液晶モニター：3インチ
■外寸約：幅50×奥116×高57mm
■重量約220g(バッテリ装着時）

GZ-E109（レッド、ホワイト）
ビクター

限定
特価 29,800円税込

注文番号 1802010220シュレッダー

約10kg

■マイクロカット
■細断サイズ：2x12 mm
■A4
■ゴミ箱容量：21 L
■外寸約：幅370×奥275×高590mm

210MC
フェローズ

限定
特価 25,800円税込

注文番号 1802010223レーザー複合機

約11.2kg

■モノクロレーザー　■トナー
■2400×600 dpi　
■A4
■USB
　USB2.0
　有線LAN
　無線LAN

DCP-L2540DW 
限定
特価 26,980円税込

注文番号 1802010224プリンター

約11.4kg

■独立4色
■600×1200 dpi　
■A4
■USB/USB2.0
　有線LAN
　無線LAN
■自動両面プリント

MAXIFY MB5130

最高1200dpiに対応した
ハンディスキャナー

無線LAN対応のモバイルモデル

見やすい緑色レーザー。
プレゼン機能付き。

USB Type-C端子を備えた
高速ポータブルSSD（128GB）

超軽量85g
11種類の変換プラグで
1000機種以上のノートPCに対応

180°パノラマビュー対応ネットワークカメラ
「Qwatch（クウォッチ）」

フリースタイルスタンド＆
広視野角ADSパネル採用

色鮮やかな高品質LED 無線LAN対応　両面モノクロ複合機 高速プリントと低ランニングコストの
スマート複合機

フルハイビジョン＆60倍ズーム！！ブレに強く、スタミナ長持ちの
ベーシック・アクションカム

コンパクトでハイパワーの
デスクサイドモデル

入力時の静かさや抜群のキータッチ感を実現。
また、長時間の使用でも疲れにくく耐久性に優れている一押し！

トライバンド対応。混雑による
パフォーマンスの低下を防止。

定格出力電圧100V
ラインインタラクティブ方式を採用したUPS！

HDDケース4台をひとつに
コンパクトに収納

小型・軽量の高速ストレージ RAID機能搭載 
ネットワーク対応HDD 2TB 

防塵防滴LEDライト付き
グリーンレーザーポインター

連続使用時間60時間！！ 持ち運びするプロジェクタと
セットでお奨め

9600dpiのCCDセンサー採用！！ 「手持ち、スタンド式」の
２Wayスキャナ」

27型
ワイド液晶

23.8型
ワイド液晶
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データ復旧サービスパック（3年間）
アドレス資料 企画書 リスト

大切なデータが、ある日突然消失。。。
そんな事は本当に急にやって来ます。

万が一の時も
安心！

データ復旧サービス
3年間無料の安心サポート！

誤削除やデータクラッシュ、ディスク
のフォーマットなどデータ損失＆トラ
ブル時、データ復旧をする安心のオプ
ションメニューです。

復旧率94%以上！！
PC・タブレット対応！

本サービスは、メーカー
保証対象外のお客様の
データを復旧します。

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1802010301タブレット

約485g

■CPU：APQ8053（2GHz）
■メモリ:3GB　
■記憶容量：16GB
■無線LAN搭載
■10.1型（1920×1200）
■OS：Android 7.1

PC-TE510HAW

ガラス素材を採用した、美しいスリムボディ

限定
特価 46,980円税込

注文番号 1802010302タブレット

約490g

■CPU：Snapdragon 650（1.8GHz）
■メモリ:4GB　
■記憶容量：32GB
■無線LAN搭載
■9.7型（2048×1536）
■OS：Android 6.0.1

Z500KL-BK32S4

LTE対応　9.7型SIMフリータブレット

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1802010303ペンタブレット

約1.3kg

■筆圧：8192 レベル
■USB

Intuos Pro Large PTH-860/K0 
ワコム

スマートな新デザインのタブレットと
クリエイターのひらめきを直感的に表現する
進化したWacom Pro Pen 2を搭載！

限定
特価 31,800円税込

注文番号 1802010304液晶モニタ

約4.5kg

■27型
■1920×1080 dpi
■DVI×1
　D-Sub×1
　HDMI×1

273V7QDAW/11

存在感のないスリム＆白いデザイン。

明るいオフィスや会議室でも、
照明を落とすことなく鮮明に映像を投写

コンピュータ、モバイル機器とWi-Fi接続！
さらにScanSnap Connect Applicationを使えば、
複数のメンバーで共有して使用することも可能です。

