
CERVO Rapidシリーズが、遂にLinux（CentOS,Ubuntu）に対応！
超高速起動をLinuxでも体感可能になりました！！
CERVO Rapidでは、2つの方法でLinux環境を提供します。

１．インストールOSとしてLinuxを選択
２．Windows10 Pro のHyper-V上に
　  Linux仮想環境を構築

待望のLinux対応!

Linux（Ubuntu） on Hyper-V

オリジナルPC＆HPC販売20年の実績！ 国公立/私立大学/専門学校/研究機関 全国800校以上に導入

電源を入れてから起動するまで、驚きの起動速度。3～5秒ほどで完全にWindowsが起動します！
しかも、全モデル静音仕様で音も静か! スピードと音で快適な研究環境をご提供します。

大学・高等専門学校・研究機関向け　科学技術計算用ワークステーション
従来のSSDよりも
最大5倍高速（理論値）な次世代ストレージ「NVMe/M.2-SSD」搭載

CERVO Rapid シリーズは、超高速「NVMe/M.2-SSD」を搭載したデスクトップワークステーションです。
250GB（Read:3,200MB/s 
 Write:1,500MB/s）
500GB（Read:3,200MB/s 
 Write:1,800MB/s） 速い！

CERVO Rapid シリーズ 3年
保証製品に
進化！

人気オプションサービス「データ復旧サービス・パック」をバンドル

Rapid Type-Slim7

204,984円税込新春
特価

CERVO Rapid Type-Slim7

Intel Core i7搭載 ■ セキュリティチップ（TPM）搭載
■ 本誌限定！ データ復旧サービス・パック（3年） バンドル
● OS：Windows 10 Pro 64bit ＋ Linux on Hyper-V　 or
　　　  Linux（CentOS/Ubuntu）インストール代行＋Update
● CPU：Core i7-7700（3.6[TB4.2]GHz、4C/8T/8MB)
● メモリ：8GB 高品質（DDR4/4GB×2、空き2、最大64GB）
● ストレージ：M.2 SSD 250GB（R:3,200MB/s W:1,500MB/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：3.5inch×1/シャドウ×1
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：miniDisplayPort×3
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×1 ※空き0
                        PCI-Express3.0（×4）×1、（×1）×2
● USB：USB3.0 Type-A×5（前面2、背面3）/ Type-C×1（背面）
　　 　USB2.0×2（背面2）
● LAN：Gigabit×1　● 電源：300W 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96（W）×404（D）×334（H）

超高速「NVMe/M.2-SSD」搭載 静音モデル

安心の

3年間
保証付

注文番号 1801050101

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

※Hyper-VでのLinux環境構築は、無償オプションです。
　ご発注時にご依頼ください。

Linux対応

CERVO Rapid Type-Tower7

258,984円税込新春
特価

Intel Core i7搭載 ■ セキュリティチップ（TPM）搭載
■ 本誌限定！ データ復旧サービス・パック（3年） バンドル
● OS：Windows 10 Pro 64bit ＋ Linux on Hyper-V　 or
　　　  Linux（CentOS/Ubuntu）インストール代行＋Update
● CPU：Core i7-7700K（4.2[TB4.5]GHz、4C/8T/8MB)
● メモリ：16GB 高品質（DDR4/8GB×2、空き2、最大64GB）
● ストレージ：M.2 SSD 250GB（R:3,200MB/s W:1,500MB/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inchシャドウ×7
● グラフィック：Quadro P600 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：DisplayPort×3
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×2 ※空き1
　　　　　　　（PCIE2：×16Mode　PCIE4：×4Mode）
                               PCI-Express3.0（×1）×3　   PCI Slot×1
● USB：USB3.0 Type-A×7（前面2、背面5）/ Type-C×1（背面）
● LAN：Gigabit×1　● 電源：550W 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220（W）×525（D）×480（H）

