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●オーバークロック（4.0GHz）設定済み
●セキュリティチップ（TPM）搭載
●OS：Windows10 Pro 64bit or
 　　　Linux（CentOS/Ubuntu）インストール代行＋Update
●CPU：Core i7-7800X（3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB)
●メモリ：32GB 高品質（DDR4-2666/8GB×4）
●NVMe M.2 SSD 500GB（R:3200MB/s W:1800MB/s）
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●VGA：Quadro P600 GDDR5/2GB
●電源：550W 80Plus Platinum　●保証：3年間センドバック保証

365,040365,040円税込限定
特価

注文番号 1806010103

CERVO Rapid Type-Tower X7
Skylake-X Core i9搭載

●オーバークロック（4.0GHz）設定済み
●セキュリティチップ（TPM）搭載
●OS：Windows10 Pro 64bit or
 　　　Linux（CentOS/Ubuntu）インストール代行＋Update
●CPU：Core i9-7900X（3.3[TB4.3]GHz、10C/20T/13.75MB)
●メモリ：64GB 高品質（DDR4-2666/16GB×4）
●NVMe M.2 SSD 500GB（R:3200MB/s W:1800MB/s）
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●VGA：Quadro P600 GDDR5/2GB
●電源：650W 80Plus Platinum　●保証：3年間センドバック保証

559,440559,440円税込限定
特価

注文番号 1806010104

CERVO Rapid Type-Tower X9

超高速「NVMe/M.2-SSD」搭載 静音モデル

●セキュリティチップ（TPM）搭載
●OS：Windows10 Pro 64bit or
 　　　Linux（Ubuntu）インストール代行＋Update
●CPU：Core i7-8700（3.2[TB4.6]GHz、6C/12T/12MB)
●メモリ：8GB 高品質（DDR4-2666/4GB×2）
●NVMe M.2 SSD 250GB（R:3200MB/s W:1500MB/s）
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●VGA：Quadro P400 GDDR5/2GB
●電源：300W 80Plus Bronze　●保証：3年間センドバック保証

213,840213,840円税込限定
特価

注文番号 1806010101

CERVO Rapid Type-Slim8
最新プロセッサー Coffee Lake 搭載モデル

●オーバークロック（4.0GHz）設定済み
●セキュリティチップ（TPM）搭載
●OS：Windows10 Pro 64bit or
 　　　Linux（Ubuntu）インストール代行＋Update
●CPU：Core i7-8700K（3.7[TB4.7]GHz、6C/12T/12MB)
●メモリ：16GB 高品質（DDR4-2666/8GB×2）
●NVMe M.2 SSD 250GB（R:3200MB/s W:1500MB/s）
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●VGA：Quadro P600 GDDR5/2GB
●電源：550W 80Plus Platinum　●保証：3年間センドバック保証

267,840267,840円税込限定
特価

注文番号 1806010102

CERVO Rapid Type-Tower8

アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！

NEW
モデル

NEW
モデル

NEW
モデル

NEW
モデル

Linux
対応

Linux
対応

Linux
対応

Linux
対応

ストレージには、PCIe 接続（NVMe プロトコル）の M.2-SSD を採用。 従来モデルの M.2/SSD に比べ約 3 倍、一般的な SATA SSD に比べ約 5 倍の読み出し性能を
実現しています ( 最大理論値 ) 。 CAD 設計、ビッグデータ解析、エンジニアリングシミュレーションなどシステムに大きな負荷のかかるワークロードで、高性能
PCやワークステーションのシステム処理能力を最大化します。250GB（Read:3,200MB/s Write:1,500MB/s）　500GB（Read：3,200MB/s　Write：1,800MB/s）
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インテル®Coffee Lake版 Gen8 
i7・Skylake-X版 i7/i9 搭載

低消費電力！
80 Plus Platinum / Bronze 
電源を搭載

OpenGL4.5対応
NVIDIA Quadro
P400/P600 搭載 CPUの潜在能力を追求した

4.0GHzオーバークロック構成

ストレージには、PCIe 接続（NVMe プロトコル）の M.2-SSD を採用。 従来モデルの M.2/SSD に比べ約 3 倍、一般的な SATA SSD に比べ約 5 倍の読み出し性能を

通常のSSDより最大5倍高速（読込）な次世代ストレージ
NVMe/M.2-SSDを搭載

いち早く最新 CPU や高速ストレージに対応し、常に速さを追
求してきた CERVO Rapid シリーズ。
スリムモデルも 2017 年 10 月リリースの第 8 世代 Core i7 搭載
モデルに生まれ変わりました。
Skylake-X世代のCore i9/i7を搭載したモデルもラインアップ！
簡易計算用途でも選択されています。

コンピューターやサーバーの電源が 20%～ 100% の負荷環境下に
おいて電源交換効率80%以上がスタンダードという基準に対して、
80Plus Platinum は 20% 負荷時に 90% 以上、50% 負荷時に 92%
以上、100% 負荷時に 89% 以上の効率性を発揮する電源ユニット
を標準採用（スリムモデル除く）しています。
※スリムモデルは 80Plus Bronze

CERVO Rapid シリーズでは、更に速さを追求するべく Type-Tower の 3 機種
でオーバークロック構成としました。4.0GHz にオーバークロックすること
で発生する熱処理や電源負荷を考慮した構成で、オーバークロックモデルで
ありながら安定した動作を実現します。

CAD やデジタルコンテンツ制作、ビジュアライゼーションアプリケーションを強力にサ
ポートする最新のグラフィックスボードを採用。 OpenGL 対応アプリケーション向けに最
適化され、インタラクティブ性を犠牲にすることなくより複雑なコンテンツを扱えます。

アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！アプライドオリジナルおすすめデスクトップパソコン！！

CERVO Rapid
シリーズパソコンの起動は一瞬、データへのアクセスも超高速、高耐久パーツを使用!!
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ノートパソコン ノートパソコン
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注文番号 1806010201

■Core i5-7200U(2.5GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
　→SSD320GB
■DVD-マルチ　
■15.6型（1366×768）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

80WQA021JP/SBZ80WQA021JP/SBZ

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

バッテリー駆動
約5.9時間約2.03kg

SSD          GBカスタマイズ価格320

PB45DNAD4NAAD11PB45DNAD4NAAD11

　　　　 ＋SSD          GB
カスタマイズ価格

320T-trip

129,800円税込

89,800円税込
限定特価 69,80069,800円税込

SSD          GBカスタマイズ価格320

69,800円税込
限定特価 49,80049,800円税込

80XH01M1JP80XH01M1JP
　　　　 ＋SSD          GB

カスタマイズ価格
512T-trip

129,800円税込
限定特価 89,80089,800円税込

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

CFSZ6PDLQR BZCFSZ6PDLQR BZ

15.6型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

バッテリー駆動
約14.5時間約929g

SSD   TBカスタマイズ価格1

　　　　 ＋SSD   TB
カスタマイズ価格

1T-trip

269,800円税込

249,800円税込
限定特価 189,800189,800円税込

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

15.6型
ワイド液晶

バッテリー駆動
約4.8時間約2.2kg

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

12.1型
ワイド液晶

注文番号 1806010203

■Core i5-7200U(2.5GHz)
■メモリ：8GB
■SSD：256GB→1TB
■DVD-マルチ　
■12.1型
　（1920×1200）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約8時間約2.3kg

約1.49kg

約1.06kg

バッテリー駆動
約5.4時間約2.3kg

約1.8kg

約1.124kg

注文番号 1806010202

■Core i3-6006U(2GHz)
■メモリ：4GB　
■SSD：512GB
■DVD-マルチ　
■15.6型
　（1366×768）
■無線LAN搭載　
■Win10 Home 64bit

注文番号 1806010204

■Core i7-7500U
　(2.7GHz)
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
　→SSD：1TB
■DVD-マルチ　
■15.6型
　（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010205

■Celeron 3855U
　(1.6GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
　→SSD320GB
■DVD-マルチ　
■15.6型
　（1366×768）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

20HN000YJP20HN000YJP
SSD          GBカスタマイズ価格640

149,800円税込
限定特価 109,800109,800円税込

179,800円税込
限定特価 139,800139,800円税込

PC-VK20LFBGS41UPC-VK20LFBGS41U
SSD          GBカスタマイズ価格640

69,800円税込
限定特価 49,80049,800円税込

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010206

■Core i3-6006U
　(2GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
　→SSD640GB
■DVD-マルチ　
■15.6型
　（1366×768）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約7.5時間

注文番号 1806010207

■Core i5-7300U
　(2.6GHz)
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
　→SSD640GB
■光学ドライブなし　
■12.5型
　（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約4時間

注文番号 1806010208

■Core i7-7700HQ(2.8GHz)
■メモリ：16GB
■SSD：128GB＋HDD：1TB
　→SSD500GB＋HDD：1TB
■光学ドライブなし　
■15.6型
　（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit
■NVIDIA GeForce GTX 
　1050 2GB GDDR5

MSI
GS63-7RD-030JP

バッテリー駆動
約8.2時間

13.3型
ワイド液晶

注文番号 1806010209

■Core i7 6500U(2.5GHz)
■メモリ：8GB
■SSD：256GB→1TB
■光学ドライブなし　
■13.3型
　（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Win7 Pro 64bit
　（Win10DG）

Pro
(64bit)

バッテリー駆動
約21時間

12.1型
ワイド液晶

注文番号 1806010210

■Core i7 8550U
　(1.8GHz)
■メモリ：8GB
■SSD：512GB→1TB
■DVD-マルチ　
■12.1型
　（1920×1200）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit
■Office H&B 2016

PC-GN276FRLDA
1BD9YDA
PC-GN276FRLDA
1BD9YDA

219,800円税込
限定特価 139,800139,800円税込バッテリー駆動

約7.1時間約2.5kg

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

15.6型
ワイド液晶

※officeなし

Pro
(64bit)

12.5型
ワイド液晶

CF-SV7MFRQRCF-SV7MFRQR

369,800円税込
限定特価 299,800299,800円税込

VJS1311GEA1BVJS1311GEA1B

249,800円税込
限定特価 189,800189,800円税込

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

179 800税込税込税込
SSD          GB＋HDD　TBカスタマイズ価格1500

(64bit)

249 800税込税込税込
SSD   TBカスタマイズ価格1

369 800税込税込税込
SSD   TBカスタマイズ価格1

　　　　 ＋SSD   TB
カスタマイズ価格

1T-trip
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厳選10アイテム設定はすべてアプライドにおまかせ!! T-trip＆高速処理可能!SSD搭載モデル

2

ノ

メモリでパソコンをスピードアップ！メモリでパソコンをスピードアップ！
Windows起動および動作がキビキビ！

動画や画像ファイルの読込・編集が快適！

複数のソフトを同時に立ち上げることができる！

⇒作業効率を大幅に改善 !!

メモリは、使用するパソコンに
合わせて様々な種類があります

お気軽にお問い合わせください！
作業目的・PC環境に
応じた最適なメモリを
ご提案いたします！

超快適！パソコン高速化
SSDカスタマイズパック
HDDよりも高速・静音・耐衝撃性・低
消費電力・低発熱・軽量化に優れてい
る最新のストレージ！！
パソコンのHDDをSSDに入れ替える
ことで高速化を実現！！

デスクトップパソコン デスクトップパソコン

デスクトップパソコン デスクトップパソコン

デスクトップパソコン デスクトップパソコン

モバイルノート

モバイルノート モバイルノート

注文番号 1806010304

■CPU：Celeron G3930
　(2.9GHz)
■メモリ：4GB
■HDD：500GB→SSD：250GB
■DVD-マルチ　
■無線LANなし　
■Win10 Pro 64bit

ThinkCentre M710s 
10M80019JP/
SSD250GB T-tripセット 

ThinkCentre M710s 
10M80019JP/
SSD250GB T-tripセット 

Pro
(64bit)

SSD          GBカスタマイズ価格250

　　　　 ＋SSD          GB
カスタマイズ価格

250T-trip

99,800円税込

69,800円税込
限定特価 49,80049,800円税込

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

注文番号 1806010305

■CPU：Core i3-7100
　(3.9GHz)
■メモリ：4GB→8GB 
■HDD：500GB→SSD：250GB
■DVD-マルチ　
■無線LANなし　
■Win10 Pro 64bit

SSD          GB＋メモリ    GBカスタマイズ価格250 8
119,800円税込

99,800円税込
限定特価 69,80069,800円税込

NVMeSSD          GB＋メモリ    GB
カスタマイズ価格
500 8

13Z980-MR33J13Z980-MR33J

159,800円税込バッテリー駆動
約27時間約965ｇ

13.3型
ワイド液晶

注文番号 1806010301

■Core i3 7100U（2.4GHz）
■メモリ：8GB
■NVMeSSD：500GB
■光学ドライブなし
■無線LAN搭載
■13.3型（1920×1080)
■Win10 Home 64bit

ThinkCentre M710s 
10M8S71P00/
SSD250GB/8GB T-tripセット 

ThinkCentre M710s 
10M8S71P00/
SSD250GB/8GB T-tripセット 

Pro
(64bit)

　　　　 ＋SSD          GB＋メモリ    GB
カスタマイズ価格

250 8T-trip

注文番号 1806010306

■CPU：Core i3-6100
　(3.7GHz)
■メモリ：4GB→8GB 
■HDD：500GB→SSD：250GB
■DVD-マルチ　
■無線LANなし　
■Win10 Pro 64bit

Mate PC-MK37
LLZGCBSU/
SSD250GB/8GB T-tripセット

Mate PC-MK37
LLZGCBSU/
SSD250GB/8GB T-tripセット

Pro
(64bit)

139,800円税込

119,800円税込
限定特価 89,80089,800円税込

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

注文番号 1806010307

■CPU：Core i5-7500T(2.7GHz)
■メモリ：4GB→8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブなし　
■無線LANなし
■Win10 Pro 64bit

SSD          GB＋メモリ    GBカスタマイズ価格250 8

139,800円税込
限定特価 99,80099,800円税込

400G3 DM/CT 
1AE80AV-AVYN/
8GB T-tripセット

400G3 DM/CT 
1AE80AV-AVYN/
8GB T-tripセット Pro

(64bit)

　　　　 ＋SSD          GB＋メモリ    GB
カスタマイズ価格

250 8T-trip

注文番号 1806010308

■CPU：Core i5-7400
　(3GHz)
■メモリ：4GB→8GB 
■HDD：500GB→SSD：500GB
■DVD-マルチ　
■無線LANなし　
■Win10 Pro 64bit

ThinkCentre M710s 
10M8000YJP/SSD500GB/
8GB/Officeなし T-tripセット

ThinkCentre M710s 
10M8000YJP/SSD500GB/
8GB/Officeなし T-tripセット

Pro
(64bit)

149,800円税込

119,800円税込
限定特価 79,80079,800円税込

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

注文番号 1806010309

■CPU：Core i7-7700
　(3.6GHz)
■メモリ：8GB→16GB
■SSD：256GB→500GB
■DVD±R/RW　
■無線LANなし　
■Win10 Pro 64bit

199,800円税込

159,800円税込
限定特価 139,800139,800円税込

VX2640G-A78U/
SSD500GB/
16GB T-tripセット

VX2640G-A78U/
SSD500GB/
16GB T-tripセット Pro

(64bit)

　　　　 ＋SSD          GB＋メモリ      GB
カスタマイズ価格

500 16T-trip

※officeなし

　　　  ＋メモリ    GB
カスタマイズ価格

8T-trip

NVMe SSD
500GB
限定仕様

　　　　 ＋SSD          GB＋メモリ    GB
カスタマイズ価格

500 8T-trip

メモリ      GBカスタマイズ価格16SSD          GB＋メモリ    GBカスタマイズ価格500 8

NVMeSSD          GB＋メモリ      GB
カスタマイズ価格
500 16

14Z980-GA55J14Z980-GA55J

199,800円税込バッテリー駆動
約26時間約995ｇ

14型
ワイド液晶

注文番号 1806010302

■Core i5 8250U（1.6GHｚ）
■メモリ：16GB
■NVMeSSD：500GB
■光学ドライブなし
■無線LAN搭載
■14型（1920×1080)
■Win10 Home 64bit

NVMe SSD
500GB
限定仕様

NVMeSSD   TB＋メモリ      GB
カスタマイズ価格
1 16

15Z980-GA77J15Z980-GA77J

299,800円税込バッテリー駆動
約23時間約1095ｇ

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010303

■Core i7 8550U（1.8GHｚ）
■メモリ：16GB
■NVMeSSD：1TB
■光学ドライブなし
■無線LAN搭載
■15.6型（1920×1080)
■Win10 Home 64bit

NVMe SSD
1TB
限定仕様

M.2 SSDの約3倍～6倍

従来のM.2 SSD（SATA） NVMe SSD

※弊社で検証

速い、軽い
、

　長時間使
える

アプライド
限定モデル

凄まじく
超高速!
NVMeSSD
カスタマイズ仕様
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超薄型軽量クラムシェルノート