27型
ワイド液晶

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1802010305液晶モニタ

約4.69kg

■27型
■2560×1440 dpi
■D-Sub×1
　HDMI×1
　DisplayPort×1

276E8FJAB/11

Ultra Wide Color の広色域で
鮮明な映像を実現！

iA90倍のハイズーム対応
手軽で便利なデジタルビデオカメラ

27型
ワイド液晶

10.1型
ワイド液晶

9.7型
ワイド液晶

限定
特価 42,800円税込

注文番号 1802010309複合機

約6.7kg

■独立6色
■4800×1200 dpi　
■A4
■USB2.0
　有線LAN
　無線LAN

XK70

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1802010306小型液晶モニタ

約850g

■10.1型
■1280×768 dpi
■HDMI×1
　USB×1

LCD-10000HT
センチュリー

投影型静電容量方式タッチパネルを採用、
10点マルチタッチに対応 10.1型

ワイド液晶

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1802010307モバイルプロジェクタ

約342g

■200ルーメン
■パネル画素数：854×480

S1Travel 
限定
特価 47,800円税込

注文番号 1802010308プロジェクタ

約2.4kg

■3200ルーメン
■パネル画素数：800×600

EB-S05 

限定
特価 36,980円税込

注文番号 1802010313デジタルビデオカメラ

約213g

■1752万画素
■光学ズーム：50倍
■デジタルズーム：500倍
■液晶モニター：2.7インチ

HC-V480MS-W

限定
特価 48,800円税込

注文番号 1802010310スキャナ

約3kg

■シートフィード
■600 dpi　
■A3
■USB3.0/USB2.0/USB1.1

ScanSnap iX500 Sansan Edition
限定
特価 49,800円税込

注文番号 1802010311スキャナ

約3kg

■シートフィード
■600 dpi　
■A3
■USB3.0/USB2.0/USB1.1

FI-IX500A 

扱いやすい縦型スリムタイプ

限定
特価 46,800円税込

注文番号 1802010312ホワイトボード

約16kg

■付属品：マーカー黒・赤・青・緑×各1 
　　　　イレーザー×1 
　　　　ホワイトボードクリーナー

LB2-430SHA
プラス

省電力で運転音も静か

限定
特価 31,800円税込

注文番号 1802010317加湿器

約5.2kg

■気化式
■適用畳数：8.5畳(木造和室)
　　　　 　14畳(プレハブ洋室)
■タンク容量：4.2 L
■加湿量/h：600mL

FE-KXP05-T

デュアルコアCPU搭載 
ネットワーク接続
ハードディスク（NAS） 6TB 

限定
特価 48,800円税込

注文番号 1802010321NAS

■ドライブベイ数：2
■容量：HDD6TB

HDL-AA6

3方向からパワフル吸引。

限定
特価 44,800円税込

注文番号 1802010318空気清浄機

約8.5kg

■ハイブリッド式
■適用畳数：24畳
■フィルター寿命：10年
■清浄時間：10分

MC80U-W
ダイキン

限定
特価 38,800円税込

注文番号 1802010319ポータブルSSD

約30g

■外付け
■容量：480GB

SSD-PM480U3A-S 

本格防水　耐衝撃　防塵　耐寒

限定
特価 37,800円税込

注文番号 1802010314防水デジタルカメラ

約173g

■1600万画素
■光学ズーム：5倍
■デジタルズーム：7.2倍
■液晶モニター：2.7インチ

WG-50BK 
リコー

TASCAMステレオリニアPCMレコーダー史上
最良のオーディオパフォーマンス

限定
特価 49,980円税込

注文番号 1802010315リニアPCMレコーダー

約425g

■電池持続時間：12 時間
■対応メモリー：SDカード
　　　　　　　SDHCカード
　　　　　　　SDXCカード

DR-100MKIII
TASCAM

実践的に利用できる
国語・英語･ドイツ語のコンテンツ対応電子辞書

最大400MB/秒の高速転送

限定
特価 37,980円税込

注文番号 1802010316電子辞書

約265g

■5.3型
■メモリ：100MB
■最大使用可能時間：
　180 時間

XD-G7100

限定
特価 42,800円税込

注文番号 1802010320ポータブルSSD

約25g

■外付け
■容量：512GB

RP-SUD512P3 

多台数接続に強いオフィス向け
ハイエンドルーター

限定
特価 45,980円税込

注文番号 1802010322無線ルーター