超高速「NVMe/M.2-SSD」搭載 静音モデル

注文番号 1801050102

※Hyper-VでのLinux環境構築は、無償オプションです。
　ご発注時にご依頼ください。

Linux対応

CERVO Rapid Type-Tower7

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

CERVO Rapid Type-Tower8

271,714円税込新春
特価

Intel Core i7搭載 ■ セキュリティチップ（TPM）搭載
■ 本誌限定！ データ復旧サービス・パック（3年） バンドル
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-8700K（3.7[TB4.7]GHz、6C/12T/12MB)
● メモリ：32GB 高品質（DDR4/16GB×2、空き2、最大64GB）
● ストレージ：M.2 SSD 500GB（R:3,200MB/s W:1,800MB/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● 空きドライブベイ：3.5inch×1/シャドウ×1
● グラフィック：Quadro P600 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：miniDisplayPort×4
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×2 ※空き1　　　
                               PPCI-Express3.0（×1）×1、PCI×1
● USB：USB3.1 Type-A×5（前面0、背面5）/Type-C×1 (背面)、
               USB2.0×2（前面）
● LAN：Gigabit×1　● 電源：550W 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220（W）×525（D）×480（H）

超高速「NVMe/M.2-SSD」搭載 静音モデル

注文番号 1801050103CERVO Rapid Type-Tower8

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

本誌 
限定！

本誌 
限定！

本誌 
限定！

本誌 
限定！

から教育機関・教員様向けページをご覧下さい。
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SSDカスタマイズ
超高速仕様!超高速仕様!

パソコンのHDD
を最新SSDに入
れ替えることで高
速化を実現！！

LTE通信特別セット

どこでも
インターネット

アプライド
特別仕様!!

プラン
10GB/月
プラン

2年間使い放題 ２年間の通信パッケージ
プランがセット(月10GB）。
場所を問わずインターネッ
トご利用ができます。

T-tripプレミアムWG 1年間パックT-tripプレミアムWG 1年間パック安心!テクニカル
保守サポート

SSDカスタマイズ
超高速仕様!超高速仕様!

パソコンのHDD
を最新SSDに入
れ替えることで高
速化を実現！！

LTE通信特別セット

どこでも
インターネット

アプライド
特別仕様!!

プラン
10GB/月
プラン

2年間使い放題 ２年間の通信パッケージ
プランがセット(月10GB）。
場所を問わずインターネッ
トご利用ができます。

T-tripプレミアムWG 1年間パックT-tripプレミアムWG 1年間パック安心!テクニカル
保守サポート

23.8型
ワイド液晶SSDカスタマイズ

超高速仕様!超高速仕様!
パソコンのHDD
を最新SSDに入
れ替えることで高
速化を実現！！

T-tripプレミアムWG 1年間パックT-tripプレミアムWG 1年間パック安心!テクニカル
保守サポート

SPSS Statistics Base プリインストール

アプライド
特別仕様!!

統計ソフトをプリイン
ストールします。
煩わしいことは一切
ございません。

データから洞察を検出
できる先進の統計分析
ソフトウェア！

T-tripプレミアム
ご入会されると

PCリフレッシュで解決

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

データバックアップサービス 各種設定作業ネットワーク無線LAN設定サービス

T-trip時間節約
プログラム限定

なんでもおまかせ設定

パソコン高速化！
SSD換装
サービス

複数年＆複数台契約でお得に！長く契約すればするほど、大幅値引き！

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

ネットワーク設定、周辺機器の設定、各種アップ
デートからパソコンのトラブル診断まで！
パソコンに関するお困りごとに対応いたします！

安心のパソコン延長保証に、設置＆各種設定サポート、
さらに、データ移行までセットにした、パソコン購入時
のトータルサポートサービスパック！

109,800円税込限定
特価

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

■CPU：Core i3-7100U(2.4GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1366×768）
■Windows10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-4210M(2.6GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1920×1080）
■Windows10 Pro 64bit

FMVA22005SR/BZ
T-tripサポートセット

注文番号 1801050202T-tripサポートPC/ノートパソコンT-tripサポートPC/ノートパソコン

99,800円税込限定
特価

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

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

399,800円税込

10.1型
ワイド液晶

■CPU：Core i5 7Y54（1.2GHz）
■メモリ：8GB
■SSD：500GB（カスタマイズ）
■無線LAN搭載　
■10.1型ワイド（1920×1200）
■Windows10 Pro 64bit
■LTE2年10GBプラン特別仕様
■テクニカル保守サポート1年