ネットワーク

アップグレード

SSD換装作業

データ移行

パソコン高速化

各種設定

データバックアップ

電話＆リモート

トラブル解決
学校・官公庁様向けテクニカルサポートパッケージ

延長保証/各種設定/データ移行

初回の面倒な設置設定作業、データ移行
作業、周辺機器接続などの技術作業をす
べて行います！

その後1年間はトラブルの度に
出張にて対応致します！

◆ ◆ ◆ サービスの詳しい内容は営業担当にお尋ねください ◆ ◆ ◆ 

さらに

1年間は何度でも無料です！

T-trip時間節約プログラム限定

パソコンに関するお困りごとに対応いたします！



ノートパソコン

ノートパソコン

ノートパソコン

ノートパソコン

ノートパソコン ノートパソコン

ノートパソコン ノートパソコン

ノートパソコン ノートパソコン

注文番号 1806010201

■Core i5-7200U(2.5GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
　→SSD320GB
■DVD-マルチ　
■15.6型（1366×768）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

80WQA021JP/SBZ80WQA021JP/SBZ

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

バッテリー駆動
約5.9時間約2.03kg

SSD          GBカスタマイズ価格320

PB45DNAD4NAAD11PB45DNAD4NAAD11

　　　　 ＋SSD          GB
カスタマイズ価格

320T-trip

129,800円税込

89,800円税込
限定特価 69,80069,800円税込

SSD          GBカスタマイズ価格320

69,800円税込
限定特価 49,80049,800円税込

80XH01M1JP80XH01M1JP
　　　　 ＋SSD          GB

カスタマイズ価格
512T-trip

129,800円税込
限定特価 89,80089,800円税込

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

CFSZ6PDLQR BZCFSZ6PDLQR BZ

15.6型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

バッテリー駆動
約14.5時間約929g

SSD   TBカスタマイズ価格1

　　　　 ＋SSD   TB
カスタマイズ価格

1T-trip

269,800円税込

249,800円税込
限定特価 189,800189,800円税込

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

15.6型
ワイド液晶

バッテリー駆動
約4.8時間約2.2kg

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

12.1型
ワイド液晶

注文番号 1806010203

■Core i5-7200U(2.5GHz)
■メモリ：8GB
■SSD：256GB→1TB
■DVD-マルチ　
■12.1型
　（1920×1200）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約8時間約2.3kg

約1.49kg

約1.06kg

バッテリー駆動
約5.4時間約2.3kg

約1.8kg

約1.124kg

注文番号 1806010202

■Core i3-6006U(2GHz)
■メモリ：4GB　
■SSD：512GB
■DVD-マルチ　
■15.6型
　（1366×768）
■無線LAN搭載　
■Win10 Home 64bit

注文番号 1806010204

■Core i7-7500U
　(2.7GHz)
■メモリ：8GB
■HDD：1TB
　→SSD：1TB
■DVD-マルチ　
■15.6型
　（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010205

■Celeron 3855U
　(1.6GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
　→SSD320GB
■DVD-マルチ　
■15.6型
　（1366×768）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

20HN000YJP20HN000YJP
SSD          GBカスタマイズ価格640

149,800円税込
限定特価 109,800109,800円税込

179,800円税込
限定特価 139,800139,800円税込

PC-VK20LFBGS41UPC-VK20LFBGS41U
SSD          GBカスタマイズ価格640

69,800円税込
限定特価 49,80049,800円税込

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010206

■Core i3-6006U
　(2GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
　→SSD640GB
■DVD-マルチ　
■15.6型
　（1366×768）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約7.5時間

注文番号 1806010207

■Core i5-7300U
　(2.6GHz)
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
　→SSD640GB
■光学ドライブなし　
■12.5型
　（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約4時間

注文番号 1806010208

■Core i7-7700HQ(2.8GHz)
■メモリ：16GB
■SSD：128GB＋HDD：1TB
　→SSD500GB＋HDD：1TB
■光学ドライブなし　
■15.6型
　（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit
■NVIDIA GeForce GTX 
　1050 2GB GDDR5

MSI
GS63-7RD-030JP

バッテリー駆動
約8.2時間

13.3型
ワイド液晶

注文番号 1806010209

■Core i7 6500U(2.5GHz)
■メモリ：8GB
■SSD：256GB→1TB
■光学ドライブなし　
■13.3型
　（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Win7 Pro 64bit
　（Win10DG）

Pro
(64bit)

バッテリー駆動
約21時間

12.1型
ワイド液晶

注文番号 1806010210

■Core i7 8550U
　(1.8GHz)
■メモリ：8GB
■SSD：512GB→1TB
■DVD-マルチ　
■12.1型
　（1920×1200）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit
■Office H&B 2016

PC-GN276FRLDA
1BD9YDA
PC-GN276FRLDA
1BD9YDA

219,800円税込
限定特価 139,800139,800円税込バッテリー駆動

約7.1時間約2.5kg

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

15.6型
ワイド液晶

※officeなし

Pro
(64bit)

12.5型
ワイド液晶

CF-SV7MFRQRCF-SV7MFRQR

369,800円税込
限定特価 299,800299,800円税込

VJS1311GEA1BVJS1311GEA1B

249,800円税込
限定特価 189,800189,800円税込

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

SSD          GB＋HDD　TBカスタマイズ価格1500

(64bit)

SSD   TBカスタマイズ価格1 SSD   TBカスタマイズ価格1

　　　　 ＋SSD   TB
カスタマイズ価格

1T-trip

ー
ト
パ
ソ
コ
ン

厳選10アイテム設定はすべてアプライドにおまかせ!! T-trip＆高速処理可能!SSD搭載モデル

2

ノ

メモリでパソコンをスピードアップ！
Windows起動および動作がキビキビ！

動画や画像ファイルの読込・編集が快適！

複数のソフトを同時に立ち上げることができる！

⇒作業効率を大幅に改善 !!

メモリは、使用するパソコンに
合わせて様々な種類があります

お気軽にお問い合わせください！
作業目的・PC環境に
応じた最適なメモリを
ご提案いたします！

超快適！パソコン高速化
SSDカスタマイズパック
HDDよりも高速・静音・耐衝撃性・低
消費電力・低発熱・軽量化に優れてい
る最新のストレージ！！
パソコンのHDDをSSDに入れ替える
ことで高速化を実現！！

デスクトップパソコン デスクトップパソコン

デスクトップパソコン デスクトップパソコン

デスクトップパソコン デスクトップパソコン

モバイルノート

モバイルノート モバイルノート

デスクトップパソコンデスクトップパソコン

デスクトップパソコンデスクトップパソコン

デスクトップパソコンデスクトップパソコン

モバイルノートモバイルノート

注文番号 1806010304

■CPU：Celeron G3930
　(2.9GHz)
■メモリ：4GB
■HDD：500GB→SSD：250GB
■DVD-マルチ　
■無線LANなし　
■Win10 Pro 64bit

ThinkCentre M710s 
10M80019JP/
SSD250GB T-tripセット 

ThinkCentre M710s 
10M80019JP/
SSD250GB T-tripセット 

Pro
(64bit)

SSD          GBカスタマイズ価格250

　　　　 ＋SSD          GB
カスタマイズ価格

250T-trip

99,800円税込

69,800円税込
限定特価 49,80049,800円税込

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

注文番号 1806010305

■CPU：Core i3-7100
　(3.9GHz)
■メモリ：4GB→8GB 
■HDD：500GB→SSD：250GB
■DVD-マルチ　
■無線LANなし　
■Win10 Pro 64bit

SSD          GB＋メモリ    GBカスタマイズ価格250 8
119,800円税込

99,800円税込
限定特価 69,80069,800円税込

NVMeSSD          GB＋メモリ    GB
カスタマイズ価格
500 8

13Z980-MR33J13Z980-MR33J

159,800円税込バッテリー駆動
約27時間約965ｇ

13.3型
ワイド液晶

注文番号 1806010301

■Core i3 7100U（2.4GHz）
■メモリ：8GB
■NVMeSSD：500GB
■光学ドライブなし
■無線LAN搭載
■13.3型（1920×1080)
■Win10 Home 64bit

ThinkCentre M710s 
10M8S71P00/
SSD250GB/8GB T-tripセット 

ThinkCentre M710s 
10M8S71P00/
SSD250GB/8GB T-tripセット 

Pro
(64bit)

　　　　 ＋SSD          GB＋メモリ    GB
カスタマイズ価格

250 8T-trip

注文番号 1806010306

■CPU：Core i3-6100
　(3.7GHz)
■メモリ：4GB→8GB 
■HDD：500GB→SSD：250GB
■DVD-マルチ　
■無線LANなし　
■Win10 Pro 64bit

Mate PC-MK37
LLZGCBSU/
SSD250GB/8GB T-tripセット

Mate PC-MK37
LLZGCBSU/
SSD250GB/8GB T-tripセット

Pro
(64bit)

139,800円税込

119,800円税込
限定特価 89,80089,800円税込

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

注文番号 1806010307

■CPU：Core i5-7500T(2.7GHz)
■メモリ：4GB→8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブなし　
■無線LANなし
■Win10 Pro 64bit

119 800税込税込税込
SSD          GB＋メモリ    GBカスタマイズ価格250 8

139,800円税込
限定特価 99,80099,800円税込

400G3 DM/CT 
1AE80AV-AVYN/
8GB T-tripセット

400G3 DM/CT 
1AE80AV-AVYN/
8GB T-tripセット Pro

(64bit)

　　　　 ＋SSD          GB＋メモリ    GB
カスタマイズ価格

250 8T-trip

注文番号 1806010308

■CPU：Core i5-7400
　(3GHz)
■メモリ：4GB→8GB 
■HDD：500GB→SSD：500GB
■DVD-マルチ　
■無線LANなし　
■Win10 Pro 64bit

ThinkCentre M710s 
10M8000YJP/SSD500GB/
8GB/Officeなし T-tripセット

ThinkCentre M710s 
10M8000YJP/SSD500GB/
8GB/Officeなし T-tripセット

Pro
(64bit)

149,800円税込

119,800円税込
限定特価 79,80079,800円税込

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

注文番号 1806010309

■CPU：Core i7-7700
　(3.6GHz)
■メモリ：8GB→16GB
■SSD：256GB→500GB
■DVD±R/RW　
■無線LANなし　
■Win10 Pro 64bit

199,800円税込

159,800円税込
限定特価 139,800139,800円税込

VX2640G-A78U/
SSD500GB/
16GB T-tripセット

VX2640G-A78U/
SSD500GB/
16GB T-tripセット Pro

(64bit)

　　　　 ＋SSD          GB＋メモリ      GB
カスタマイズ価格

500 16T-trip

※officeなし

　　　  ＋メモリ    GB
カスタマイズ価格

8T-trip

NVMe SSD
500GB
限定仕様

　　　　 ＋SSD          GB＋メモリ    GB
カスタマイズ価格

500 8T-trip

159 800税込税込税込
メモリ      GBカスタマイズ価格16

119 800税込税込税込
SSD          GB＋メモリ    GBカスタマイズ価格500 8

NVMeSSD          GB＋メモリ      GB
カスタマイズ価格
500 16

14Z980-GA55J14Z980-GA55J

199,800円税込バッテリー駆動
約26時間約995ｇ

14型
ワイド液晶

注文番号 1806010302

■Core i5 8250U（1.6GHｚ）
■メモリ：16GB
■NVMeSSD：500GB
■光学ドライブなし
■無線LAN搭載
■14型（1920×1080)
■Win10 Home 64bit

NVMe SSD
500GB
限定仕様

NVMeSSD   TB＋メモリ      GB
カスタマイズ価格
1 16

15Z980-GA77J15Z980-GA77J

299,800円税込バッテリー駆動
約23時間約1095ｇ

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010303

■Core i7 8550U（1.8GHｚ）
■メモリ：16GB
■NVMeSSD：1TB
■光学ドライブなし
■無線LAN搭載
■15.6型（1920×1080)
■Win10 Home 64bit

NVMe SSD
1TB
限定仕様

M.2 SSDの約3倍～6倍

従来のM.2 SSD（SATA） NVMe SSD

※弊社で検証

速い、軽い
、

　長時間使
える

アプライド
限定モデル

凄まじく
超高速!
NVMeSSD
カスタマイズ仕様
NVMeSSD

凄まじく
!!

M.2 SSDの約3倍～6倍 ※弊社で検証
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超薄型軽量クラムシェルノート

ネットワーク

アップグレード

SSD換装作業

データ移行

パソコン高速化

各種設定

データバックアップ

電話＆リモート

トラブル解決
学校・官公庁様向けテクニカルサポートパッケージ学校・官公庁様向けテクニカルサポートパッケージ

延長保証/各種設定/データ移行

初回の面倒な設置設定作業、データ移行
作業、周辺機器接続などの技術作業をす
べて行います！

その後1年間はトラブルの度に
出張にて対応致します！

◆ ◆ ◆ サービスの詳しい内容は営業担当にお尋ねください ◆ ◆ ◆ 

さらに

1年間は何度でも無料です！

T-trip時間節約プログラム限定

パソコンに関するお困りごとに対応いたします！



15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010401

■CPU：CeleronDC B710
　　　  (1.6GHz)
■メモリ：2GB　
■HDD：250GB
■DVD-ROM　
■15.6型ワイド
■無線LANなし　
■Win7Pro（HDDリカバリ）
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

LIFEBOOK　
A561DX/CEL
（テンキー付）　

LIFEBOOK　
A561DX/CEL
（テンキー付）　

限定
特価 23,800円税込

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010402

■CPU：Core i5 520M (2.4GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：160GB
■DVD-マルチ　
■15.6型ワイド   
■無線LAN搭載　
■Win10Pro64bit(MAR)
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

限定
特価 33,800円税込

注文番号 1806010403

■CPU：Core i5 2520M(2.5GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：250GB
■DVD-マルチ　
■15.6型ワイド
■無線LAN搭載　
■Win10Pro64bit(MAR)
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

Satellite B551C
テンキー
Satellite B551C
テンキー

限定
特価 37,800円税込

13.3型
ワイド液晶

注文番号 1806010404

■CPU：Core i5 3320M(2.6GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB
■光学ドライブ：なし　
■13.3型ワイド
■無線LAN搭載　
■Win10Pro64bit(MAR)
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

dynabook R732dynabook R732
限定
特価 39,800円税込

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010405

■CPU：Core i5-3340M(2.6G)
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB
■DVD-マルチ　
■15.6型ワイド
■無線LAN搭載　
■Win10Pro64bit(MAR)
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

CF-B11AWDCSW10CF-B11AWDCSW10
限定
特価69,800円税込

12.1型
ワイド液晶

注文番号 1806010406

■CPU：Core i5-4300U(1.9GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB
■DVD-マルチ　
■12.1型ワイド
■無線LAN搭載　
■Win10Pro64bit(MAR)
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

限定
特価 79,800円税込

注文番号 1806010407

■CPU：Core i3 4130(3.4GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-ROM　
■有線LAN　
■Win7Pro32bit
■付属品：本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、マウス(他社製)
■90日間保証　

OPTIPLEX 3020SFFOPTIPLEX 3020SFF
限定
特価 34,800円税込

注文番号 1806010408

■CPU：Core i7-3770(3.4GHz)
■メモリ：4GB　　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　　
■有線LAN　
■Win7Pro64bit
■付属品：本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、マウス(他社製)
■モニター出力：VGA/DisplayPortx2
■90日間保証　

OPTIPLEX 7010 MT ※ミドルタワーOPTIPLEX 7010 MT ※ミドルタワー
限定
特価 54,800円税込

■CPU：XeonE5-1620（3.6GHz）
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■グラフィックボード:
　NVIDIA QUADRO K4000　2GB搭載
■DVD-マルチ　
■有線LAN　
■Win7Pro64bit
■付属品：本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、マウス(他社製)
■モニター出力：DVI/DisplayPortx2
■90日間保証　

注文番号 1806010409

限定
特価 89,800円税込

15.6型
ワイド液晶

(64bit)

LIFEBOOK　
A550W10
LIFEBOOK　
A550W10

中古ノートパソコン 中古ノートパソコン

中古ノートパソコン 中古ノートパソコン

中古ノートパソコン 中古モバイルノート

中古デスクトップパソコン 中古デスクトップパソコン

中古デスクトップパソコン

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

CF-SX3EDHCSW10CF-SX3EDHCSW10

PRECISION T3600PRECISION T3600

(32bit)
(64bit)

(64bit)