約950g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：8

BRT-AC828

コンパクトなベアボーン。 テンプレートデザインのリーズナブルな
WEB制作プラン

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1802010323ベアボーン

■CPU：Core i3-7100U(2.4GHz）
■ドライブ数：2
■メモリ：32GB
■USB3.0×4

BLKNUC7I3DNH9E
インテル

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1802010324ホームページ制作

研究室ホームページ制作（パッケージ5）
APPLIED
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限定
特価 59,800円税込

注文番号 1802010401レーザープリンタ

約32kg

■カラーレーザー　■トナー
■600×1200 dpi　
■A3
■USB2.0
　有線LAN

C811dn
沖データ

3月まで。アプライドだけの特別プライス！

限定
特価 99,800円税込

注文番号 1802010403レーザー複合機

約29.7kg

■カラーレーザー　■トナー
■600×2400 dpi　
■A4
■USB
　USB2.0
　有線LAN
　無線LAN

MFC-L9570CDW

卓上カラー複合機のお奨め製品

限定
特価 65,980円税込

注文番号 1802010410オーディオプレーヤー

約157g

■3.1型
■800×480 dpi
■記憶容量：64GB
■再生時間：30 時間
■USB2.0
　Bluetooth

NW-ZX300-S

ハイレゾの、真の魅力を、ここから

27型
ワイド液晶

限定
特価 69,800円税込

注文番号 1802010407ビデオカメラ

約352g

■1891万画素
■光学ズーム：20倍
■デジタルズーム：250倍
■液晶モニター：3インチ

HC-VX985M

デジタル4Kビデオカメラ

限定
特価 69,800円税込

注文番号 1802010402エコタンク搭載プリンター

約8kg

■インクジェット　■独立5色
■5760×1440 dpi　
■A4
■USB2.0
　有線LAN
　無線LAN

EW-M770T

2つのブラックインクで様々な
コンテンツがプリントできる
A4スタイリッシュモデル。

4K対応、42.5インチ４Ｋ対応ＬＥＤバックライト搭載
液晶モニター　

限定
特価 99,800円税込

注文番号 1802010406液晶モニタ

約8.1kg

■27型
■2560×1440 dpi
■HDMI×1
　USB 3.1 Type-C×1
　DisplayPort×1

EV2780-WT
EIZO

大画面27.0型フレームレスモデル40型
ワイド液晶

限定
特価 89,800円税込

注文番号 1802010404液晶ディスプレイ

約11.6kg

■40型
■3840×2160 dpi
■D-Sub×1
　HDMI1.4×1
　HDMI2.0×1
　DisplayPort×2

BDM4037UW11

限定
特価 99,800円税込

注文番号 1802010412NASパック

APPLIED高耐久
NASパック（WDRedHDD2TB×2）

APPLIED

42.5型
ワイド液晶

3.1型
ワイド液晶

限定
特価 89,800円税込

注文番号 1802010405モニタ

約9.1kg

■42.5型
■3840×2160 dpi
■D-Sub×1
　HDMI×3
　DisplayPort×1

LCD-M4K431XDB

「視聴」から「体験」へ。
映像の楽しみ方がひろがる。
映像視聴やドローンの撮影動画のチェックに

「データ共有」「データの安全性」に秀でた
LAN 接続ハードディスクで
利便性が飛躍的にアップ！
導入・設置から詳細な設定まで、
全てアプライドにお任せください!!

限定
特価 84,000円税込

注文番号 1802010411スマートグラス

約69g

■ヘッドマウントディスプレイ
■解像度：1280×720

BT-300 

塵埃の侵入を防ぐカラーホイールセンサー搭載

限定
特価 89,800円税込

注文番号 1802010409プロジェクタ

約2.6kg

■3400ルーメン
■パネル画素数：1280×800

MW826ST 
BENQ

独自の高精度AF技術
「デュアルピクセルCMOS AF」搭載

限定
特価 98,980円税込

注文番号 1802010408一眼カメラ

約380g

■2580万画素(総画素)
　2420万画素(有効画素)
■撮影感度：標準：ISO100～25600
■液晶モニター：3.2インチ

EOS M5 EF-M15-45 
IS STM レンズキット
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安心のパソコン延長保証に、各種設定サポートをセットに
した、パソコンご購入時のトータルサポートサービス！