約780gCF-RZ6PFMQR/BZ/2Y

バッテリー駆動
約11.5時間

注文番号 1801050207プレミアムT-tripサポートPC/ノートパソコン

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

109,800円税込限定
特価

■CPU：Core i3-4170
　(3.7GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN非搭載　
■Windows10 Pro 64bit

10B7007NJP/10DGBZ
T-tripサポートセット

注文番号 1801050204T-tripサポートPC/デスクトップ

119,800円税込限定
特価

119,800円税込限定
特価

■CPU：Core i5-6200U(2.3GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：1TB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1920×1080）
■Windows10 Home 64bit

約2.2kg

W6S88PAAAAB
T-tripサポートセット

バッテリー駆動
約6時間

注文番号 1801050203T-tripサポートPC/ノートパソコン

約2.1kg

バッテリー駆動
約2.5時間

約2.58kg

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

簡単・安心
T-trip
サポート
セット 約5kg約5.8kg約6.6kg

バッテリー駆動
約9.8時間

Full HDFull HDFull HDFull HD

20AVA0G5JP/BZ 
T-tripサポートセット

注文番号 1801050201

■CPU：Core i3-7100
　(3.7GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN非搭載　
■Windows10 Pro 64bit

FMVD27001SR/BZ
T-tripサポートセット　

注文番号 1801050205T-tripサポートPC/デスクトップ

139,800円税込限定
特価

■CPU：Core i5-7400
　(3GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：1TB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN搭載　
■Windows10 Home 64bit

XC-780-F54F
T-tripサポートセット

注文番号 1801050206T-tripサポートPC/デスクトップ

限定セット特別価格
パソコン
本体

２年間プラン&
テクニカル
サポート

SSD
500GB
カスタマイズ

SSD
GB

特別仕様
500500

学校・法人様限定特別セットモデル学校・法人様限定特別セットモデルS S D
PREMIUMモデル
S S D

PREMIUMモデル 大容量SSDカスタム テクニカル保守 セキュリティサポート

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

399,800円税込

12.1型
ワイド液晶

■CPU：Core i7 7500（2.7GHz）
■メモリ：8GB
■SSD：500GB（カスタマイズ）
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN搭載　
■12.1型ワイド（1920×1200）
■Windows10 Pro 64bit
■LTE2年10GBプラン特別仕様
■テクニカル保守サポート1年

約1.05kgCF-SZ6QFMQR/BZ/2Y

バッテリー駆動
約22時間

注文番号 1801050208プレミアムT-tripサポートPC/ノートパソコン

Pro
(64bit)

限定セット特別価格
パソコン
本体

２年間プラン&
テクニカル
サポート

SSD
500GB
カスタマイズ

SSD
GB

特別仕様
500500

23.8型
ワイド液晶

学校・法人様限定特別セットモデル学校・法人様限定特別セットモデルS S D
PREMIUMモデル
S S D

PREMIUMモデル SSDへの交換作業 テクニカル保守 セキュリティサポート

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

379,800円税込

■CPU：Core i7 6700（3.4GHz）
■メモリ：16GB
■SSD：1TB（カスタマイズ）
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN非搭載　
■23.8型ワイド
■Windows10 Pro 64bit
■SPSS Statistics Base 
　プリインストール
■テクニカル保守サポート1年

約5.6kg10FGS3JE00/BZ/SP

注文番号 1801050209プレミアムT-tripサポートPC/デスクトップ

Pro
(64bit)

限定セット特別価格
パソコン
本体

SPSSライセンス&
テクニカル
サポート

SSD1TB＆
メモリ16GB
カスタマイズ

SSD
TB

特別仕様
11

学校・法人様限定特別セットモデル学校・法人様限定特別セットモデルS S D
PREMIUMモデル
S S D

PREMIUMモデル SSDへの交換作業 テクニカル保守 セキュリティサポート

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500 W3パソコン延長保証

サービス付（3年間保証） 円13,500 W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500 W3パソコン延長保証