プ
ラ
イ
ド
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す
す
め
厳
選
中
古
P
C

アプライドおすすめ厳選中古 PC

4

ア

次世代のプロフェッショナル向けグラフィックスボード

NVIDIA QUADRO K4000

2GB
搭載

フル充電すれば、メモ書きも、スケッチも、
注釈の記入も、編集も、たっぷり12時間続けられます。

MacBookAir 注文番号 1806010501

256
GB
256
GB

128
GB
128
GB

13.3型
ワイド液晶■18GHzデュアルコアIntel Core i5

■メモリ：8GB
■128GB/256GB フラッシュストレージ

驚くようなことを、一日中。

鮮やかなビジョンが、
これまで以上に見えてきます。
鮮やかなビジョンが、
これまで以上に見えてきます。

鮮やかなビジョンが、
これまで以上に見えてきます。
鮮やかなビジョンが、
これまで以上に見えてきます。

約1.35kg

限定
特価 100,224円税込
限定
特価 121,824円税込

2TB
ストレージ
2TB
ストレージ

1TB
ストレージ
1TB
ストレージ

限定
特価 226,584円税込

1TB
ストレージ
1TB
ストレージ

3.8
GHz
3.8
GHz

3.5
GHz
3.5
GHz

3.4
GHz
3.4
GHz

限定
特価 202,824円税込

限定
特価 250,344円税込

遂にApple Pencil対応した
第6世代iPad
遂にApple Pencil対応した
第6世代iPad

すべてがもっとうまくできる。
この一枚で。
すべてがもっとうまくできる。
この一枚で。

13インチ
MacBookAir
1.8GHzプロセッサ
128GBストレージ
(MQD32J/A)

アカデミック価格

MacBook 注文番号 1806010502

512
GB
512
GB

256
GB
256
GB

1.3
GHz
1.3
GHz

1.2
GHz
1.2
GHz

12型
ワイド液晶■1.2GHz/1.3GHz

■メモリ：8GB　
■256GB/512GB SSDストレージ

はるかに軽く。はるかに先へ。

約0.92kg

限定
特価 147 ,744円税込
限定
特価 183,384円税込

12インチ
MacBook
256GBストレージ
(MNYF2J/A)

アカデミック価格

MacBookPro 注文番号 1806010503

13.3型
ワイド液晶■2.3GHzデュアルコアIntel Core i5

■メモリ：8GB　
■256GB SSDストレージ
■Intel Iris Plus Graphics 640

指先に、さらなる才能を。

約1.37kg

限定
特価 171,504円税込

限定
特価 226,584円税込

13インチ
MacBook Pro
2.3GHzプロセッサ
256GBストレージ
(MPXT2J/A)

アカデミック価格

アカデミック価格

MacBookPro 注文番号 1806010504

13.3型
ワイド液晶■3.1GHzデュアルコアIntel Core i5

■メモリ：8GB　
■512GB SSDストレージ
■Intel Iris Plus Graphics 650

指先に、さらなる才能を。

約1.37kg

13インチ
MacBook Pro
Touch BarとTouch ID 
3.1GHzプロセッサ 
512GBストレージ
(MPXW2J/A)　

アカデミック価格

iMac 21.5インチ 注文番号 1806010505

3.4
GHz
3.4
GHz

3.0
GHz
3.0
GHz

21.5型
ワイド液晶

■3.0GHz/3.4GHz4コアIntel Core i5
■メモリ：8GB　
■HDD：1TB/1TB Fusion Drive
■Radeon Pro 555/560

約5.66kg

限定
特価 147,744円税込
限定
特価 166,104円税込

Rentina 4Kディスプレイ
3.0GHzプロセッサ
1TBストレージ
(MNDY2J/A)
Rentina 4Kディスプレイ
3.4GHzプロセッサ
1TBストレージ
(MNE02J/A)

アカデミック価格

iMac 27インチ 注文番号 1806010506

27型
ワイド液晶

■3.4GHz/3.5GHz/3.8GHz4コアIntel Core i5
■メモリ：8GB　■1TB/1TB/2TB Fusion Drive
■Radeon Pro 570/575/580

約9.44kg

iMac27インチ
Retina 5Kディスプレイ
3.4GHzプロセッサ
1TBストレージ
(MNE92J/A)
3.5GHzプロセッサ
1TBストレージ
(MNEA2J/A)
3.8GHzプロセッサ
2TBストレージ
(MNED2J/A)

iPad 9.7インチ 注文番号 1806010507

128
GB
128
GB

32
GB
32
GB

9.7型
ワイド液晶

■Touch ID　
■64ビットアーキテクチャ搭載 
　A9チップ 組み込み型M9コアプロセッサ　
■Face Time HDカメラ　
■720p HDビデオ撮影

約469g

限定
特価 38,664円税込
限定
特価 50,544円税込

9.7インチ
iPad（Wifiモデル） 
32GB/128GB

アカデミック価格

iPad Pro 10.5インチ 注文番号 1806010508

10.5型
ワイド液晶

■Touch ID　■64ビットアーキテクチャ搭載 
　A10 Fusionチップ 組み込み型
　M10コアプロセッサ　
■Face Time HDカメラ　
■4Kビデオ撮影（4K）

約469g

10.5インチ
iPad（Wifiモデル） 
64GB/256GB/512GB

アカデミック価格

iPad Pro 12.9インチ 注文番号 1806010509

12.9型
ワイド液晶

■Touch ID
■64ビットアーキテクチャ搭載 
　A10 Fusionチップ 組み込み型　
　M10コアプロセッサ　
■Face Time HDカメラ　
■4Kビデオ撮影（30fps）

すべてがもっとうまくできる。
この一枚で。

約677g

iPadアクセサリ 注文番号 1806010510

これは、
魔法のスティックです。

フルサイズのキーボードが、
フルスクリーンを守ります。
日本語にフル対応。
10.5インチ用。

フルサイズのキーボードが、
フルスクリーンを守ります。
日本語にフル対応。
12.9インチ用。

Apple Pencil

アカデミック価格 アカデミック価格 アカデミック価格

iPadアクセサリ 注文番号 1806010511

10.5インチiPad Pro用
Smart Keyboard
日本語（JIS）

iPadアクセサリ 注文番号 1806010512

12.9インチiPad Pro用
Smart Keyboard - 
日本語（JIS）

限定
特価 115,344115,344円税込512

GB
512
GB

限定
特価 91,58491,584円税込256

GB
256
GB

限定
特価 73,22473,224円税込64

GB
64
GB

12.9インチ
iPad Pro（Wifiモデル） 
64GB/256GB/512GB

アカデミック価格

限定
特価 133,704133,704円税込512

GB
512
GB

限定
特価 109,944109,944円税込256

GB
256
GB

限定
特価 91,58491,584円税込64

GB
64
GB

限定
特価 10,584円税込 限定

特価 19,224円税込 限定
特価 20,304円税込

p
p
l
e
製
品

AMacBook ／ iMac ／MacPro ／タブレット端末／ iPadアクセサリApple 製品

5

アプライドではApple製品標準構成以外にカスタマイズモデルや
各種アクセサリ品もお取り寄せ可能です。
既にお持ちのApple製品の不具合対応等もお任せください。
ご購入時の各種設定・データ移行から修理取次までトータルサポート致します。



15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010401

■CPU：CeleronDC B710
　　　  (1.6GHz)
■メモリ：2GB　
■HDD：250GB
■DVD-ROM　
■15.6型ワイド
■無線LANなし　
■Win7Pro（HDDリカバリ）
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

LIFEBOOK　
A561DX/CEL
（テンキー付）　

LIFEBOOK　
A561DX/CEL
（テンキー付）　

限定
特価 23,800円税込

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010402

■CPU：Core i5 520M (2.4GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：160GB
■DVD-マルチ　
■15.6型ワイド   
■無線LAN搭載　
■Win10Pro64bit(MAR)
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

限定
特価 33,800円税込

注文番号 1806010403

■CPU：Core i5 2520M(2.5GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：250GB
■DVD-マルチ　
■15.6型ワイド
■無線LAN搭載　
■Win10Pro64bit(MAR)
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

Satellite B551C
テンキー
Satellite B551C
テンキー

限定
特価 37,800円税込

13.3型
ワイド液晶

注文番号 1806010404

■CPU：Core i5 3320M(2.6GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB
■光学ドライブ：なし　
■13.3型ワイド
■無線LAN搭載　
■Win10Pro64bit(MAR)
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

dynabook R732dynabook R732
限定
特価 39,800円税込

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1806010405

■CPU：Core i5-3340M(2.6G)
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB
■DVD-マルチ　
■15.6型ワイド
■無線LAN搭載　
■Win10Pro64bit(MAR)
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

CF-B11AWDCSW10CF-B11AWDCSW10
限定
特価69,800円税込

12.1型
ワイド液晶

注文番号 1806010406

■CPU：Core i5-4300U(1.9GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB
■DVD-マルチ　
■12.1型ワイド
■無線LAN搭載　
■Win10Pro64bit(MAR)
■付属品：本体、ACアダプター、
　　　　 保証書（90日間）、PC検査証

限定
特価 79,800円税込

注文番号 1806010407

■CPU：Core i3 4130(3.4GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-ROM　
■有線LAN　
■Win7Pro32bit
■付属品：本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、マウス(他社製)
■90日間保証　

OPTIPLEX 3020SFFOPTIPLEX 3020SFF
限定
特価 34,800円税込

注文番号 1806010408

■CPU：Core i7-3770(3.4GHz)
■メモリ：4GB　　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　　
■有線LAN　
■Win7Pro64bit
■付属品：本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、マウス(他社製)
■モニター出力：VGA/DisplayPortx2
■90日間保証　

OPTIPLEX 7010 MT ※ミドルタワーOPTIPLEX 7010 MT ※ミドルタワー
限定
特価 54,800円税込

■CPU：XeonE5-1620（3.6GHz）
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■グラフィックボード:
　NVIDIA QUADRO K4000　2GB搭載
■DVD-マルチ　
■有線LAN　
■Win7Pro64bit
■付属品：本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、マウス(他社製)
■モニター出力：DVI/DisplayPortx2
■90日間保証　

注文番号 1806010409

限定
特価 89,800円税込

15.6型
ワイド液晶

(64bit)

LIFEBOOK　
A550W10
LIFEBOOK　
A550W10

中古ノートパソコン 中古ノートパソコン

中古ノートパソコン 中古ノートパソコン

中古ノートパソコン 中古モバイルノート

中古デスクトップパソコン 中古デスクトップパソコン

中古デスクトップパソコン

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

CF-SX3EDHCSW10CF-SX3EDHCSW10

PRECISION T3600PRECISION T3600

(32bit)
(64bit)

(64bit)
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ア

次世代のプロフェッショナル向けグラフィックスボード

NVIDIA QUADRO K4000

2GB
搭載

フル充電すれば、メモ書きも、スケッチも、
注釈の記入も、編集も、たっぷり12時間続けられます。

MacBookAir 注文番号 1806010501

256
GB
256
GB

128
GB
128
GB

13.3型
ワイド液晶■18GHzデュアルコアIntel Core i5

■メモリ：8GB
■128GB/256GB フラッシュストレージ

驚くようなことを、一日中。

鮮やかなビジョンが、
これまで以上に見えてきます。
鮮やかなビジョンが、
これまで以上に見えてきます。

鮮やかなビジョンが、
これまで以上に見えてきます。
鮮やかなビジョンが、
これまで以上に見えてきます。

約1.35kg

限定
特価 100,224円税込
限定
特価 121,824円税込

2TB
ストレージ
2TB
ストレージ

1TB
ストレージ
1TB
ストレージ

限定
特価 226,584円税込

1TB
ストレージ
1TB
ストレージ

3.8
GHz
3.8
GHz

3.5
GHz
3.5
GHz

3.4
GHz
3.4
GHz

限定
特価 202,824円税込

限定
特価 250,344円税込

遂にApple Pencil対応した
第6世代iPad
遂にApple Pencil対応した
第6世代iPad

すべてがもっとうまくできる。
この一枚で。
すべてがもっとうまくできる。
この一枚で。

13インチ
MacBookAir
1.8GHzプロセッサ
128GBストレージ
(MQD32J/A)

アカデミック価格

MacBook 注文番号 1806010502

512
GB
512
GB

256
GB
256
GB

1.3
GHz
1.3
GHz

1.2
GHz
1.2
GHz

12型
ワイド液晶■1.2GHz/1.3GHz

■メモリ：8GB　
■256GB/512GB SSDストレージ

はるかに軽く。はるかに先へ。

約0.92kg

限定
特価 147 ,744円税込
限定
特価 183,384円税込

12インチ
MacBook
256GBストレージ
(MNYF2J/A)

アカデミック価格

MacBookPro 注文番号 1806010503

13.3型
ワイド液晶■2.3GHzデュアルコアIntel Core i5

■メモリ：8GB　
■256GB SSDストレージ
■Intel Iris Plus Graphics 640

指先に、さらなる才能を。

約1.37kg

限定
特価 171,504円税込

限定
特価 226,584円税込

13インチ
MacBook Pro
2.3GHzプロセッサ
256GBストレージ
(MPXT2J/A)

アカデミック価格

アカデミック価格

MacBookPro 注文番号 1806010504

13.3型
ワイド液晶■3.1GHzデュアルコアIntel Core i5

■メモリ：8GB　
■512GB SSDストレージ
■Intel Iris Plus Graphics 650

指先に、さらなる才能を。

約1.37kg

13インチ
MacBook Pro
Touch BarとTouch ID 
3.1GHzプロセッサ 
512GBストレージ
(MPXW2J/A)　

アカデミック価格

iMac 21.5インチ 注文番号 1806010505

3.4
GHz
3.4
GHz

3.0
GHz
3.0
GHz

21.5型
ワイド液晶

■3.0GHz/3.4GHz4コアIntel Core i5
■メモリ：8GB　
■HDD：1TB/1TB Fusion Drive
■Radeon Pro 555/560

約5.66kg

限定
特価 147,744円税込
限定
特価 166,104円税込

Rentina 4Kディスプレイ
3.0GHzプロセッサ
1TBストレージ
(MNDY2J/A)
Rentina 4Kディスプレイ
3.4GHzプロセッサ
1TBストレージ
(MNE02J/A)

アカデミック価格

iMac 27インチ 注文番号 1806010506

27型
ワイド液晶

■3.4GHz/3.5GHz/3.8GHz4コアIntel Core i5
■メモリ：8GB　■1TB/1TB/2TB Fusion Drive
■Radeon Pro 570/575/580

約9.44kg

iMac27インチ
Retina 5Kディスプレイ
3.4GHzプロセッサ
1TBストレージ
(MNE92J/A)
3.5GHzプロセッサ
1TBストレージ
(MNEA2J/A)
3.8GHzプロセッサ
2TBストレージ
(MNED2J/A)

iPad 9.7インチ 注文番号 1806010507

128
GB
128
GB

32
GB
32
GB

9.7型
ワイド液晶

■Touch ID　
■64ビットアーキテクチャ搭載 
　A9チップ 組み込み型M9コアプロセッサ　
■Face Time HDカメラ　
■720p HDビデオ撮影

約469g

限定
特価 38,664円税込
限定
特価 50,544円税込

9.7インチ
iPad（Wifiモデル） 
32GB/128GB

アカデミック価格

iPad Pro 10.5インチ 注文番号 1806010508

10.5型
ワイド液晶

■Touch ID　■64ビットアーキテクチャ搭載 
　A10 Fusionチップ 組み込み型
　M10コアプロセッサ　
■Face Time HDカメラ　
■4Kビデオ撮影（4K）

約469g

10.5インチ
iPad（Wifiモデル） 
64GB/256GB/512GB

アカデミック価格

iPad Pro 12.9インチ 注文番号 1806010509

12.9型
ワイド液晶

■Touch ID
■64ビットアーキテクチャ搭載 
　A10 Fusionチップ 組み込み型　
　M10コアプロセッサ　
■Face Time HDカメラ　
■4Kビデオ撮影（30fps）

すべてがもっとうまくできる。
この一枚で。

約677g

iPadアクセサリ 注文番号 1806010510

これは、
魔法のスティックです。

フルサイズのキーボードが、
フルスクリーンを守ります。
日本語にフル対応。
10.5インチ用。

フルサイズのキーボードが、
フルスクリーンを守ります。
日本語にフル対応。
12.9インチ用。

Apple Pencil

アカデミック価格 アカデミック価格 アカデミック価格

iPadアクセサリ 注文番号 1806010511

10.5インチiPad Pro用
Smart Keyboard
日本語（JIS）

iPadアクセサリ 注文番号 1806010512

12.9インチiPad Pro用
Smart Keyboard - 
日本語（JIS）

限定
特価 115,344115,344円税込512

GB
512
GB

限定
特価 91,58491,584円税込256

GB
256
GB

限定
特価 73,22473,224円税込64

GB
64
GB

12.9インチ
iPad Pro（Wifiモデル） 
64GB/256GB/512GB

アカデミック価格

限定
特価 133,704133,704円税込512

GB
512
GB

限定
特価 109,944109,944円税込256

GB
256
GB

限定
特価 91,58491,584円税込64

GB
64
GB

限定
特価 10,584円税込 限定

特価 19,224円税込 限定
特価 20,304円税込

p
p
l
e
製
品

AMacBook ／ iMac ／MacPro ／タブレット端末／ iPadアクセサリApple 製品

5

アプライドではApple製品標準構成以外にカスタマイズモデルや
各種アクセサリ品もお取り寄せ可能です。
既にお持ちのApple製品の不具合対応等もお任せください。
ご購入時の各種設定・データ移行から修理取次までトータルサポート致します。