研究室PCスタート導入パック研究室PCスタート導入パック

13,800円税込

パソコン修理
延長保証
期間中は上限金額まで
何回でも修理可能です！

年間3パソコン修理
延長保証
期間中は上限金額まで
何回でも修理可能です！

年間3
※修理上限金額はご購入金額までとし、
　免責は修理代金の30%となります。延長保証 メモリ増設OSアップデート データ移行

リカバリ
ディスク作成

各種周辺機器設定
ソフトインストール

延長保証3年に初期設定＆Windowsアップデートの

スタンダードプラン！
プラン 

S 初期の導入時に必要な事を
サポートします！

プラン 

L
3年間
延長保証
3年間
延長保証 初期設定初期設定

Windows
アップデート
Windows
アップデート

3年間
延長保証
3年間
延長保証 初期設定初期設定

Windows
アップデート
Windows
アップデート

リカバリ
ディスク作成
リカバリ
ディスク作成

PCスタート
導入パック 19,800円

税込
PCスタート
導入パック

限定
特価 199,800円税込

注文番号 1802010501ALTEEM NAS導入パック

NAS本体（4ベイ用）+HDD16TB〔WD RED採用〕
（4TB×4本）初期設定付　

アプライド

複数のPCデーター、学生のファイルデーターを
共有化されたい先生にお勧めです。

限定
特価 129,800円税込

注文番号 1802010502一眼カメラ

約485g

■一眼レフ
■2580万画素(総画素)
　2420万画素(有効画素)
■撮影感度：標準：ISO100～25600
　　　　　 拡張：ISO51200
■液晶モニター：3インチ