サービス付（3年間保証） 円13,500 W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

SSD          GB
カスタマイズ価格
500 139,800円税込 SSD          GB

カスタマイズ価格
500 149,800円税込SSD          GB

カスタマイズ価格
500 129,800円税込

SSD          GB
カスタマイズ価格
500 SSD          GB

カスタマイズ価格
500 SSD          GB

カスタマイズ価格
500139,800円税込 149,800円税込 169,800円税込

T-
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環境移行作業まで全ておまかせ !! アプライド T-trip サポート PC

メーカー保証が切れて、万が一、パソコンが故障してしまうと、高額な修理代が発生！ 万が一の時も安心！ 修理延長保証サービス

■延長保証期間中の
修理回数はなんと
無制限！
■修理上限金額はご
購入金額（税別）ま
で、免責なし！

パソコンの保証延長しませんか?
W3パソコン延長保証サービス わずかな保証金で

安 心 保 証

安心してパソコンを
ご利用頂くために

3年間保証免責なし 修理延長保証
(メーカー保証+2年間)

注文番号 1801050301

15.6型
ワイド液晶

■GPU：GeForce MX150 2GB GDDR5
■CPU：Core i5-7300HQ(2.5GHz）
■メモリ：8GB→16GB
■HDD：1TB→
　HDD：1TB＋SSD：250GB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1920×1080）
■Windows10 Home 64bit
■保証:2年

MSI PL62 7RC-003JP

バッテリー駆動
約14.5時間

ノートパソコン

114,800円税込
メモリ      GB＋SSD          GB
カスタマイズ価格

25016 159,800円税込
約2.2kg

限定
特価

Full HDFull HD

注文番号 1801050303

注文番号 1801050302

注文番号 1801050305

共通仕様 ■無線LAN搭載　
■13.5型ワイド（3000×2000）
■Windows10 Pro13.5型

ワイド液晶

共通仕様
■無線LAN搭載　
■13.5型ワイド
　（2256×1504）
■Windows10 S2

共通仕様
■無線LAN搭載　
■12.3型ワイド
　（2736×1824）
■Windows10 Pro 64bit

※色はコバルトブルー/グラファイトゴールド/
　プラチナ/バーガンディがございます。
※色はコバルトブルー/グラファイトゴールド/
　プラチナ/バーガンディがございます。

注文番号 1801050306

注文番号 1801050307 バッテリー駆動
約17時間

ノートパソコン

アクセサリ
※色はバーガンディ/コバルトブルー/
　プラチナ/アクアがございます。
※色はバーガンディ/コバルトブルー/
　プラチナ/アクアがございます。

※色はバーガンディ/ブラック/
　プラチナ/コバルトブルー/
　アクアがございます。

※色はバーガンディ/ブラック/
　プラチナ/コバルトブルー/
　アクアがございます。

※Surface ペン (別売)
　Surface キーボード (別売)
　Surface マウス (別売)

注文番号 1801050308

バッテリー駆動
約13.5時間

ノートパソコン

約1.252kg

約1.283kg

約1.283kg

Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル

Core i7/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル

Core i7/メモリ16GB/512GB SSD搭載モデル

158,000円税込限定
特価

206,000円税込限定
特価

279,800円税込限定
特価

注文番号 1801050304

Full HDFull HD
15.6型
ワイド液晶 177,800円税込

メモリ      GB＋SSD          GB
カスタマイズ価格

50032 249,800円税込
約1.8kg

限定
特価

Surface Laptop Surface Book 2

約1.642kg 約1.642kg

Core i7/メモリ16GB/1TB SSD搭載モデルCore i7/メモリ16GB/512GB SSD搭載モデル
HNN-00012HNL-00012

約1.534kg 約1.642kg

Core i7/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデルCore i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル

334,800円税込限定
特価 395,800円税込限定

特価

199,800円税込限定
特価 260,800円税込限定

特価

HN4-00012HMW-00012

Surface Pro
約770g

約782g

Core i7/メモリ16GB/1TB SSD搭載モデル

Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル

FKK-00014

FJX-00014約770g

約782g

Core i7/メモリ16GB/512GB SSD搭載モデル

Core i5/メモリ4GB/128GB SSD搭載モデル

158,000円税込限定
特価

340,000円税込限定
特価

136,000円税込限定
特価

279,800円税込限定
特価

FKH-00014

FJT-00014約768g

約782g

Core i7/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル

Core m3/メモリ4GB/128GB SSD搭載モデル

114,000円税込限定
特価

206,000円税込限定
特価

FJZ-00014

FJR-00014

Surface Pro 
Signature 
タイプ カバー 約145gSurface Dial約20g

11,600円税込限定
特価12,700円税込限定

特価

Surface Pen約310g

20,800円税込限定
特価 各 各

タブレットPC

Pro
(64bit)

12.3型
ワイド液晶

S2

13.5型
ワイド液晶

Pro

長押しすることによってダイ
ヤル状のメニューを起動し、
ワークフローをサポートしシ
ンプルにしつつ、好きな方法
で簡単かつスピーディに作業
ができます。

GTX 1050
2GB搭載

SSD換装してもそ
のままHDDはご利
用いただけます!!

■GPU：GeForce GTX 1060 3GB GDDR5
■CPU：Core i7-7700HQ(2.8GHz）
■メモリ：16GB→32GB
■HDD：1TB＋SSD：256GB
　→HDD：1TB＋SSD：500GB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1920×1080）
■Windows10 Home 64bit
■保証:2年

MSI GP62MVR 7RFX-827JP

ノートパソコン

SSD換装してもそ
のままHDDはご利
用いただけます!!

■GPU：GeForce GTX 1050 2GB GDDR5
■CPU：Core i7-7700HQ(2.8GHz）
■メモリ：16GB→32GB
■HDD：1TB＋SSD：128GB
　→HDD：1TB＋SSD：500GB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1920×1080）
■Windows10 Pro 64bit
■保証:2年

MSI GS63 7RD-030JP

ノートパソコン

SSD換装してもそ
のままHDDはご利
用いただけます!!

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

Full HDFull HD

187,800円税込約2.2kg
限定
特価

メモリ      GB＋SSD          GB
カスタマイズ価格

50032 257,800円税込

GTX 1060
3GB搭載

■GPU：GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X
■CPU：Core i7-7820HK(2.9GHz）
■メモリ：16GB→32GB
■HDD：1TB＋SSD：256GB
　→HDD：1TB＋SSD：500GB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN搭載　
■17.3型ワイド（3840×2160）
■Windows10 Home 64bit
■保証:2年

MSI GT73EVR 7RF-800JP

ノートパソコン

SSD換装してもそ
のままHDDはご利
用いただけます!!

17.3型
ワイド液晶 2年保証2年保証

2年保証2年保証

397,800円税込約4.14kg
限定
特価

メモリ      GB＋SSD          GB
カスタマイズ価格

50032 464,800円税込

GTX 1080
8GB搭載

MX150
2GB搭載

NVIDIA PureVideo® HD技術により、映画やビデオの美しい写真の鮮明さ、滑らかな映
像、適切な色合い、正確な画像サイズを手に入れる。
ゲーマーのための究極のGPU。最速パフォーマンスと全ての最新ゲームテクノロジを実現。 

NVIDIA GeForceNVIDIA GeForce
特
集
モ
デ
ル
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グラフィックチップ搭載ノートパソコン特集

Surface 特集

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！

●RAID崩壊したNASや、突然アクセス不能になったNASからのデータ復元
●「削除」したファイル・フォルダ・フォーマットされたドライブからのデータ復元
●断片化しているフォルダからの復元、ファイル情報が破損したデータの復元

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



SSDカスタマイズ
超高速仕様!超高速仕様!

パソコンのHDD
を最新SSDに入
れ替えることで高
速化を実現！！

LTE通信特別セット

どこでも
インターネット

アプライド
特別仕様!!

プラン
10GB/月
プラン

2年間使い放題 ２年間の通信パッケージ
プランがセット(月10GB）。
場所を問わずインターネッ
トご利用ができます。

T-tripプレミアムWG 1年間パックT-tripプレミアムWG 1年間パック安心!テクニカル
保守サポート

SSDカスタマイズ
超高速仕様!超高速仕様!

パソコンのHDD
を最新SSDに入
れ替えることで高
速化を実現！！

LTE通信特別セット

どこでも
インターネット

アプライド
特別仕様!!