注文番号 1806010601

限定
特価 13,800円税込 限定

特価 14,800円税込 限定
特価 15,800円税込

限定
特価 19,800円税込 限定

特価 20,980円税込 限定
特価 21,800円税込

限定
特価 29,800円税込 限定

特価 31,800円税込 限定
特価 46,800円税込

LCD-AD223EDB 

VDTモード、フリッカーレス設計で
目に優しい！
■21.5型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：アナログRGB, 
　　　 DVI-D（HDCP対応）

約3.4kg

21.5型
ワイド液晶

21.5型
ワイド液晶

21.5型
ワイド液晶

24型
ワイド液晶

24型
ワイド液晶

24型
ワイド液晶

28型
ワイド液晶

31.5型
ワイド液晶

31.5型
ワイド液晶

注文番号 1806010602

GW2270 

スリムでスタイリッシュなデザイン
■21.5型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：ミニD-sub15ピンx1
　　　 DVI-D x1

約3.4kg

注文番号 1806010603

223V5LHSB/11 

SmartControl Lite搭載
液晶モニター
■21.5型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子： HDMI（デジタル、HDCP）
          VGA（アナログ）

約2.61kg

注文番号 1806010604

フリッカーフリーLED
バックライト技術を搭載
■24型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：ミニD-sub15ピンx1
　　　 DisplayPortコネクタ×1
　　　 HDMIコネクタ×1

約3.4kg

注文番号 1806010605

P2417H 

超広視野角をはじめとする必須機能で
生産性が向上します
■24型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：VGA×1、DP×1、HDMI×1

約7.63kg

注文番号 1806010606

K242HLbmidx 

誰もが満足するフル機能
■24型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：VGA、HDMI、DVI

約3.57kg

注文番号 1806010607

iiyama
X2888HS-B2 

iiyama
E2483HS-B3 

締まる黒、より色鮮やかな映像美へ。
■28型ワイド
■解像度：3840×2160dpi
■端子：D-SUBミニ15ピン、
　　　 DVI-D24ピン（HDCP機能付）、
　　　 HDMIコネクタ（MHL)×1、
　　　 DisplayPort ×1

約5.4kg

注文番号 1806010608

32MP58HQ-W 

もっと便利に、もっと快適に、
さらに進化したOnScreen Control
■31.5型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：D-SUB×1、
　　　 HDMIコネクタ（MHL)×1

約6.5kg

注文番号 1806010609

LCD-MQ321XDB

フルHDを超える高解像度
WQHDに対応！
■31.5型ワイド
■解像度：2560×1440dpi
■端子：HDMI×3、DisplayPort、
　　　 USB（メンテナンス用）

約7.5kg

BenQ

液晶モニター 液晶モニター 液晶モニター

液晶モニター 液晶モニター 液晶モニター

液晶モニター 液晶モニター 液晶モニター
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て 研究室や会議室に低コストで
電子黒板 / タッチパネル液晶を
設置することができる IO データ製品
「てれたっち」

1

2

3

①
DA-TOUCH/WB
（専用ソフト付きモデル）

③
AQUOS LC-45W5
 +てれたっち ＋本体 ＋ペン ＋導入作業設定 

②
DA-TOUCH/PEN1

取り付け簡単！

販売価格 89,800円税込

販売価格 6,980円税込

販売価格

229,800円税込

各商品価格

2点マルチタッチが可能 !
てれたっち専用ペン

※仕様上、エリアによっては2点同時の描画が
　正常に動作しない場合があります。 

※導入設定：液晶テレビにてれたっちを取付、
　パソコン1台と接続して動作環境を作ります。

研究室にお勧めする３ポイント！　
研究室にある大型液晶モニター / 液晶テレビを手軽に
タッチパネル化 / 電子黒板化！
46～80 型のテレビや液晶ディスプレイに対応。
光学式センサーを搭載し、専用ペンで 2 点マルチ
タッチに対応。
セットアップも簡単で、パソコンに接続し添付のソ
フトをインストール。画面の手順に従い画面を専用
ペンでタッチするだけで設定完了です。

コストを抑えて電子黒板機能が付いた
液晶モニターに変更！
この「てれたっち」を取り付けるだけで・・・
A：大画面テレビに取り付ければ、手軽にタッチ
ペンで操作できる電子黒板を導入できます。

B：会議の際に、資料を映し出しながら、直接ペ
ンで議事録も作成が可能です。

手書き文字入力 / 表示資料の上からもコメント記入が
可能。またデータ保存も可能！
例えば、デスクトップに表示されているものの上
から自由に書き込むことができたり、ホワイトボー
ドとしても使用できます。
また、JPEG、BMP、アニメ GIF、EXE、WMV、
PNG形式で保存可能です。
保存したものをメール送信したり、印刷をするこ
とも可能です。

LCD搭載タワー型UPS
設置場所を選ばないコンパクトボディ

インクジェット複合機

限定
特価

注文番号 1806010701

■500GB
■USB3.0/2.0

HDPH-UT500K

ポータブルハードディスク「カクうす Lite」

7,980円税込
約160g

カラーレーザープリンタ 注文番号 1806010704

インクジェット複合機

限定
特価

注文番号 1806010702

■1TB
■USB3.0/2.0

HDPX-UTS1K 

薄くて、軽い「カクうす」
アルミボディのデザインハードディスク

10,800円税込
約130g

インクジェット複合機

限定
特価

注文番号 1806010703

■2TB
■USB3.0/2.0

HDTB320FK3CA-D 

ハイビジョン録画・レコーダーの
容量増設に。

12,800円税込

ポータブルHDD 注文番号 1806010707

外付けHDD 注文番号 1806010710

ポータブルHDD

限定
特価

注文番号 1806010708

■3TB
■USB3.0/2.0

自動暗号化モードで
セキュリティに強い

19,800円税込 約1kg

カラーレーザープリンタ 注文番号 1806010705 カラーレーザープリンタ 注文番号 1806010706

HD-LX3.0U3D
限定
特価

■2TB
■USB3.0/2.0

小さくても、高性能！
パソコン／テレビ録画対応

12,800円税込 約0.8kg

HDCZ-UT2KB

無停電電源装置

限定
特価

注文番号 1806010713

■出力コンセント数：4個
　（バックアップ対応）
■300W/500VA

PFC電源搭載のPCにも安心して使える
小型・正弦波出力UPS

19,800円税込 約4.5kg

BY50S 

無停電電源装置 注文番号 1806010716

無停電電源装置

限定
特価

注文番号 1806010714

■出力コンセント数：3個
　（バックアップ対応）
■300W/500VA

一般電源と同じ「正弦波出力」のUPS

省エネに貢献するグリーンモードを
搭載した次世代UPS

商用電源と互換性の高い負荷を提供する
正弦波出力

不安定な電源環境にも対応する
自動電圧調整（AVR）機能搭載

29,800円税込
約6kg

外付けHDD 注文番号 1806010711

ポータブルHDD

限定
特価

注文番号 1806010709

■4TB
■USB3.0/USB2.0

HDJA-UT4.0W 

高信頼ハードディスク
「WD Red」搭載！

33,800円税込 約1.3kg

BY50FW 

無停電電源装置

限定
特価

注文番号 1806010715

■出力コンセント数：8個
　（バックアップ対応）
■1350W/1500VA

BN150T 

69,800円税込 約20kg

外付けHDD 注文番号 1806010712

無停電電源装置

限定
特価

注文番号 1806010717

■出力コンセント数：6個
　（バックアップ対応）
■360W/500VA

27,800円税込 約12.6kg

SMT500J

無停電電源装置

限定
特価

注文番号 1806010718

■出力コンセント数：6個
　（バックアップ対応）
■500W/750VA

39,800円税込 約13.18kg

SMT750J
限定
特価

■出力コンセント数：8個
　（バックアップ対応）
■670W/1000VA

49,800円税込 約21kg

SMT1000J

限定
特価 22,800円税込

A4カラーインクジェット複合機
■インクジェット
■インク：6色ハイブリッド
■A4　■両面印刷〇
■接続：USB、有線LAN、無線LAN

約6.5kg

PIXUS TS8130 
ブラック/ホワイト

限定
特価 22,800円税込

A4カラーインクジェット複合機
■インクジェット
■インク：6色独立
■A4　
■両面印刷〇
■接続：USB、無線LAN

約6.8kg

EP-880 AB/AN/AR
限定
特価 69,800円税込

A4カラーインクジェット複合機
■インクジェット
■インク：5色独立
■A4　
■両面印刷〇
■接続：USB、無線LAN

約8 kg

EW-M770T 

限定
特価 22,800円税込

A4カラーレーザー
■カラーレーザープリンタ
■インク：トナー
■A4　
■両面印刷〇
■接続：USB、有線LAN、無線LAN

約17.7kg

HL-3170CDW
限定
特価 43,800円税込

A4カラーレーザー
■カラーレーザー　
■インク：トナー
■A4
■両面印刷〇
■接続：USB、有線LAN、無線LAN

約21.9kg

HL-L8360CDW
限定
特価 37,800円税込

A4カラーレーザー
■カラーレーザープリンタ
■インク：トナー
■A4　
■両面印刷〇
■接続：USB、有線LAN、無線LAN

約22kg

OKI
C332DNW

AN（ニュートラルベージュ）

AR（レッド）

AB（ブラック）
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厳選 6アイテム周辺機器（プリンタ）

ポータブルHDD／外付けHDD周辺機器（ストレージ）
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周

カタログをご希望の方は
お申し付けください!!



注文番号 1806010601

限定
特価 13,800円税込 限定

特価 14,800円税込 限定
特価 15,800円税込

限定
特価 19,800円税込 限定

特価 20,980円税込 限定
特価 21,800円税込

限定
特価 29,800円税込 限定

特価 31,800円税込 限定
特価 46,800円税込

LCD-AD223EDB 

VDTモード、フリッカーレス設計で
目に優しい！
■21.5型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：アナログRGB, 
　　　 DVI-D（HDCP対応）

約3.4kg

21.5型
ワイド液晶

21.5型
ワイド液晶

21.5型
ワイド液晶

24型
ワイド液晶

24型
ワイド液晶

24型
ワイド液晶

28型
ワイド液晶

31.5型
ワイド液晶

31.5型
ワイド液晶

注文番号 1806010602

GW2270 

スリムでスタイリッシュなデザイン
■21.5型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：ミニD-sub15ピンx1
　　　 DVI-D x1

約3.4kg

注文番号 1806010603

223V5LHSB/11 

SmartControl Lite搭載
液晶モニター
■21.5型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子： HDMI（デジタル、HDCP）
          VGA（アナログ）

約2.61kg

注文番号 1806010604

フリッカーフリーLED
バックライト技術を搭載
■24型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：ミニD-sub15ピンx1
　　　 DisplayPortコネクタ×1
　　　 HDMIコネクタ×1

約3.4kg

注文番号 1806010605

P2417H 

超広視野角をはじめとする必須機能で
生産性が向上します
■24型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：VGA×1、DP×1、HDMI×1

約7.63kg

注文番号 1806010606

K242HLbmidx 

誰もが満足するフル機能
■24型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：VGA、HDMI、DVI

約3.57kg

注文番号 1806010607

iiyama
X2888HS-B2 

iiyama
E2483HS-B3 

締まる黒、より色鮮やかな映像美へ。
■28型ワイド
■解像度：3840×2160dpi
■端子：D-SUBミニ15ピン、
　　　 DVI-D24ピン（HDCP機能付）、
　　　 HDMIコネクタ（MHL)×1、
　　　 DisplayPort ×1

約5.4kg

注文番号 1806010608

32MP58HQ-W 

もっと便利に、もっと快適に、
さらに進化したOnScreen Control
■31.5型ワイド
■解像度：1920×1080dpi
■端子：D-SUB×1、
　　　 HDMIコネクタ（MHL)×1

約6.5kg

注文番号 1806010609

LCD-MQ321XDB

フルHDを超える高解像度
WQHDに対応！
■31.5型ワイド
■解像度：2560×1440dpi
■端子：HDMI×3、DisplayPort、
　　　 USB（メンテナンス用）

約7.5kg

BenQ

液晶モニター 液晶モニター 液晶モニター

液晶モニター 液晶モニター 液晶モニター

液晶モニター 液晶モニター 液晶モニター

6

厳選 9アイテム周辺機器（液晶モニター）

れ
た
っ
ち
／
周
辺
機
器
（
液
晶
モ
ニ
タ
ー
）

て 研究室や会議室に低コストで
電子黒板 / タッチパネル液晶を
設置することができる IO データ製品
「てれたっち」

1

2

3

①
DA-TOUCH/WB
（専用ソフト付きモデル）

③
AQUOS LC-45W5
 +てれたっち ＋本体 ＋ペン ＋導入作業設定 

②
DA-TOUCH/PEN1

取り付け簡単！

販売価格 89,800円税込

販売価格 6,980円税込

販売価格

229,800円税込

各商品価格

2点マルチタッチが可能 !
てれたっち専用ペン

※仕様上、エリアによっては2点同時の描画が
　正常に動作しない場合があります。 

※導入設定：液晶テレビにてれたっちを取付、
　パソコン1台と接続して動作環境を作ります。

研究室にお勧めする３ポイント！　
研究室にある大型液晶モニター / 液晶テレビを手軽に
タッチパネル化 / 電子黒板化！
46～80 型のテレビや液晶ディスプレイに対応。
光学式センサーを搭載し、専用ペンで 2 点マルチ
タッチに対応。
セットアップも簡単で、パソコンに接続し添付のソ
フトをインストール。画面の手順に従い画面を専用
ペンでタッチするだけで設定完了です。

コストを抑えて電子黒板機能が付いた
液晶モニターに変更！
この「てれたっち」を取り付けるだけで・・・
A：大画面テレビに取り付ければ、手軽にタッチ
ペンで操作できる電子黒板を導入できます。

B：会議の際に、資料を映し出しながら、直接ペ
ンで議事録も作成が可能です。

手書き文字入力 / 表示資料の上からもコメント記入が
可能。またデータ保存も可能！
例えば、デスクトップに表示されているものの上
から自由に書き込むことができたり、ホワイトボー
ドとしても使用できます。
また、JPEG、BMP、アニメ GIF、EXE、WMV、
PNG形式で保存可能です。
保存したものをメール送信したり、印刷をするこ
とも可能です。

LCD搭載タワー型UPS
設置場所を選ばないコンパクトボディ

インクジェット複合機

限定
特価

注文番号 1806010701

■500GB
■USB3.0/2.0

HDPH-UT500K

ポータブルハードディスク「カクうす Lite」

7,980円税込
約160g

カラーレーザープリンタ 注文番号 1806010704

インクジェット複合機

限定
特価

注文番号 1806010702

■1TB
■USB3.0/2.0

HDPX-UTS1K 

薄くて、軽い「カクうす」
アルミボディのデザインハードディスク

10,800円税込
約130g

インクジェット複合機

限定
特価

注文番号 1806010703

■2TB
■USB3.0/2.0

HDTB320FK3CA-D 

ハイビジョン録画・レコーダーの
容量増設に。

12,800円税込

ポータブルHDD 注文番号 1806010707

外付けHDD 注文番号 1806010710

ポータブルHDD

限定
特価

注文番号 1806010708

■3TB
■USB3.0/2.0

自動暗号化モードで
セキュリティに強い

19,800円税込 約1kg

カラーレーザープリンタ 注文番号 1806010705 カラーレーザープリンタ 注文番号 1806010706

HD-LX3.0U3D
限定
特価

■2TB
■USB3.0/2.0

小さくても、高性能！
パソコン／テレビ録画対応

12,800円税込 約0.8kg

HDCZ-UT2KB

無停電電源装置

限定
特価

注文番号 1806010713

■出力コンセント数：4個
　（バックアップ対応）
■300W/500VA

PFC電源搭載のPCにも安心して使える
小型・正弦波出力UPS

19,800円税込 約4.5kg

BY50S 

無停電電源装置 注文番号 1806010716

無停電電源装置

限定
特価

注文番号 1806010714

■出力コンセント数：3個
　（バックアップ対応）
■300W/500VA

一般電源と同じ「正弦波出力」のUPS

省エネに貢献するグリーンモードを
搭載した次世代UPS

商用電源と互換性の高い負荷を提供する
正弦波出力

不安定な電源環境にも対応する
自動電圧調整（AVR）機能搭載

29,800円税込
約6kg

外付けHDD 注文番号 1806010711

ポータブルHDD

限定
特価

注文番号 1806010709

■4TB
■USB3.0/USB2.0

HDJA-UT4.0W 

高信頼ハードディスク
「WD Red」搭載！

33,800円税込 約1.3kg

BY50FW 

無停電電源装置

限定
特価

注文番号 1806010715

■出力コンセント数：8個
　（バックアップ対応）
■1350W/1500VA

BN150T 

69,800円税込 約20kg

外付けHDD 注文番号 1806010712

無停電電源装置

限定
特価

注文番号 1806010717

■出力コンセント数：6個
　（バックアップ対応）
■360W/500VA

27,800円税込 約12.6kg

SMT500J

無停電電源装置

限定
特価

注文番号 1806010718

■出力コンセント数：6個
　（バックアップ対応）
■500W/750VA

39,800円税込 約13.18kg

SMT750J
限定
特価

■出力コンセント数：8個
　（バックアップ対応）
■670W/1000VA

49,800円税込 約21kg

SMT1000J

限定
特価 22,800円税込

A4カラーインクジェット複合機
■インクジェット
■インク：6色ハイブリッド
■A4　■両面印刷〇
■接続：USB、有線LAN、無線LAN

約6.5kg

PIXUS TS8130 
ブラック/ホワイト

限定
特価 22,800円税込

A4カラーインクジェット複合機
■インクジェット
■インク：6色独立
■A4　
■両面印刷〇
■接続：USB、無線LAN

約6.8kg

EP-880 AB/AN/AR
限定
特価 69,800円税込

A4カラーインクジェット複合機
■インクジェット
■インク：5色独立
■A4　
■両面印刷〇
■接続：USB、無線LAN

約8 kg

EW-M770T 

限定
特価 22,800円税込

A4カラーレーザー
■カラーレーザープリンタ
■インク：トナー
■A4　
■両面印刷〇
■接続：USB、有線LAN、無線LAN

約17.7kg

HL-3170CDW
限定
特価 43,800円税込

A4カラーレーザー
■カラーレーザー　
■インク：トナー
■A4
■両面印刷〇
■接続：USB、有線LAN、無線LAN

約21.9kg

HL-L8360CDW
限定
特価 37,800円税込

A4カラーレーザー
■カラーレーザープリンタ
■インク：トナー
■A4　
■両面印刷〇
■接続：USB、有線LAN、無線LAN

約22kg

OKI
C332DNW

AN（ニュートラルベージュ）

AR（レッド）

AB（ブラック）
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厳選 6アイテム周辺機器（プリンタ）

ポータブルHDD／外付けHDD周辺機器（ストレージ）

無停電電源装置周辺機器

辺
機
器
（
プ
リ
ン
タ
ー
／
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
／
無
停
電
電
源
装
置
）

周

カタログをご希望の方は
お申し付けください!!