EOS Kiss X9i・EF-S18-135 IS USM 
レンズキット

イチガン画質をスマホでシェア

31.5型
ワイド液晶

限定
特価 182,800円税込

注文番号 1802010504液晶モニタ

約10.6kg

■31.5型
■3840×2160 dpi
■DVI×1
　HDMI×1
　DisplayPort×2

EV3237-GY
EIZO

4K UHD（3840×2160）解像度の
広視野角IPSパネル採用

限定
特価 124,800円税込

注文番号 1802010505ブルーレイディスクレコーダー 

約4.8kg

■HDD容量：4TB
■HDMI端子
　LAN端子
　光デジタル端子
　USB端子

DMR-UBX4030 

最大6ch×28日間ぜんぶ自動録画

限定
特価 174,800円税込

注文番号 1802010503液晶ペンタブレット

約1.5kg

■筆圧：8192 レベル
■USB

DTH-1620/K0
ワコム

クリエイターの理想に応える
次世代Cintiqシリーズ

限定
特価 134,800円税込

注文番号 18020105063Dプリンタ

約23.5kg

■最大造形サイズ：
　200×200×200mm
■USB2.0
　Wi-Fi

3F1ASXJP00F 
XYZプリンティングジャパン 

プロフェッショナル向け
ハイスペック3Dプリンター複合機 

限定
特価 157,800円税込

注文番号 1802010507プロジェクタ

約1.8kg

■最大輝度：3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800

EB-1785W

外出先での会議・プレゼンに最適

限定
特価 199,800円税込

注文番号 1802010510書画カメラ

約4.6kg

■340万画素
■光学ズーム：16倍
■デジタルズーム：8倍
■1920×1080 dpi

P10HD
エルモ

340万画素フルハイビジョン

限定
特価 199,800円税込

注文番号 1802010511ドローン

約1.368kg

■200万画素
■4096×2160 dpi
■操作可能距離：4000 m
■飛行時間：30分
■充電時間：80分

Phantom4 advanced+
DJI

2000漫画蘇CMOSカメラ、
最大飛行時間約30分

限定
特価 119,800円税込

注文番号 1802010512液晶TV

約25.5kg

■50型
■3840×2160 dpi
■D-sub15pin

LC-50U45

4K人気テレビ

限定
特価 199,800円税込

注文番号 1802010509デジタルカメラ

約645g

■2177万画素(総画素)
　2033万画素(有効画素)
■液晶モニター：3.2インチ

DC-GH5M-K

世界初4K/60P動画記録

限定
特価 199,800円税込

注文番号 1802010508A3カラーレーザー複合機

約62kg

■カラーレーザー　■トナー
■600×1200 dpi　
■A3
■USB2.0
　有線LAN
　無線LAN

MC843dnw
OKI

50型
ワイド液晶
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限定
特価 59,800円税込

注文番号 1802010401レーザープリンタ

約32kg

■カラーレーザー　■トナー
■600×1200 dpi　
■A3
■USB2.0
　有線LAN

C811dn
沖データ

3月まで。アプライドだけの特別プライス！

限定
特価 99,800円税込

注文番号 1802010403レーザー複合機

約29.7kg

■カラーレーザー　■トナー
■600×2400 dpi　
■A4
■USB
　USB2.0
　有線LAN
　無線LAN

MFC-L9570CDW

卓上カラー複合機のお奨め製品

限定
特価 65,980円税込

注文番号 1802010410オーディオプレーヤー

約157g

■3.1型
■800×480 dpi
■記憶容量：64GB
■再生時間：30 時間
■USB2.0
　Bluetooth

NW-ZX300-S

ハイレゾの、真の魅力を、ここから

27型
ワイド液晶

限定
特価 69,800円税込

注文番号 1802010407ビデオカメラ

約352g

■1891万画素
■光学ズーム：20倍
■デジタルズーム：250倍
■液晶モニター：3インチ

HC-VX985M

デジタル4Kビデオカメラ

限定
特価 69,800円税込

注文番号 1802010402エコタンク搭載プリンター

約8kg

■インクジェット　■独立5色
■5760×1440 dpi　
■A4
■USB2.0
　有線LAN
　無線LAN

EW-M770T

2つのブラックインクで様々な
コンテンツがプリントできる
A4スタイリッシュモデル。

4K対応、42.5インチ４Ｋ対応ＬＥＤバックライト搭載
液晶モニター　

限定
特価 99,800円税込

注文番号 1802010406液晶モニタ

約8.1kg

■27型
■2560×1440 dpi
■HDMI×1
　USB 3.1 Type-C×1
　DisplayPort×1

EV2780-WT
EIZO

大画面27.0型フレームレスモデル40型
ワイド液晶

限定
特価 89,800円税込

注文番号 1802010404液晶ディスプレイ

約11.6kg

■40型
■3840×2160 dpi
■D-Sub×1
　HDMI1.4×1
　HDMI2.0×1
　DisplayPort×2

BDM4037UW11

限定
特価 99,800円税込

注文番号 1802010412NASパック

APPLIED高耐久
NASパック（WDRedHDD2TB×2）

APPLIED

42.5型
ワイド液晶

3.1型
ワイド液晶

限定
特価 89,800円税込

注文番号 1802010405モニタ

約9.1kg

■42.5型
■3840×2160 dpi
■D-Sub×1
　HDMI×3
　DisplayPort×1

LCD-M4K431XDB

「視聴」から「体験」へ。
映像の楽しみ方がひろがる。
映像視聴やドローンの撮影動画のチェックに

「データ共有」「データの安全性」に秀でた
LAN 接続ハードディスクで
利便性が飛躍的にアップ！
導入・設置から詳細な設定まで、
全てアプライドにお任せください!!

限定
特価 84,000円税込

注文番号 1802010411スマートグラス

約69g

■ヘッドマウントディスプレイ
■解像度：1280×720

BT-300 

塵埃の侵入を防ぐカラーホイールセンサー搭載

限定
特価 89,800円税込

注文番号 1802010409プロジェクタ

約2.6kg

■3400ルーメン
■パネル画素数：1280×800

MW826ST 
BENQ

独自の高精度AF技術
「デュアルピクセルCMOS AF」搭載

限定
特価 98,980円税込

注文番号 1802010408一眼カメラ

約380g

■2580万画素(総画素)
　2420万画素(有効画素)
■撮影感度：標準：ISO100～25600
■液晶モニター：3.2インチ

EOS M5 EF-M15-45 
IS STM レンズキット
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安心のパソコン延長保証に、各種設定サポートをセットに
した、パソコンご購入時のトータルサポートサービス！