プラン
10GB/月
プラン

2年間使い放題 ２年間の通信パッケージ
プランがセット(月10GB）。
場所を問わずインターネッ
トご利用ができます。

T-tripプレミアムWG 1年間パックT-tripプレミアムWG 1年間パック安心!テクニカル
保守サポート

23.8型
ワイド液晶SSDカスタマイズ

超高速仕様!超高速仕様!
パソコンのHDD
を最新SSDに入
れ替えることで高
速化を実現！！

T-tripプレミアムWG 1年間パックT-tripプレミアムWG 1年間パック安心!テクニカル
保守サポート

SPSS Statistics Base プリインストール

アプライド
特別仕様!!

統計ソフトをプリイン
ストールします。
煩わしいことは一切
ございません。

データから洞察を検出
できる先進の統計分析
ソフトウェア！

T-tripプレミアム
ご入会されると

PCリフレッシュで解決

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

データバックアップサービス 各種設定作業ネットワーク無線LAN設定サービス

T-trip時間節約
プログラム限定

なんでもおまかせ設定

パソコン高速化！
SSD換装
サービス

複数年＆複数台契約でお得に！長く契約すればするほど、大幅値引き！

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

ネットワーク設定、周辺機器の設定、各種アップ
デートからパソコンのトラブル診断まで！
パソコンに関するお困りごとに対応いたします！

安心のパソコン延長保証に、設置＆各種設定サポート、
さらに、データ移行までセットにした、パソコン購入時
のトータルサポートサービスパック！

109,800円税込限定
特価

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

■CPU：Core i3-7100U(2.4GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1366×768）
■Windows10 Pro 64bit

■CPU：Core i5-4210M(2.6GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1920×1080）
■Windows10 Pro 64bit

FMVA22005SR/BZ
T-tripサポートセット

注文番号 1801050202T-tripサポートPC/ノートパソコンT-tripサポートPC/ノートパソコン

99,800円税込限定
特価

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

簡単・安心
T-trip
サポート
セット

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

399,800円税込

10.1型
ワイド液晶

■CPU：Core i5 7Y54（1.2GHz）
■メモリ：8GB
■SSD：500GB（カスタマイズ）
■無線LAN搭載　
■10.1型ワイド（1920×1200）
■Windows10 Pro 64bit
■LTE2年10GBプラン特別仕様
■テクニカル保守サポート1年

約780gCF-RZ6PFMQR/BZ/2Y

バッテリー駆動
約11.5時間

注文番号 1801050207プレミアムT-tripサポートPC/ノートパソコン

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

109,800円税込限定
特価

■CPU：Core i3-4170
　(3.7GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN非搭載　
■Windows10 Pro 64bit

10B7007NJP/10DGBZ
T-tripサポートセット

注文番号 1801050204T-tripサポートPC/デスクトップ

119,800円税込限定
特価

119,800円税込限定
特価

■CPU：Core i5-6200U(2.3GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：1TB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1920×1080）
■Windows10 Home 64bit

約2.2kg

W6S88PAAAAB
T-tripサポートセット

バッテリー駆動
約6時間

注文番号 1801050203T-tripサポートPC/ノートパソコン

約2.1kg

バッテリー駆動
約2.5時間

約2.58kg

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

簡単・安心
T-trip
サポート
セット 約5kg約5.8kg約6.6kg

バッテリー駆動
約9.8時間

Full HDFull HDFull HDFull HD

20AVA0G5JP/BZ 
T-tripサポートセット

注文番号 1801050201

■CPU：Core i3-7100
　(3.7GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN非搭載　
■Windows10 Pro 64bit

FMVD27001SR/BZ
T-tripサポートセット　

注文番号 1801050205T-tripサポートPC/デスクトップ

139,800円税込限定
特価

■CPU：Core i5-7400
　(3GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：1TB
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN搭載　
■Windows10 Home 64bit