注文番号 1806010801

限定
特価 6,980円税込 限定

特価 7,680円税込 限定
特価 12,980円税込

限定
特価 15,480円税込 限定

特価 20,980円税込 限定
特価 24,980円税込

限定
特価 4,780円税込 限定

特価 17,980円税込 限定
特価 87,800円税込

WHR-1166DHP4

Giga対応INTERNETポートで
スマホ・タブレットも光で高速Wi-Fi
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4
■USB端子×1

注文番号 1806010810

注文番号 1806010815

注文番号 1806010812

注文番号 1806010813

注文番号 1806010811

注文番号 1806010814

注文番号 1806010818注文番号 1806010816 注文番号 1806010817

約265g

注文番号 1806010802

WN-AX1167GR2 

「360コネクト」技術搭載で
家じゅう電波が届く！
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4

約250g

注文番号 1806010803

WSR-2533DHP-CB 

コンパクトな11ac 4×4
安定した飛びを実現
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4

約400g

注文番号 1806010804

ノイズに強く飛ぶWi-Fi
4K配信もサクサク再生
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4
■USB端子×1

約560g

注文番号 1806010805

WNPR2600G 

MU-MIMO＆1733Mbps対応
高速Wi-Fiルーター
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4

約240kg

注文番号 1806010806

R7800-100JPS 

11ac wave 2対応の
無線LANゲーミングルーター
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4
■USB端子×2

約840g

注文番号 1806010807

WI-U3-866DS 

WXR-1900DHP3 

USB3.0で11acを活かす
高速2×2 11ac
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■USB3.0/USB2.0

約18g

限定
特価 47,980円税込

毎日のプレゼンテーションに最適な
スマートデザイン
■輝度：3300ルーメン
■画素数：WXGA(1280x800)
■接続端子：ミニD-sub 15ピン×2、
　Sビデオ端子×1
　ビデオコンポジット端子(RCA)×1
　HDMI端子(ｖ1.4a)× 2

約2.4kg

注文番号 1806010808

LSW4-GT-16NSR

節電・安心・ハイスピードを兼ね備えた
GigaスイッチングHub
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：16

約1.1kg

注文番号 1806010809

BS-XP2008

全ポート10Giga、VLAN、QoS対応
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：8

約7.5kg

MW533 
限定
特価 64,980円税込

優れた基本性能と使いやすさを追求した、
オフィスの標準モデル。
■輝度：3300ルーメン
■画素数：WXGA(1280x800)
■接続端子：ミニD-sub 15ピン×2、
　ビデオコンポジット端子(RCA)、
　HDMI端子

約2.5kg

EB-W05C9 
（専用ケース付き）

限定
特価 159,800円税込

明るさと軽量モバイル性を両立し、外出先での
会議・プレゼンに最適。
■輝度：3200ルーメン
■画素数：WXGA(1280x800)
■接続端子：ミニD-sub 15ピン×2、
　ビデオコンポジット端子(RCA)、
　HDMI端子

約1.8kg

EB-1785WC9
 （80型ワイドスクリーン付）

限定
特価89,800円税込

手のひらサイズで大きく映せるモバイルタイプの
短焦点LEDプロジェクター
■輝度：600ルーメン
■画素数：1,024,000(1280×800)
■接続端子：アナログRGB（専用変換ケーブル）、
　HDMI®/MHL、USB2.0、
　microSD™カードスロット（最大32GB）

約450g

RICOH PJ 
WXC1110

限定
特価 259,800円税込

映したいものを載せるだけで実物投影。
書画カメラ搭載ドキュメントプロジェクター
■輝度：3100ルーメン
■画素数：786,432画素（1024×768ドット）
■接続端子：ミニD-sub 15ピン×1、
　ビデオコンポジット端子(RCA)×1
　HDMI Type-A×1
　USBメモリー×１スロット（USB 2.0）

約6.1kg

AD-2100X 
限定
特価 194,800円税込

壁掛け設置や机上投影に対応した
小スペース向けプロジェクター
■輝度：3500ルーメン
■画素数：1,024,000（1,280×800）
■接続端子：ミニD-sub15pin×1、
　HDMI®端子×1、USB mini-B×1、
　USB TYPE A×1
■有線LAN／無線LAN

約3kg

RICOH PJ 
WX4152NI

ELP-GP30
限定
特価 14,980円税込

新出力方式でパフォーマンスが向上した
グリーンレーザーの
新フラッグシップモデル。
■発光部：ダイレクトグリーンレーザー
■レーザー波長：515nm
■到達距離：約200m（夜間使用時）　

約65g

PR11－GC
限定
特価 13,190円税込

自信を持ってステージへ
直感的なスライド操作
■Bluetooth／USB
■対応可能アプリケーション：
　Powerpoint®、Keynote®、PDF™、
　Google™スライドおよびPrezi™　他

約49.2g

SPOTLIGHT R1000GD
限定
特価 28,800円税込

長時間革命！ 連続使用約60時間！！
■発光部：可視光半導体レーザー
■レーザー波長：515nm（緑色光）
■到達距離：約200m（夜間使用時）
■PC対応ページ送り機能　

約80g

無線LANルーター 無線LANルーター 無線LANルーター

無線LANルーター 無線LANルーター 無線LANルーター

無線LAN子機 LANハブ レイヤースイッチ

プロジェクター プロジェクター プロジェクター

プロジェクター プロジェクター プロジェクター

プレゼンテーションコントローラー 緑色レーザーポインター 緑色レーザーポインター

BenQ

TAXAN

電池を含む

電池を含む
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無線 LANルーター ／ 無線 LAN子機 ／ ハブ周辺機器（ネットワーク機器）

プロジェクター ／ レーザーポインター周辺機器（プレゼンテーション機器）

辺
機
器
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
／
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
機
器
）

周

端末代・通信料・契約事務手数料すべて込みです！

アプライドのデータ通信端末
端末代・通信料・契約事務手数料すべて込みです！

ALTEEMシリーズなら2年間 or 1年間使い放題で大変お得です！
諸経費支払いOK FUJISOFT FS030W

ALTEEM
NEC Aterm MR05LN

詳しくは裏表紙をご覧ください

28,80028,80028,800
NEC Aterm MR05LN
先端テクノロジーによるハイスピードを体験!

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010901

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

CanoScan LiDE220

コンセント不要で、持ち運べる軽量ボディー

9,980円税込
約1.6kg

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010904

■フィードスキャナー
■1200×1200dpi　
■A4
■USB3.0
■有線LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/
                10BASE-T

DS-530 

高速性と用紙対応力で
さまざまなビジネス現場に
スピードを。

42,980円税込
約3.7g

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010902

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

手軽にフィルムスキャンを実現する
高画質&高速ハイパフォーマンスモデル

19,480円税込 約2.8kg

約480g

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010903

■手差し
■1200×1200dpi
■A4
■USB2.0/USB1.1
■無線LANIEEE802.11 b/g/n

MDS-820W 

無線LAN対応・充電池搭載で、
完全PCレスのモバイルスキャナー。 

19,980円税込

USBメモリ 注文番号 1806010907

電子辞書 注文番号 1806010910

USBメモリ

限定
特価

注文番号 1806010908

■32GB
■USB3.0/2.0
■データ転送速度：
　最大5Gbps（理論値）

自動暗号化モードでセキュリティに強い

1,980円税込
約9g

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010905

■自動給紙方式（ADF）
　両面同時読み取り（Dual CIS）
■1200×1200dpi
■A4　　■USB3.0
■無線LAN：IEEE802.11 b/g/n
　有線LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/
                10BASE-T

ADS-3600W 

クラウドサービスにも対応する、
高速ネットワークスキャナー。

66,980円税込
約4.55g

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010906

■フラットベッド
■50～4,800dpi（1dpi刻み）、
　7,200dpi、9,600dpi　
■A3
■Hi-Speed USB/USB
■有線LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/
                10BASE-T

見開き原稿も一度で読み取り。
A3対応コストパフォーマンスモデル。
見開き原稿も一度で読み取り。
A3対応コストパフォーマンスモデル。

138,800円税込
約14.8kg

GH-UF3LA32G-WH 
限定
特価

■16GB
■USB2.0
■データ転送速度：
　最大480Mbps（理論値）

防水仕様、スリムデザインのUSBメモリー

980円税込 約1.8g

UFDPM2-16G 
グリーンハウス

グリーンハウス SUPERTALENT

ICレコーダー

限定
特価

注文番号 1806010913

カンタン操作、シンプル機能
お手ごろ価格のシリーズです。

1,980円税込 約84g

wordtank IDP-610J

扇風機 注文番号 1806010916

ICレコーダー 注文番号 1806010914

書籍や書類を素早く読みたい方に。
ペン型スキャナー辞書

語学やビジネスの現場に必要な、
高度な「英語表現力」を習得。

スキャナー辞書 注文番号 1806010911

USBメモリ

限定
特価

注文番号 1806010909

■64GB
■USB3.0/USB2.0
■速度：（読み）110MB/s 
　　 　（書き）70MB/s

ST3U64NST1 

持ち運びに便利なキャップレス！！
格納型キャップレスデザイン

2,980円税込

ICレコーダー 注文番号 1806010915

電子辞書 注文番号 1806010912

扇風機 注文番号 1806010917 扇風機

限定
特価

注文番号 1806010918

■グランドコンサイス英和辞典約36万項目を収録
■電池持続時間：
　単4アルカリ乾電池で約30日間使用可能
■2.6型、モノクロ液晶（3行表示、15文字/行）

9,980円税込 約86g

BN-NZ1E 
限定
特価

■三省堂 スーパー大辞林搭載
■リーダーズ英和辞典 第3版搭載
■5.5型WVGA＋カラー液晶
　(854×480ドット、横121.1mm×縦68.0mm)
　タッチパネル対応

33,980円税込 約270g

Brain PW-SB5

DS-50000 

GT-F740

■収録辞書：国語、漢字、英和/和英、会話
■コンテンツ：国語・漢字・四字熟語
■電卓機能付き

限定
特価

簡単設定・簡単録音を追求した、
シンプルレコーダー誕生。

4,890円税込 約67g

VN-541PC 

ハイレゾ音質をもっと手軽に。FLAC録音・
再生に対応した高音質なコンパクトモデル。

さりげなく自然に録音できる新形状。
遠隔録音対応ICレコーダー

限定
特価

■最大録音時間：96時間
■電池持続時間：39時間
■内蔵メモリー容量：8GB
■対応外部メモリー：
　microSD2GB～32GBに対応

19,480円税込 約75g

LS-P4 BLK 
限定
特価

■最大録音時間：636時間
■電池持続時間：15時間
■内蔵メモリー容量：16GB

20,480円税込 約15g

約22gICD-TX800/B 

■最大録音時間：60時間
■電池持続時間：23時間
■内蔵メモリー容量：4GB

本体本体

リモコン

リモコン

限定
特価

シンプルなデザインに1/fゆらぎを採用

9,480円税込 約3.7kg

F-CR324-C 

12段階の風量調節が可能な
トールタイプのDCタワー扇風機

パワフルなのに、スムーズな風。
空気を増幅させる、羽根のない扇風機。

限定
特価

■トールタイプ　　　■LED表示パネル
■風量調節：12段階　■リモコン付
■幅×奥行330×330mm
　高さ1205～1295mm

22,980円税込 約6.8kg

F-DTW70(W)
限定
特価

■風量調節：10段階
■首振り機能約70°　　■リモコン付
■幅×奥行×高さ200×200×579mm

36,980円税込 約2.38kg

AM05IB 

■30㎝　リビング扇　　■風量切替：3段
■リモコン（ホルダー付き）
■幅×奥行367×350mm
　高さ715～960mm
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スキャナー周辺機器（スキャナー）

USBメモリ／電子辞書／ ICレコーダー／扇風機周辺機器（その他）

辺
機
器
（
ス
キ
ャ
ナ
ー
／
U
S
B
メ
モ
リ
・
電
子
辞
書
・
I
C
レ
コ
ー
ダ
ー
・
扇
風
機
）

周

高度なディスクスキャンで高い復元力！

診断無料！ 高い技術力! 安心の低料金!
RAID崩壊や誤削除、データクラッシュ、
ディスクのフォーマットなど誤って喪失
した大切なデータを救い出します！！

パソコンやNAS、外付けHDDだけでなく、
USBメモリ、SDカード、MO、フロッピー等
のデータ復元・復旧も可能です！

消えてしまったデータ、復元・復旧いたします！消えてしまったデータ、復元・復旧いたします！
データ復元・復旧サービス



注文番号 1806010801

限定
特価 6,980円税込 限定

特価 7,680円税込 限定
特価 12,980円税込

限定
特価 15,480円税込 限定

特価 20,980円税込 限定
特価 24,980円税込

限定
特価 4,780円税込 限定

特価 17,980円税込 限定
特価 87,800円税込

WHR-1166DHP4

Giga対応INTERNETポートで
スマホ・タブレットも光で高速Wi-Fi
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4
■USB端子×1

注文番号 1806010810

注文番号 1806010815

注文番号 1806010812

注文番号 1806010813

注文番号 1806010811

注文番号 1806010814

注文番号 1806010818注文番号 1806010816 注文番号 1806010817

約265g

注文番号 1806010802

WN-AX1167GR2 

「360コネクト」技術搭載で
家じゅう電波が届く！
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4

約250g

注文番号 1806010803

WSR-2533DHP-CB 

コンパクトな11ac 4×4
安定した飛びを実現
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4

約400g

注文番号 1806010804

ノイズに強く飛ぶWi-Fi
4K配信もサクサク再生
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4
■USB端子×1

約560g

注文番号 1806010805

WNPR2600G 

MU-MIMO＆1733Mbps対応
高速Wi-Fiルーター
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4

約240kg

注文番号 1806010806

R7800-100JPS 

11ac wave 2対応の
無線LANゲーミングルーター
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：4
■USB端子×2

約840g

注文番号 1806010807

WI-U3-866DS 

WXR-1900DHP3 

USB3.0で11acを活かす
高速2×2 11ac
■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■USB3.0/USB2.0

約18g

限定
特価 47,980円税込

毎日のプレゼンテーションに最適な
スマートデザイン
■輝度：3300ルーメン
■画素数：WXGA(1280x800)
■接続端子：ミニD-sub 15ピン×2、
　Sビデオ端子×1
　ビデオコンポジット端子(RCA)×1
　HDMI端子(ｖ1.4a)× 2

約2.4kg

注文番号 1806010808

LSW4-GT-16NSR

節電・安心・ハイスピードを兼ね備えた
GigaスイッチングHub
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：16

約1.1kg

注文番号 1806010809

BS-XP2008

全ポート10Giga、VLAN、QoS対応
■有線LAN速度：10/100/1000Mbps
■有線LANポート数：8

約7.5kg

MW533 
限定
特価 64,980円税込

優れた基本性能と使いやすさを追求した、
オフィスの標準モデル。
■輝度：3300ルーメン
■画素数：WXGA(1280x800)
■接続端子：ミニD-sub 15ピン×2、
　ビデオコンポジット端子(RCA)、
　HDMI端子