研究室PCスタート導入パック研究室PCスタート導入パック

13,800円税込

パソコン修理
延長保証
期間中は上限金額まで
何回でも修理可能です！

年間3パソコン修理
延長保証
期間中は上限金額まで
何回でも修理可能です！

年間3
※修理上限金額はご購入金額までとし、
　免責は修理代金の30%となります。延長保証 メモリ増設OSアップデート データ移行

リカバリ
ディスク作成

各種周辺機器設定
ソフトインストール

延長保証3年に初期設定＆Windowsアップデートの

スタンダードプラン！
プラン 

S 初期の導入時に必要な事を
サポートします！

プラン 

L
3年間
延長保証
3年間
延長保証 初期設定初期設定

Windows
アップデート
Windows
アップデート

3年間
延長保証
3年間
延長保証 初期設定初期設定

Windows
アップデート
Windows
アップデート

リカバリ
ディスク作成
リカバリ
ディスク作成

PCスタート
導入パック 19,800円

税込
PCスタート
導入パック

限定
特価 199,800円税込

注文番号 1802010501ALTEEM NAS導入パック

NAS本体（4ベイ用）+HDD16TB〔WD RED採用〕
（4TB×4本）初期設定付　

アプライド

複数のPCデーター、学生のファイルデーターを
共有化されたい先生にお勧めです。

限定
特価 129,800円税込

注文番号 1802010502一眼カメラ

約485g

■一眼レフ
■2580万画素(総画素)
　2420万画素(有効画素)
■撮影感度：標準：ISO100～25600
　　　　　 拡張：ISO51200
■液晶モニター：3インチ

EOS Kiss X9i・EF-S18-135 IS USM 
レンズキット

イチガン画質をスマホでシェア

31.5型
ワイド液晶

限定
特価 182,800円税込

注文番号 1802010504液晶モニタ

約10.6kg

■31.5型
■3840×2160 dpi
■DVI×1
　HDMI×1
　DisplayPort×2

EV3237-GY
EIZO

4K UHD（3840×2160）解像度の
広視野角IPSパネル採用

限定
特価 124,800円税込

注文番号 1802010505ブルーレイディスクレコーダー 

約4.8kg

■HDD容量：4TB
■HDMI端子
　LAN端子
　光デジタル端子
　USB端子

DMR-UBX4030 

最大6ch×28日間ぜんぶ自動録画

限定
特価 174,800円税込

注文番号 1802010503液晶ペンタブレット

約1.5kg

■筆圧：8192 レベル
■USB

DTH-1620/K0
ワコム

クリエイターの理想に応える
次世代Cintiqシリーズ

限定
特価 134,800円税込

注文番号 18020105063Dプリンタ

約23.5kg

■最大造形サイズ：
　200×200×200mm
■USB2.0
　Wi-Fi

3F1ASXJP00F 
XYZプリンティングジャパン 

プロフェッショナル向け
ハイスペック3Dプリンター複合機 

限定
特価 157,800円税込

注文番号 1802010507プロジェクタ

約1.8kg

■最大輝度：3200ルーメン
■パネル画素数：1280×800

EB-1785W

外出先での会議・プレゼンに最適

限定
特価 199,800円税込

注文番号 1802010510書画カメラ

約4.6kg

■340万画素
■光学ズーム：16倍
■デジタルズーム：8倍
■1920×1080 dpi

P10HD
エルモ

340万画素フルハイビジョン

限定
特価 199,800円税込

注文番号 1802010511ドローン

約1.368kg

■200万画素
■4096×2160 dpi
■操作可能距離：4000 m
■飛行時間：30分
■充電時間：80分

Phantom4 advanced+
DJI

2000漫画蘇CMOSカメラ、
最大飛行時間約30分

限定
特価 119,800円税込

注文番号 1802010512液晶TV

約25.5kg

■50型
■3840×2160 dpi
■D-sub15pin

LC-50U45

4K人気テレビ

限定
特価 199,800円税込

注文番号 1802010509デジタルカメラ

約645g

■2177万画素(総画素)
　2033万画素(有効画素)
■液晶モニター：3.2インチ

DC-GH5M-K

世界初4K/60P動画記録

限定
特価 199,800円税込

注文番号 1802010508A3カラーレーザー複合機

約62kg

■カラーレーザー　■トナー
■600×1200 dpi　
■A3
■USB2.0
　有線LAN
　無線LAN

MC843dnw
OKI

50型
ワイド液晶
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