XC-780-F54F
T-tripサポートセット

注文番号 1801050206T-tripサポートPC/デスクトップ

限定セット特別価格
パソコン
本体

２年間プラン&
テクニカル
サポート

SSD
500GB
カスタマイズ

SSD
GB

特別仕様
500500

学校・法人様限定特別セットモデル学校・法人様限定特別セットモデルS S D
PREMIUMモデル
S S D

PREMIUMモデル 大容量SSDカスタム テクニカル保守 セキュリティサポート

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

399,800円税込

12.1型
ワイド液晶

■CPU：Core i7 7500（2.7GHz）
■メモリ：8GB
■SSD：500GB（カスタマイズ）
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN搭載　
■12.1型ワイド（1920×1200）
■Windows10 Pro 64bit
■LTE2年10GBプラン特別仕様
■テクニカル保守サポート1年

約1.05kgCF-SZ6QFMQR/BZ/2Y

バッテリー駆動
約22時間

注文番号 1801050208プレミアムT-tripサポートPC/ノートパソコン

Pro
(64bit)

限定セット特別価格
パソコン
本体

２年間プラン&
テクニカル
サポート

SSD
500GB
カスタマイズ

SSD
GB

特別仕様
500500

23.8型
ワイド液晶

学校・法人様限定特別セットモデル学校・法人様限定特別セットモデルS S D
PREMIUMモデル
S S D

PREMIUMモデル SSDへの交換作業 テクニカル保守 セキュリティサポート

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

379,800円税込

■CPU：Core i7 6700（3.4GHz）
■メモリ：16GB
■SSD：1TB（カスタマイズ）
■光学ドライブ：DVDマルチ
■無線LAN非搭載　
■23.8型ワイド
■Windows10 Pro 64bit
■SPSS Statistics Base 
　プリインストール
■テクニカル保守サポート1年

約5.6kg10FGS3JE00/BZ/SP

注文番号 1801050209プレミアムT-tripサポートPC/デスクトップ

Pro
(64bit)

限定セット特別価格
パソコン
本体

SPSSライセンス&
テクニカル
サポート

SSD1TB＆
メモリ16GB
カスタマイズ

SSD
TB

特別仕様
11

学校・法人様限定特別セットモデル学校・法人様限定特別セットモデルS S D
PREMIUMモデル
S S D

PREMIUMモデル SSDへの交換作業 テクニカル保守 セキュリティサポート

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500 W3パソコン延長保証

サービス付（3年間保証） 円13,500 W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500 W3パソコン延長保証

サービス付（3年間保証） 円13,500 W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

SSD          GB
カスタマイズ価格
500 139,800円税込 SSD          GB

カスタマイズ価格
500 149,800円税込SSD          GB

カスタマイズ価格
500 129,800円税込

SSD          GB
カスタマイズ価格
500 SSD          GB

カスタマイズ価格
500 SSD          GB

カスタマイズ価格
500139,800円税込 149,800円税込 169,800円税込

T-
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環境移行作業まで全ておまかせ !! アプライド T-trip サポート PC

メーカー保証が切れて、万が一、パソコンが故障してしまうと、高額な修理代が発生！ 万が一の時も安心！ 修理延長保証サービス

■延長保証期間中の
修理回数はなんと
無制限！
■修理上限金額はご
購入金額（税別）ま
で、免責なし！

パソコンの保証延長しませんか?
W3パソコン延長保証サービス わずかな保証金で

安 心 保 証

安心してパソコンを
ご利用頂くために

3年間保証免責なし 修理延長保証
(メーカー保証+2年間)

注文番号 1801050301

15.6型
ワイド液晶

■GPU：GeForce MX150 2GB GDDR5
■CPU：Core i5-7300HQ(2.5GHz）
■メモリ：8GB→16GB
■HDD：1TB→
　HDD：1TB＋SSD：250GB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1920×1080）
■Windows10 Home 64bit
■保証:2年