約2.5kg

EB-W05C9 
（専用ケース付き）

限定
特価 159,800円税込

明るさと軽量モバイル性を両立し、外出先での
会議・プレゼンに最適。
■輝度：3200ルーメン
■画素数：WXGA(1280x800)
■接続端子：ミニD-sub 15ピン×2、
　ビデオコンポジット端子(RCA)、
　HDMI端子

約1.8kg

EB-1785WC9
 （80型ワイドスクリーン付）

限定
特価89,800円税込

手のひらサイズで大きく映せるモバイルタイプの
短焦点LEDプロジェクター
■輝度：600ルーメン
■画素数：1,024,000(1280×800)
■接続端子：アナログRGB（専用変換ケーブル）、
　HDMI®/MHL、USB2.0、
　microSD™カードスロット（最大32GB）

約450g

RICOH PJ 
WXC1110

限定
特価 259,800円税込

映したいものを載せるだけで実物投影。
書画カメラ搭載ドキュメントプロジェクター
■輝度：3100ルーメン
■画素数：786,432画素（1024×768ドット）
■接続端子：ミニD-sub 15ピン×1、
　ビデオコンポジット端子(RCA)×1
　HDMI Type-A×1
　USBメモリー×１スロット（USB 2.0）

約6.1kg

AD-2100X 
限定
特価 194,800円税込

壁掛け設置や机上投影に対応した
小スペース向けプロジェクター
■輝度：3500ルーメン
■画素数：1,024,000（1,280×800）
■接続端子：ミニD-sub15pin×1、
　HDMI®端子×1、USB mini-B×1、
　USB TYPE A×1
■有線LAN／無線LAN

約3kg

RICOH PJ 
WX4152NI

ELP-GP30
限定
特価 14,980円税込

新出力方式でパフォーマンスが向上した
グリーンレーザーの
新フラッグシップモデル。
■発光部：ダイレクトグリーンレーザー
■レーザー波長：515nm
■到達距離：約200m（夜間使用時）　

約65g

PR11－GC
限定
特価 13,190円税込

自信を持ってステージへ
直感的なスライド操作
■Bluetooth／USB
■対応可能アプリケーション：
　Powerpoint®、Keynote®、PDF™、
　Google™スライドおよびPrezi™　他

約49.2g

SPOTLIGHT R1000GD
限定
特価 28,800円税込

長時間革命！ 連続使用約60時間！！
■発光部：可視光半導体レーザー
■レーザー波長：515nm（緑色光）
■到達距離：約200m（夜間使用時）
■PC対応ページ送り機能　

約80g

無線LANルーター 無線LANルーター 無線LANルーター

無線LANルーター 無線LANルーター 無線LANルーター

無線LAN子機 LANハブ レイヤースイッチ

プロジェクター プロジェクター プロジェクター

プロジェクター プロジェクター プロジェクター

プレゼンテーションコントローラー 緑色レーザーポインター 緑色レーザーポインター

BenQ

TAXAN

電池を含む

電池を含む
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無線 LANルーター ／ 無線 LAN子機 ／ ハブ周辺機器（ネットワーク機器）

プロジェクター ／ レーザーポインター周辺機器（プレゼンテーション機器）

辺
機
器
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
／
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
機
器
）

周

端末代・通信料・契約事務手数料すべて込みです！

アプライドのデータ通信端末
ALTEEMシリーズなら2年間 or 1年間使い放題で大変お得です！
諸経費支払いOK FUJISOFT FS030W

ALTEEM
NEC Aterm MR05LN

詳しくは裏表紙をご覧ください

先端テクノロジーによるハイスピードを体験!

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010901

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

CanoScan LiDE220

コンセント不要で、持ち運べる軽量ボディー

9,980円税込
約1.6kg

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010904

■フィードスキャナー
■1200×1200dpi　
■A4
■USB3.0
■有線LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/
                10BASE-T

DS-530 

高速性と用紙対応力で
さまざまなビジネス現場に
スピードを。

42,980円税込
約3.7g

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010902

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

手軽にフィルムスキャンを実現する
高画質&高速ハイパフォーマンスモデル

19,480円税込 約2.8kg

約480g

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010903

■手差し
■1200×1200dpi
■A4
■USB2.0/USB1.1
■無線LANIEEE802.11 b/g/n

MDS-820W 

無線LAN対応・充電池搭載で、
完全PCレスのモバイルスキャナー。 

19,980円税込

USBメモリ 注文番号 1806010907

電子辞書 注文番号 1806010910

USBメモリ

限定
特価

注文番号 1806010908

■32GB
■USB3.0/2.0
■データ転送速度：
　最大5Gbps（理論値）

自動暗号化モードでセキュリティに強い

1,980円税込
約9g

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010905

■自動給紙方式（ADF）
　両面同時読み取り（Dual CIS）
■1200×1200dpi
■A4　　■USB3.0
■無線LAN：IEEE802.11 b/g/n
　有線LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/
                10BASE-T

ADS-3600W 

クラウドサービスにも対応する、
高速ネットワークスキャナー。

66,980円税込
約4.55g

スキャナー

限定
特価

注文番号 1806010906

■フラットベッド
■50～4,800dpi（1dpi刻み）、
　7,200dpi、9,600dpi　
■A3
■Hi-Speed USB/USB
■有線LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/
                10BASE-T

見開き原稿も一度で読み取り。
A3対応コストパフォーマンスモデル。
見開き原稿も一度で読み取り。
A3対応コストパフォーマンスモデル。

138,800円税込
約14.8kg

GH-UF3LA32G-WH 
限定
特価

■16GB
■USB2.0
■データ転送速度：
　最大480Mbps（理論値）

防水仕様、スリムデザインのUSBメモリー

980円税込 約1.8g

UFDPM2-16G 
グリーンハウス

グリーンハウス SUPERTALENT

ICレコーダー

限定
特価

注文番号 1806010913

カンタン操作、シンプル機能
お手ごろ価格のシリーズです。

1,980円税込 約84g

wordtank IDP-610J

扇風機 注文番号 1806010916

ICレコーダー 注文番号 1806010914

書籍や書類を素早く読みたい方に。
ペン型スキャナー辞書

語学やビジネスの現場に必要な、
高度な「英語表現力」を習得。

スキャナー辞書 注文番号 1806010911

USBメモリ

限定
特価

注文番号 1806010909

■64GB
■USB3.0/USB2.0
■速度：（読み）110MB/s 
　　 　（書き）70MB/s

ST3U64NST1 

持ち運びに便利なキャップレス！！
格納型キャップレスデザイン

2,980円税込

ICレコーダー 注文番号 1806010915

電子辞書 注文番号 1806010912

扇風機 注文番号 1806010917 扇風機

限定
特価

注文番号 1806010918

■グランドコンサイス英和辞典約36万項目を収録
■電池持続時間：
　単4アルカリ乾電池で約30日間使用可能
■2.6型、モノクロ液晶（3行表示、15文字/行）

9,980円税込 約86g

BN-NZ1E 
限定
特価

■三省堂 スーパー大辞林搭載
■リーダーズ英和辞典 第3版搭載
■5.5型WVGA＋カラー液晶
　(854×480ドット、横121.1mm×縦68.0mm)
　タッチパネル対応

33,980円税込 約270g

Brain PW-SB5

DS-50000 

GT-F740

■収録辞書：国語、漢字、英和/和英、会話
■コンテンツ：国語・漢字・四字熟語
■電卓機能付き

限定
特価

簡単設定・簡単録音を追求した、
シンプルレコーダー誕生。

4,890円税込 約67g

VN-541PC 

ハイレゾ音質をもっと手軽に。FLAC録音・
再生に対応した高音質なコンパクトモデル。

さりげなく自然に録音できる新形状。
遠隔録音対応ICレコーダー

限定
特価

■最大録音時間：96時間
■電池持続時間：39時間
■内蔵メモリー容量：8GB
■対応外部メモリー：
　microSD2GB～32GBに対応

19,480円税込 約75g

LS-P4 BLK 
限定
特価

■最大録音時間：636時間
■電池持続時間：15時間
■内蔵メモリー容量：16GB

20,480円税込 約15g

約22gICD-TX800/B 

■最大録音時間：60時間
■電池持続時間：23時間
■内蔵メモリー容量：4GB

本体本体

リモコン

リモコン

限定
特価

シンプルなデザインに1/fゆらぎを採用

9,480円税込 約3.7kg

F-CR324-C 

12段階の風量調節が可能な
トールタイプのDCタワー扇風機

パワフルなのに、スムーズな風。
空気を増幅させる、羽根のない扇風機。

限定
特価

■トールタイプ　　　■LED表示パネル
■風量調節：12段階　■リモコン付
■幅×奥行330×330mm
　高さ1205～1295mm

22,980円税込 約6.8kg

F-DTW70(W)
限定
特価

■風量調節：10段階
■首振り機能約70°　　■リモコン付
■幅×奥行×高さ200×200×579mm

36,980円税込 約2.38kg

AM05IB 

■30㎝　リビング扇　　■風量切替：3段
■リモコン（ホルダー付き）
■幅×奥行367×350mm
　高さ715～960mm
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スキャナー周辺機器（スキャナー）

USBメモリ／電子辞書／ ICレコーダー／扇風機周辺機器（その他）
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高度なディスクスキャンで高い復元力！

診断無料！ 高い技術力! 安心の低料金!
RAID崩壊や誤削除、データクラッシュ、
ディスクのフォーマットなど誤って喪失
した大切なデータを救い出します！！

パソコンやNAS、外付けHDDだけでなく、
USBメモリ、SDカード、MO、フロッピー等
のデータ復元・復旧も可能です！

消えてしまったデータ、復元・復旧いたします！消えてしまったデータ、復元・復旧いたします！
データ復元・復旧サービス

お手ごろ価格のシリーズです。お手ごろ価格のシリーズです。お手ごろ価格のシリーズです。お手ごろ価格のシリーズです。お手ごろ価格のシリーズです。

注文番号 1806010916

ゆらぎを採用

約3.7kg



ミニタワータイプ

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

－簡易計算－ 各種カスタマイズ対応

Core-X High-End DeskTop

CERVO Calcul （カルキュル）シリーズ 誕生！
3年保証で高耐久で好評なCERVOシリーズに新しいラインアップ『CERVO Calcul』シリーズが登場しました！
CERVO Calculは、Intelのハイエンド向けCPUであるCore-Xシリーズを採用したハイエンドデスクトップパソコン。
各パーツを吟味し、簡易計算用途にも十分活用できる、パワフルなデスクトップパソコンに仕上げました。

Core i7-7800X搭載
動作周波数：3.5 [TB 4.0]GHｚ　コア数：6
スレッド数：12　PCI Expressレーン数：28

注文番号 1806011001

CERVO Calcul CVW-MX7

ミドルタワータイプCERVO Calcul CVW-TX7

ミドルタワータイプCERVO Calcul CVW-TX9

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-7800X
　 （3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● チップセット：Intel X299 Express チップセット
● メモリ：32GB
　 （DDR4-2666/8GB×4、空き4、最大128GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 起動ストレージ：256GB 高品質SSD
　 （R:550MB/s W:525MB/s）
● 増設ストレージ：1TB 高耐久HDD
　 （7200rpm,128MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/2GB

● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2×6（背面）
 USB3.1 Gen1×2（前面）
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：700W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約198（W）×440（D）×378（H）

3.5GHz 6コアCPU/32GBメモリ/高品質SSD 256GB

269,784269,784円税込限定
特価

標準構成

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック 注文番号 1806011002

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-7800X
　 （3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● チップセット：Intel X299 Express チップセット
● メモリ：32GB
　 （DDR4-2666/8GB×4、空き4、最大128GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 起動ストレージ：256GB 高品質SSD
　 （R:550MB/s W:525MB/s）
● 増設ストレージ：1TB 高耐久HDD
　 （7200rpm,128MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/2GB

● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2×6（背面）
 USB3.1 Gen1×2（前面）
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：700W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約208（W）×506（D）×470（H）

3.5GHz 6コアCPU/32GBメモリ/高品質SSD 256GB

312,984312,984円税込限定
特価

標準構成

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

Core i9-7900X搭載
動作周波数：3.3 [TB 4.3、TBMT3.0 4.5]GHｚ
コア数：10　スレッド数：20
PCI Expressレーン数：44

注文番号 1806011003

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-7900X
　 （3.3[TB4.3]GHz、10C/20T/13.75MB）
● チップセット：Intel X299 Express チップセット
● メモリ：64GB
　 （DDR4-2666/16GB×4、空き4、最大128GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 起動ストレージ：512GB 高品質SSD
　 （R:560MB/s W:530MB/s）
● 増設ストレージ：1TB 高耐久HDD
　 （7200rpm,128MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/2GB

● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2×6（背面）
 USB3.1 Gen1×2（前面）
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：700W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約230（W）×515（D）×460（H）

3.3GHz 10コアCPU/64GBメモリ/高品質SSD 512GB

474,120474,120円税込限定
特価

標準構成

CERVO Calcul CVW-TX7

● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2×6（背面）
 USB3.1 Gen1×2（前面）
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：700W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約208（W）×506（D）×470（H）

3.5GHz 6コアCPU/32GBメモリ/高品質SSD 256GB

CERVO Calcul CVW-TX9

保証付3年間パック

安心の
万が一の時でも
データは安心！

● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2×6（背面）
 USB3.1 Gen1×2（前面）
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：700W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約230（W）×515（D）×460（H）

3.3GHz 10コアCPU/64GBメモリ/高品質SSD 512GB

HEDTHEDT
High-End DeskTopHigh-End DeskTop

HEDTHEDT
High-End DeskTopHigh-End DeskTop

HEDTHEDT
High-End DeskTopHigh-End DeskTop

Core i7-7800X搭載
動作周波数：3.5 [TB 4.0]GHｚ　コア数：6
スレッド数：12　PCI Expressレーン数：28

イ
エ
ン
ド
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プ
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ハ

1CPUワークステーション

もっと

超静音仕様
最大256GBメモリ

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

－スケーラブルプロセッサー搭載 ワークステーション－
Xeon Scalable Processor WorkStation

各種カスタマイズ対応

開発コードネーム SkyLake-SP と呼ばれるアーキテクチャで設計された「インテル Xeon スケーラブル・プロ
セッサー」は、1プロセッサ当たりのコア数は最大で28、また最大で6TBの物理メモリに対応します。従来モデルの
倍となる512ビット長のSIMD演算機能を提供する「Intel AVX-512」をサポート。クロック・サイクルごとに1秒当
たり32個の倍精度浮動小数点演算と64個の単精度浮動小数点演算を512ビットベクトルにパックすることがで
き、8個の64ビット整数と16個の32ビット整数もパックできます。

Intel Xeon Scalable Processor

・2ソケット対応
・６～８コア
・1.70GHｚ

・2ソケット対応
・4～12コア
・1.80～2.60GHｚ

・4ソケット対応
・4～22コア
・1.90～3.60GHｚ

・8ソケット対応
・4～28コア
・2.00～3.60GHｚ

CERVO Grasta Type-IS1S

スタンダード 2CPUワークステーション

もっと

超静音仕様

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

注文番号 1806011103 注文番号 1806011104

● CPU：[2基] Xeon Silver 4110
　 （2.1[Max3.0]GHz、8C/16T/11MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）
　 Registered ECC

● CPU：[2基] Xeon Silver 4114
　 （2.2[Max3.0]GHz、10C/20T/13.75MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）
　 Registered ECC

　　　　 ■ データ復旧サービスパック 3年版　● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ　● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB

● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3 ● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×3（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×4/空き3 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
● USB：USB3.1 Type-A×1（背面） Type-C×1（背面） USB3.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　※内、1ポートはIPMI兼用 ● 電源：1200W 80Plus Platinum
● 保証期間：3年間（センドバック） ● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約193（W）×525.3（D）×424（H）

共通仕様

CERVO Grasta Type-ES1S

751,464751,464円税込限定
特価

2.2GHz 10コアCPU×2/
64GBメモリ/高耐久HDD １TB

2.1GHz 8コアCPU×2/
32GBメモリ/高耐久HDD １TB

602,640602,640円税込限定
特価

注文番号 1806011101 注文番号 1806011102

● CPU：Xeon Silver 4112
　 （2.6[Max3.0]GHz、4C/8T/8.25MB）
● メモリ：16GB（DDR4-2400/4GB×4、空き4）
　 Registered ECC

● CPU：Xeon Silver 4116
　 （2.0[Max3.0]GHz、12C/24T/16.5MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/8GB×4、空き4）
　 Registered ECC

　　　　 ■ データ復旧サービスパック 3年版　● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ　● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB

● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3 ● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×3（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×2/空き1 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2 ※×16/×16/NA/×8 or ×16/×8/×8/×8 PCI-Express3.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×4（前面2、背面2） USB2.0×2（背面） ● LAN：10GBase-T×2、IPMI×1
● その他：シリアルポート×1 ● 電源：900W 80Plus GOLD ● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約193（W）×525.3（D）×424（H）

共通仕様

518,076518,076円税込限定
特価

2.0GHz 12コアCPU/
32GBメモリ/高耐久HDD １TB

2.6GHz 4コアCPU/
16GBメモリ/高耐久HDD １TB

386,640386,640円税込限定
特価

ホットスワップベイ採用 2CPUワークステーション

安心の

3年間
保証付

注文番号 1806011105 注文番号 1806011106

● CPU：[2基] Xeon Silver 4110
　 （2.1[Max3.0]GHz、8C/16T/11MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）
　 Registered ECC

● CPU：[2基] Xeon Silver 4116
　 （2.1[Max3.0]GHz、12C/24T/16.5MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）
　 Registered ECC

　　　　 ■ データ復旧サービスパック 3年版　● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ　● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB

● 空きドライブベイ：5inch×2、3.5inch HotSwapベイ×7 ● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×3（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×4/空き3 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
● USB：USB3.1 Type-A×1（背面） Type-C×1（背面） USB3.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　※内、1ポートはIPMI兼用 ● 電源：1200W 80Plus Platinum
● 保証期間：3年間（センドバック） ● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約178（W）×648（D）×452（H）

共通仕様

CERVO Grasta Type-GS1S

910,116910,116円税込限定
特価

2.1GHz 12コアCPU×2/
64GBメモリ/高耐久HDD １TB

2.1GHz 8コアCPU×2/
32GBメモリ/高耐久HDD １TB

656,640656,640円税込限定
特価

※LRDIMM使用時

最大1TB※メモリ

もっと

超静音仕様
万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

※LRDIMM使用時

最大1TB※メモリ

オススメ
構成

標準
構成

オススメ
構成

標準
構成

オススメ
構成

標準
構成
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ミニタワータイプ

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

－簡易計算－ 各種カスタマイズ対応

Core-X High-End DeskTop

CERVO Calcul （カルキュル）シリーズ 誕生！
3年保証で高耐久で好評なCERVOシリーズに新しいラインアップ『CERVO Calcul』シリーズが登場しました！
CERVO Calculは、Intelのハイエンド向けCPUであるCore-Xシリーズを採用したハイエンドデスクトップパソコン。
各パーツを吟味し、簡易計算用途にも十分活用できる、パワフルなデスクトップパソコンに仕上げました。

Core i7-7800X搭載
動作周波数：3.5 [TB 4.0]GHｚ　コア数：6
スレッド数：12　PCI Expressレーン数：28

注文番号 1806011001

CERVO Calcul CVW-MX7

ミドルタワータイプCERVO Calcul CVW-TX7

ミドルタワータイプCERVO Calcul CVW-TX9

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-7800X
　 （3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● チップセット：Intel X299 Express チップセット
● メモリ：32GB
　 （DDR4-2666/8GB×4、空き4、最大128GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 起動ストレージ：256GB 高品質SSD
　 （R:550MB/s W:525MB/s）
● 増設ストレージ：1TB 高耐久HDD
　 （7200rpm,128MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/2GB

● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2×6（背面）
 USB3.1 Gen1×2（前面）
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：700W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約198（W）×440（D）×378（H）

3.5GHz 6コアCPU/32GBメモリ/高品質SSD 256GB

269,784269,784円税込限定
特価

標準構成

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック 注文番号 1806011002

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-7800X
　 （3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● チップセット：Intel X299 Express チップセット
● メモリ：32GB
　 （DDR4-2666/8GB×4、空き4、最大128GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 起動ストレージ：256GB 高品質SSD
　 （R:550MB/s W:525MB/s）
● 増設ストレージ：1TB 高耐久HDD
　 （7200rpm,128MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/2GB

● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2×6（背面）
 USB3.1 Gen1×2（前面）
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：700W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約208（W）×506（D）×470（H）

3.5GHz 6コアCPU/32GBメモリ/高品質SSD 256GB

312,984312,984円税込限定
特価

標準構成

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

Core i9-7900X搭載
動作周波数：3.3 [TB 4.3、TBMT3.0 4.5]GHｚ
コア数：10　スレッド数：20
PCI Expressレーン数：44

注文番号 1806011003

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-7900X
　 （3.3[TB4.3]GHz、10C/20T/13.75MB）
● チップセット：Intel X299 Express チップセット
● メモリ：64GB
　 （DDR4-2666/16GB×4、空き4、最大128GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 起動ストレージ：512GB 高品質SSD
　 （R:560MB/s W:530MB/s）
● 増設ストレージ：1TB 高耐久HDD
　 （7200rpm,128MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/2GB

● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2×6（背面）
 USB3.1 Gen1×2（前面）
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：700W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約230（W）×515（D）×460（H）

3.3GHz 10コアCPU/64GBメモリ/高品質SSD 512GB

474,120474,120円税込限定
特価

標準構成

HEDTHEDT
High-End DeskTopHigh-End DeskTop

HEDTHEDT
High-End DeskTopHigh-End DeskTop

HEDTHEDT
High-End DeskTopHigh-End DeskTop

Core i7-7800X搭載
動作周波数：3.5 [TB 4.0]GHｚ　コア数：6
スレッド数：12　PCI Expressレーン数：28
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1CPUワークステーション

もっと

超静音仕様
最大256GBメモリ

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

－スケーラブルプロセッサー搭載 ワークステーション－
Xeon Scalable Processor WorkStation

各種カスタマイズ対応

開発コードネーム SkyLake-SP と呼ばれるアーキテクチャで設計された「インテル Xeon スケーラブル・プロ
セッサー」は、1プロセッサ当たりのコア数は最大で28、また最大で6TBの物理メモリに対応します。従来モデルの
倍となる512ビット長のSIMD演算機能を提供する「Intel AVX-512」をサポート。クロック・サイクルごとに1秒当
たり32個の倍精度浮動小数点演算と64個の単精度浮動小数点演算を512ビットベクトルにパックすることがで
き、8個の64ビット整数と16個の32ビット整数もパックできます。

Intel Xeon Scalable Processor

・2ソケット対応
・６～８コア
・1.70GHｚ

・2ソケット対応
・4～12コア
・1.80～2.60GHｚ

・4ソケット対応
・4～22コア
・1.90～3.60GHｚ

・8ソケット対応
・4～28コア
・2.00～3.60GHｚ

CERVO Grasta Type-IS1S

スタンダード 2CPUワークステーション

もっと

超静音仕様

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

注文番号 1806011103 注文番号 1806011104

● CPU：[2基] Xeon Silver 4110
　 （2.1[Max3.0]GHz、8C/16T/11MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）
　 Registered ECC

● CPU：[2基] Xeon Silver 4114
　 （2.2[Max3.0]GHz、10C/20T/13.75MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）
　 Registered ECC

　　　　 ■ データ復旧サービスパック 3年版　● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ　● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB

● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3 ● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×3（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×4/空き3 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
● USB：USB3.1 Type-A×1（背面） Type-C×1（背面） USB3.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　※内、1ポートはIPMI兼用 ● 電源：1200W 80Plus Platinum
● 保証期間：3年間（センドバック） ● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約193（W）×525.3（D）×424（H）

共通仕様

CERVO Grasta Type-ES1S

751,464751,464円税込限定
特価

2.2GHz 10コアCPU×2/
64GBメモリ/高耐久HDD １TB

2.1GHz 8コアCPU×2/
32GBメモリ/高耐久HDD １TB

CERVO Grasta Type-IS1S

もっと

超静音仕様超静音仕様
万が一の時でも
データは安心！ ● CPU：[2基] Xeon Silver 4110

　　　　 ■ 
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ　● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB

共通仕様

CERVO Grasta Type-ES1S

2.1GHz 8コアCPU×2/
32GBメモリ/高耐久HDD １TB

602,640602,640円税込限定
特価

注文番号 1806011101 注文番号 1806011102

● CPU：Xeon Silver 4112
　 （2.6[Max3.0]GHz、4C/8T/8.25MB）
● メモリ：16GB（DDR4-2400/4GB×4、空き4）
　 Registered ECC

● CPU：Xeon Silver 4116
　 （2.0[Max3.0]GHz、12C/24T/16.5MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/8GB×4、空き4）
　 Registered ECC

　　　　 ■ データ復旧サービスパック 3年版　● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ　● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB

● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3 ● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×3（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×2/空き1 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2 ※×16/×16/NA/×8 or ×16/×8/×8/×8 PCI-Express3.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×4（前面2、背面2） USB2.0×2（背面） ● LAN：10GBase-T×2、IPMI×1
● その他：シリアルポート×1 ● 電源：900W 80Plus GOLD ● 保証期間：3年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約193（W）×525.3（D）×424（H）

共通仕様

518,076518,076円税込限定
特価

2.0GHz 12コアCPU/
32GBメモリ/高耐久HDD １TB

2.6GHz 4コアCPU/
16GBメモリ/高耐久HDD １TB

386,640386,640円税込限定
特価

ホットスワップベイ採用 2CPUワークステーション

安心の

3年間
保証付

注文番号 1806011105 注文番号 1806011106

● CPU：[2基] Xeon Silver 4110
　 （2.1[Max3.0]GHz、8C/16T/11MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）
　 Registered ECC

● CPU：[2基] Xeon Silver 4116
　 （2.1[Max3.0]GHz、12C/24T/16.5MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）
　 Registered ECC

　　　　 ■ データ復旧サービスパック 3年版　● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● ストレージ：1TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ　● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB

● 空きドライブベイ：5inch×2、3.5inch HotSwapベイ×7 ● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×3（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×4/空き3 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
● USB：USB3.1 Type-A×1（背面） Type-C×1（背面） USB3.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　※内、1ポートはIPMI兼用 ● 電源：1200W 80Plus Platinum
● 保証期間：3年間（センドバック） ● キーボード＆マウス：付属 ● 外寸（mm）：約178（W）×648（D）×452（H）

共通仕様

CERVO Grasta Type-GS1S

910,116910,116円税込限定
特価

2.1GHz 12コアCPU×2/
64GBメモリ/高耐久HDD １TB

2.1GHz 8コアCPU×2/
32GBメモリ/高耐久HDD １TB

656,640656,640円税込限定
特価

※LRDIMM使用時

最大1TB※メモリ

もっと

超静音仕様
万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

※LRDIMM使用時

最大1TB※メモリ

オススメ
構成

標準
構成

オススメ
構成

標準
構成

オススメ
構成

標準
構成
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－ディープラーニング－DeepLearning 各種カスタマイズ対応

CERVO Deepシリーズなら
ディープラーニング環境構築済み
ディープラーニング用に行うセットアップは各フレーム
ワークやライブラリ間のバージョン調整など、初めての方
には難易度が高く非常に時間と手間のかかる作業ですが、
アプライドのCERVO Deepシリーズなら工場で環境構
築済み。付属のシステムマニュアルには、代表的なフレーム
ワークのサンプルプログラムの動作確認手順も記載されて
いるので、初めての方にも安心です。

アプライドのGPUワークステーションであるGPGPUシリーズの中でも「CERVO Deepシ
リーズ」はDeep Learningに最適化されたOS・GPU・フレームワーク・ライブラリを工場で
あらかじめインストールしてお届けする、深層学習（ディープラーニング）の専用モデルです。

【フレームワーク＆ライブラリ】

【OS】 
Ubuntu
16.04LTS

・nVIDIA DIGITS ・NV-Caffe ・Torch ・Tensor-Flow ・Keras
・Chainer ・PyCUDA ・Theano ・OpenCV Use CUDA
・cuDNNライブラリ ・NCCL2 ・FFmpeg ・Python
・Oracle-JAVA8 ・CUDA Toolkit 8.0 or 9.1（選択）

【GPU】
nVIDIA（GeForce・Quadro・TESLA）

※LRDIMM使用時

最大768GB※メモリ
※LRDIMM使用時

最大768GB※メモリ

862,920862,920円税込限定
特価

DeepLearning スタンダードモデル

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

静音仕様
最大512GBメモリ

■ Skylake-W CPU搭載

GTX1080Ti搭載
最大GPU搭載数：3

1,585,4401,585,440円税込限定
特価

DeepLearning パフォーマンスモデル

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

静音仕様

GTX1080Ti搭載
最大GPU搭載数：4

3,024,0003,024,000円税込限定
特価

CERVO Deep Type-XX
DeepLearning ハイパフォーマンスモデル

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

注文番号 1806011204

■ データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算用）：TESLA P100 GDDR5 16GB
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu16.04LTS & CUDA8.0 インストール代行
● CPU：[2基] Xeon Gold 5120
　 （2.2[Max3.2]GHz、14C/28T/19.25MB）
● メモリ：96GB（DDR4-2666/8GB×12、空き4）Registered ECC
● 起動ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD
　 （R:550MB/s W:520MB/s）
● 増設ストレージ：2TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック（描画用）：Quadro P620 GDDR5/2GB
● 電源：[冗長電源] 2200W 80Plus Titanium
● 保証期間：3年間（センドバック）

2.2GHz 14コアCPU/
96GBメモリ/高耐久SSD 500GB

標準
構成

冗長化電源

■ Scalable Processor搭載

TESLA P100搭載
最大GPU搭載数：4

645,840645,840円税込限定
特価

CERVO Deep Type-CS
DeepLearning エントリーモデル

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

注文番号 1806011202

注文番号 1806011201

■ データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算・描画兼用）：
　 GeForce GTX1080Ti GDDR5x/11GB
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu16.04LTS & CUDA8.0 インストール代行
● CPU：Core i7-7800X
　 （3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2666/8GB×4、空き4）
● 起動ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD
　 （R:550MB/s W:520MB/s）
● 増設ストレージ：2TB 高耐久HDD
　 （7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 電源：1200W 80Plus Platinum
● 保証期間：3年間（センドバック）

3.5GHz 6コアCPU/
32GBメモリ/高耐久SSD 500GB

標準
構成

CERVO Deep Type-XS

■ データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算・描画兼用）：
　 GeForce GTX1080Ti GDDR5x/11GB ×2
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu16.04LTS & CUDA8.0 インストール代行
● CPU：Xeon W-2133（3.6[TB3.9]GHz、6C/12T/8.25MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/8GB×4、空き4）Registered ECC
● 起動ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD
　 （R:550MB/s W:520MB/s）
● 増設ストレージ：2TB 高耐久HDD
　 （7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 電源：1500W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドバック）

3.6GHz 6コアCPU/
32GBメモリ/高耐久SSD 500GB

標準
構成

静音仕様
最大128GBメモリ

CERVO Deep Type-CMS

■ データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算・描画兼用）：
　 GeForce GTX1080Ti GDDR5x/11GB
● DeepLearningフレームワーク 
　 インストール代行
● OS：Ubuntu16.04LTS & CUDA8.0 インストール代行
● CPU：Core i7-7800X
　 （3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● メモリ：16GB（DDR4-2666/4GB×4、空き0）
● 起動ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD
　 （R:550MB/s W:520MB/s）
● 増設ストレージ：なし
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 電源：850W 80Plus Gold
● 保証期間：3年間（センドバック）

3.5GHz 6コアCPU/
16GBメモリ/高耐久SSD 500GB

標準
構成

GTX1080Ti搭載
最大GPU搭載数：4

441,720441,720円税込限定
特価

安心の

3年間
保証付

万が一の時でも
データは安心！

データ復旧
サービスパック付！
3年間パック

注文番号 1806011203

静音仕様
最大64GBメモリ

GTX1080Ti搭載
最大GPU搭載数：1

万が一の時でも

nVIDIA（GeForce・Quadro・TESLA）

■ Scalable Processor搭載

注文番号 1806011205

CERVO Deep Type-XXS

■ データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算・描画兼用）：
　 GeForce GTX1080Ti GDDR5x/11GB ×4
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu16.04LTS & CUDA8.0 インストール代行
● CPU：[2基] Xeon Silver 4110
　 （2.1[Max3.0]GHz、8C/16T/11MB）
● メモリ：96GB（DDR4-2666/8GB×12、空き4）Registered ECC
● 起動ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD
　 （R:550MB/s W:520MB/s）
● 増設ストレージ：2TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 電源：1500W 80Plus GOLD
● 保証期間：3年間（センドバック）

2.1GHz 8コアCPU/
96GBメモリ/高耐久SSD 500GB

標準
構成

最新CPU搭載モデルに生まれ変わりました。
ラックマウントタイプなどラインアップを強化！CERVO Deep ラックマウントタイプなどラインアップを強化！CERVO Deepシリーズ フルモデルチェンジ！
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LABO ナビとは

全国各地の大学や研究室の風景、研
究内容などをご紹介しています。大学
進学を目指す学生に、より具体的で
有意義な情報提供を
行うことで、将来の道
が大きく聞けること
を信じております。

研究室情報発信提供サイト

弊社が運営、大学・研究室をご紹介させて頂いているポータルサイトです。弊社で制
作させていただきましたWEBサイトを中心に多数の研究室様のWEBサイトをご紹

介させていただいております。様々なキーワードや地域から研究室を探すことができ、他大学・他研究室との共同研
究や連携、高校生の大学選び、大学生の研究室選びの際にご活用いただけるよう、ご用意しております。

研究室サイトを広く学生に伝える秘密がここにある！！
全国大学登録数777校 研究室登録数5,000件以上！

どの大学を選ぶ？

どの研究室を選ぶ？

大学研究室選びのポータルサイト

研究室をPRしませんか？
LABOナビで

詳しくは「LABOナビ」のホームページをご確認ください！！ http://www.labnavi.info/ LABOナビ

●大学名　●研究室の名前
●研究室のホームページへのリンク
●研究室の紹介・コメントの掲載
●関連リンクの記載
●研究室の学生の紹介

●研究風景の紹介
●卒業生の主な就職先
●研究室や大学のおもしろポイントの紹介
●先生の紹介
　（経歴、研究パートナーなどを掲載）

●研究の成果報告
●大学の構内写真
●カテゴリーの設定
●キーワードの設定

【掲載可能な情報】

LABOナビリンク

※ご希望の項目を任意
で選択していただい
て、掲載が可能です。

●大学名
●研究室の名前
●学部
●学科
●先生のお名前
●研究分野

【掲載可能な情報】

LABOナビリンクご掲載費／1研究室様 月額 円1,080（税込）

※公費でお支払い
　いただけます　
※年間でのご契約
　となります年間12,960円（税込） 有料

プラン

無料
掲載

LABOナビリンク
（有料プラン）

LABOナビには、研究室のより多くの情報を
学生に伝えるサービスがあります！

LABOナビにお得な新プラン登場

などの皆様の声に
お応えしました！

研
究
の
内
容
や

成
果
を

も
う
少
し
詳
し
く

掲
載
し
た
い
な…

学
生
の
紹
介
や

研
究
風
景
な
ど
を

掲
載
し
て
楽
し
い

雰
囲
気
を
伝
え
た
い

研究室のサイトの
アクセスもアップ！

研究内容から研究の様子、研究成果
などを写真付で情報も訴求できます。
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●研究室や大学のおもしろポイントの紹介
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　（経歴、研究パートナーなどを掲載）

●研究の成果報告
●大学の構内写真
●カテゴリーの設定
●キーワードの設定

【掲載可能な情報】

LABOナビリンク

※ご希望の項目を任意
で選択していただい
て、掲載が可能です。

●大学名
●研究室の名前
●学部
●学科
●先生のお名前
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【掲載可能な情報】

LABOナビリンクご掲載費／1研究室様 月額 円1,080（税込）

※公費でお支払い
　いただけます　
※年間でのご契約
　となります年間12,960円（税込） 有料

プラン

無料
掲載

LABOナビリンク
（有料プラン）

LABOナビには、研究室のより多くの情報を
学生に伝えるサービスがあります！
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Q 大学の情報をどの様な方法で収集しましたか？ （複数回答）

出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］

受験生は

受験生の方々が必要としている情報を“見やすく”“わかりやすく”
導線を考慮して、レイアウト設計・デザインいたします！

ホームページを活用して効果的に
受験生へアピールしませんか？

周辺環境 立　地 教育設備 などを
調べています。

オープンキャンパスに向けてオープンキャンパスに向けて
ホームページで
受験生にアピール！！

全国の大学・研究室様対応！

62.4%

58.7%

38.6%

36.9%

33.4%

27.8%

詳細はWEBサイトをご覧ください http://www.applied.ne.jp/web/

出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］出典：ネットエイジアリサーチ　［http://www.mobile-research.jp/investigation/research_date_140724.html］

58.7%

38.6%

36.9%

33.4%

27.8%

講義内容

大学のホームページを見て

オープンキャンパスに参加して

進学・入試説明会に参加して

学校の先生に話を聞いて

大学発行誌　　　　　　　   を見て

進学情報誌をみて

大学案内・
パンフレットなど

大学選びの際、多くの学生さんが
　WEBで情報収集しています！
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デザイン・機能・コスト・ご納期など...
多彩なプランでご要望にお応えいたします！

ホームページ制作 オプション例
追加ページ制作

新規追加ページを制作いたします。
A4用紙1枚程度までの1ページ

＊1年ごとの契約更新となります。

6,480円～

独自ドメインの代行取得・管理を行います。
1件/年 9,720円～

＊1年ごとの契約更新となります。

WEBサーバのご用意・管理を行います。
1件/年 19,440円～

空のページを制作いたします。
1ページ 3,240円～

メールフォームを設置いたします。
1点 32,400円～

静止画バナーを制作いたします。
1点 2,160円～

※価格はすべて税込表示です。

ベースページ制作

メールフォーム

バナー画像制作

ドメイン

WEBサーバ

サイト内検索
サイト内検索フォームを設置いたします。

32,400円

人物などのイラストを作成いたします。
32,400円～

ロゴデザインを作成いたします。
32,400円～

文字サイズ変更機能を導入いたします。
32,400円～

特定のページにアクセス制限をかけます。
5,400円～

キーボード操作を考慮して制作いたします。
16,200円～

文字サイズ切替

アクセス制限設定

キーボード対応

イラスト作成

ロゴ作成

■ オリジナルデザイン・ライトプランオリジナルデザイン
PC版のみ コストを抑えつつもデザインにも

こだわりたい方向けのプランです。

99,800円(税込) ～

179,800円(税込) ～

149,800円(税込) ～

257,800円(税込) ～

299,800円(税込) ～

人気
No.1

人気
No.1

オリジナル
デザイン 5ページまで PC版のみ

WEBサーバ
ドメインなし

サイト更新作業
代行なし

オリジナル
デザイン 10ページまで PC版のみ

WEBサーバ
ドメインなし

サイト更新作業
代行なし

■ オリジナルデザイン・ベーシックプラン 
ライトプランではページが足りない、もっ
とサイトの内容を充実させたい方に向け
た少しお得なプランです。

129,800円(税込) ～
■ オリジナルデザイン・スマホ対応ライトプランオリジナルデザイン

PC版／スマートフォン版 コストを抑えつつもデザインにもこだわり
たい、スマートフォンでも見やすく提供した
方向けのプランです。

オリジナル
デザイン 5ページまで PC版

スマホ版

WEBサーバ
ドメインなし

サイト更新作業
代行なし

オリジナル
デザイン 10ページまで PC版

スマホ版

WEBサーバ
ドメインなし

サイト更新作業
代行なし

■ オリジナルデザイン・スマホ対応ベーシックプラン 
ライトプランではページが足りない、もっ
とサイトの内容を充実させたい方に向け
た少しお得なプランです。

■ テンプレート・CMSパッケージプラン
CMS実装プラン CMS実装とスマホ対応を含めたテンプ

レートプランに、3年間の更新作業代行と
サーバ運用費を含めたプランです。

テンプレート
デザイン 5ページまで PC版

スマホ版

WEBサーバ
ドメイン3年間

サイト更新作業
代行3年間

CMS実装
※弊社サーバ以外へ
　の導入は別途費用

オリジナル
デザイン

CMS実装インストール
作業代行

5ページまで PC版
スマホ版

サイト更新作業
代行なし

WEBサーバ
ドメインなし

■ オリジナルデザイン・CMS導入／スマホ対応プラン
オリジナルデザイン・スマホ対応ライトプラ
ンにCMS実装作業と弊社外のサーバへの
インストール作業代行を含めたプランです。
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デザイン・機能・コスト・ご納期など...
多彩なプランでご要望にお応えいたします！

ホームページ制作 オプション例
追加ページ制作

新規追加ページを制作いたします。
A4用紙1枚程度までの1ページ

＊1年ごとの契約更新となります。

6,480円～

独自ドメインの代行取得・管理を行います。
1件/年 9,720円～

＊1年ごとの契約更新となります。

WEBサーバのご用意・管理を行います。
1件/年 19,440円～

空のページを制作いたします。
1ページ 3,240円～

メールフォームを設置いたします。
1点 32,400円～

静止画バナーを制作いたします。
1点 2,160円～

※価格はすべて税込表示です。

ベースページ制作

メールフォーム

バナー画像制作

ドメイン

WEBサーバ

サイト内検索
サイト内検索フォームを設置いたします。

32,400円

人物などのイラストを作成いたします。
32,400円～

ロゴデザインを作成いたします。
32,400円～

文字サイズ変更機能を導入いたします。
32,400円～

特定のページにアクセス制限をかけます。
5,400円～

キーボード操作を考慮して制作いたします。
16,200円～

文字サイズ切替

アクセス制限設定

キーボード対応

イラスト作成

ロゴ作成

■ オリジナルデザイン・ライトプランオリジナルデザイン
PC版のみ コストを抑えつつもデザインにも

こだわりたい方向けのプランです。

99,800円(税込) ～

179,800円(税込) ～

149,800円(税込) ～

257,800円(税込) ～

299,800円(税込) ～

人気
No.1

人気
No.1

オリジナル
デザイン 5ページまで PC版のみ

WEBサーバ
ドメインなし

サイト更新作業
代行なし

オリジナル
デザイン 10ページまで PC版のみ

WEBサーバ
ドメインなし

サイト更新作業
代行なし

■ オリジナルデザイン・ベーシックプラン 
ライトプランではページが足りない、もっ
とサイトの内容を充実させたい方に向け
た少しお得なプランです。

129,800円(税込) ～
■ オリジナルデザイン・スマホ対応ライトプランオリジナルデザイン

PC版／スマートフォン版 コストを抑えつつもデザインにもこだわり
たい、スマートフォンでも見やすく提供した
方向けのプランです。

オリジナル
デザイン 5ページまで PC版

スマホ版

WEBサーバ
ドメインなし

サイト更新作業
代行なし

オリジナル
デザイン 10ページまで PC版

スマホ版

WEBサーバ
ドメインなし

サイト更新作業
代行なし

■ オリジナルデザイン・スマホ対応ベーシックプラン 
ライトプランではページが足りない、もっ
とサイトの内容を充実させたい方に向け
た少しお得なプランです。

■ テンプレート・CMSパッケージプラン
CMS実装プラン CMS実装とスマホ対応を含めたテンプ

レートプランに、3年間の更新作業代行と
サーバ運用費を含めたプランです。

テンプレート
デザイン 5ページまで PC版

スマホ版

WEBサーバ
ドメイン3年間

サイト更新作業
代行3年間

CMS実装
※弊社サーバ以外へ
　の導入は別途費用

オリジナル
デザイン

CMS実装インストール
作業代行

5ページまで PC版
スマホ版

サイト更新作業
代行なし

WEBサーバ
ドメインなし

■ オリジナルデザイン・CMS導入／スマホ対応プラン
オリジナルデザイン・スマホ対応ライトプラ
ンにCMS実装作業と弊社外のサーバへの
インストール作業代行を含めたプランです。
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先端テクノロジーによるハイスピードを体験!

NEC Aterm MR05LN
LTE も Wi-Fi も、最新の通信技術で快適に
つながる ! 使いやすいタッチパネル式ディス
プレイを搭載の高性能モバイルルータ！

対応通信方式：LTE/HSPA/WCDMA/
LTE：受信時最大 375Mbps ／送信時最大 50Mbps
無線 LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac  
サイズ：63x11x115 mm    質量：約 115g 

“デュアルSIM”が、さらに便利＆快適!
SIMロックフリー!

約 14時間の連続通信が可能！

最高 375Mbps の通信速度！

FUJISOFT FS030W

先端テクノロジーによる
ハイスピードを体験 !

LTEもWi-Fiも、最新の通信技術で快適
につながる! カラー液晶で見やすく、最大
20時間利用可能！
外出先でも安心して長時間ご使用いただ
けます！

約20時間の連続通信が可能！

下り最大150Mbpsの通信速度！
対応通信方式：LTE/3G 
LTE：受信時最大 150Mbps／
 　　  送信時最大 50Mbps
無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac 
連続通信時間：無線LAN通信  最大約20時間
無線LAN同時接続数：15台
サイズ：74x74x17.3 mm   質量：約 128g 

※3日間での制限もなし ! 
※ネットワーク利用の公平性確保のために、通信速度の制御を実施する場合があります。なお、通信の切断は行いません。 
※動画、画像など（MPEG、AVI、MOV形式などの動画ファイル BMP、JPEG、GIF 形式などの画像ファイル）において通信が
1Mbps に制限される場合があります。 

30GB/ 月 プラン softbank 
4Gエリア準拠 

softbank 
4Gエリア準拠 

ALTEEM 50G 
にねんパックNEW

172,800
1年版 130,800円（税込）

大学・官公庁法人様限定！

ALTEEM 30G 
にねんパック

134,800
1年版 104,800円（税込）

大学・官公庁法人様限定！

※通信容量 12GB/ 月プラン　 （3日で 1GB 制限） 　※上記超えた場合は速度制限がかかります。

12GB/ 月 プラン softbank 
4Gエリア準拠 

ALTEEM 12G 
にねんパック

104,800
1年版 74,800円（税込）

大学・官公庁法人様限定！

※通信容量 12GB/ 月プラン　 （3日で 1GB 制限） 　
※上記超えた場合は速度制限がかかります。

12GB/ 月 プラン softbank 
4Gエリア準拠 

ALTEEM 12G にねんパック

99,800
1年版 69,800円（税込）

大学・官公庁法人様限定！

10GB/ 月 プラン docomo
LTEエリア準拠 

ALTEEM L 10G にねんパック

94,800
6ヶ月版 44,800円（税込）3ヶ月版 34,800円（税込）

2年版 94,800円（税込）1年版 64,800円（税込）

大学・官公庁法人様限定！

50GB/月 プランNEW

諸経費でのお支払いOK!

驚きの
大容量！

※3日間での制限もなし ! 
※ネットワーク利用の公平性確保のために、通信速度の制御を実施する場合があります。なお、通信の切断は行いません。 
※動画、画像など（MPEG、AVI、MOV形式などの動画ファイル BMP、JPEG、GIF 形式などの画像ファイル）において通信が
1Mbps に制限される場合があります。 

30GB/ 月 プラン softbank 
4Gエリア準拠 

softbank 
4Gエリア準拠 

ALTEEM 50G 
にねんパックNEW

167,800
1年版 125,800円（税込）

大学・官公庁法人様限定！

ALTEEM 30G 
にねんパック

129,800
1年版 99,800円（税込）

大学・官公庁法人様限定！

50GB/月 プランNEW 驚きの
大容量！

福 岡 営 業 部

北九州営業部

熊 本 営 業 所

大 分 営 業 所

宮 崎 営 業 所

鹿児島営業所

広 島 営 業 所

福 山 営 業 所

岡 山 営 業 部

松 山 営 業 所

高 松 営 業 所

高 知 営 業 所
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TEL:092-481-7802  FAX:092-481-7651

TEL:093-932-6507  FAX:093-932-6508

TEL:096-384-5255  FAX:096-384-5257

TEL:097-548-5785  FAX:097-548-5786

TEL:0985-23-0008  FAX:0985-23-0035

TEL:099-214-3918  FAX:099-214-3919

TEL:082-235-3536  FAX:082-235-3537

TEL:084-928-0700  FAX:084-925-0701

TEL:086-235-2703  FAX:086-235-2705

TEL:089-915-2055  FAX:089-915-2056

TEL:087-866-7600  FAX:087-866-8001

TEL:088-880-5522  FAX:088-880-5523

大 阪 営 業 部

姫 路 営 業 所

和歌山営業所

高 槻 営 業 所

京 都 営 業 所

北 陸 営 業 所

名古屋営業所

静 岡 営 業 所

東 京 営 業 部

筑 波 営 業 所

TEL:06-6838-4123  FAX:06-6838-4122

TEL:079-287-0065  FAX:079-287-0068

TEL:073-425-5585  FAX:073-425-5586

TEL:072-670-6030  FAX:072-670-6031

TEL:075-325-1025  FAX:075-325-1026

TEL:076-294-1451  FAX:076-294-1452

TEL:052-325-2783  FAX:052-325-2791

TEL:054-267-3700  FAX:054-267-3701

TEL:03-3526-5451  FAX:03-3526-5450

TEL:029-877-3255  FAX:029-864-8823
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si_minami@applied-net.co.jp
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チラシNo.2018-0601

59,800円税込
1 年パック 2 年パック

99,800円税込
softbank 4Gエリア準拠 ALTEEM DATA30G SIM

49,800円税込
1 年パック 2 年パック

84,800円税込
softbank 4Gエリア準拠 ALTEEM DATA12G SIM

研究室に !出張用に !
インターネットがさらに便利に !

FUJISOFT FS030W
ハイスピードを体験 !

対応通信方式：LTE/3G 
LTE：受信時最大 150Mbps／
 　　 送信時最大 50Mbps
無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac 
連続通信時間：無線LAN通信  最大約20時間
無線LAN同時接続数：15台
サイズ：74x74x17.3 mm   質量：約 128g 

softbank 
4Gエリア準拠 

※事業所により諸経費で手配できない場合があります

アプライドの通信端末は最大24ヶ月使い放題！
端末代･通信料・契約事務手数料すべて込みです！