MSI PL62 7RC-003JP

バッテリー駆動
約14.5時間

ノートパソコン

114,800円税込
メモリ      GB＋SSD          GB
カスタマイズ価格

25016 159,800円税込
約2.2kg

限定
特価

Full HDFull HD

注文番号 1801050303

注文番号 1801050302

注文番号 1801050305

共通仕様 ■無線LAN搭載　
■13.5型ワイド（3000×2000）
■Windows10 Pro13.5型

ワイド液晶

共通仕様
■無線LAN搭載　
■13.5型ワイド
　（2256×1504）
■Windows10 S2

共通仕様
■無線LAN搭載　
■12.3型ワイド
　（2736×1824）
■Windows10 Pro 64bit

※色はコバルトブルー/グラファイトゴールド/
　プラチナ/バーガンディがございます。
※色はコバルトブルー/グラファイトゴールド/
　プラチナ/バーガンディがございます。

注文番号 1801050306

注文番号 1801050307 バッテリー駆動
約17時間

ノートパソコン

アクセサリ
※色はバーガンディ/コバルトブルー/
　プラチナ/アクアがございます。
※色はバーガンディ/コバルトブルー/
　プラチナ/アクアがございます。

※色はバーガンディ/ブラック/
　プラチナ/コバルトブルー/
　アクアがございます。

※色はバーガンディ/ブラック/
　プラチナ/コバルトブルー/
　アクアがございます。

※Surface ペン (別売)
　Surface キーボード (別売)
　Surface マウス (別売)

注文番号 1801050308

バッテリー駆動
約13.5時間

ノートパソコン

約1.252kg

約1.283kg

約1.283kg

Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル

Core i7/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル

Core i7/メモリ16GB/512GB SSD搭載モデル

158,000円税込限定
特価

206,000円税込限定
特価

279,800円税込限定
特価

注文番号 1801050304

Full HDFull HD
15.6型
ワイド液晶 177,800円税込

メモリ      GB＋SSD          GB
カスタマイズ価格

50032 249,800円税込
約1.8kg

限定
特価

Surface Laptop Surface Book 2

約1.642kg 約1.642kg

Core i7/メモリ16GB/1TB SSD搭載モデルCore i7/メモリ16GB/512GB SSD搭載モデル
HNN-00012HNL-00012

約1.534kg 約1.642kg

Core i7/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデルCore i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル

334,800円税込限定
特価 395,800円税込限定

特価

199,800円税込限定
特価 260,800円税込限定

特価

HN4-00012HMW-00012

Surface Pro
約770g

約782g

Core i7/メモリ16GB/1TB SSD搭載モデル

Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル

FKK-00014

FJX-00014約770g

約782g

Core i7/メモリ16GB/512GB SSD搭載モデル

Core i5/メモリ4GB/128GB SSD搭載モデル

158,000円税込限定
特価

340,000円税込限定
特価

136,000円税込限定
特価

279,800円税込限定
特価

FKH-00014

FJT-00014約768g

約782g

Core i7/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル

Core m3/メモリ4GB/128GB SSD搭載モデル

114,000円税込限定
特価

206,000円税込限定
特価

FJZ-00014

FJR-00014

Surface Pro 
Signature 
タイプ カバー 約145gSurface Dial約20g

11,600円税込限定
特価12,700円税込限定

特価

Surface Pen約310g

20,800円税込限定
特価 各 各

タブレットPC

Pro
(64bit)

12.3型
ワイド液晶

S2

13.5型
ワイド液晶

Pro

長押しすることによってダイ
ヤル状のメニューを起動し、
ワークフローをサポートしシ
ンプルにしつつ、好きな方法
で簡単かつスピーディに作業
ができます。

GTX 1050
2GB搭載

SSD換装してもそ
のままHDDはご利
用いただけます!!

■GPU：GeForce GTX 1060 3GB GDDR5
■CPU：Core i7-7700HQ(2.8GHz）
■メモリ：16GB→32GB
■HDD：1TB＋SSD：256GB
　→HDD：1TB＋SSD：500GB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1920×1080）
■Windows10 Home 64bit
■保証:2年

MSI GP62MVR 7RFX-827JP

ノートパソコン

SSD換装してもそ
のままHDDはご利
用いただけます!!

■GPU：GeForce GTX 1050 2GB GDDR5
■CPU：Core i7-7700HQ(2.8GHz）
■メモリ：16GB→32GB
■HDD：1TB＋SSD：128GB
　→HDD：1TB＋SSD：500GB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN搭載　
■15.6型ワイド（1920×1080）
■Windows10 Pro 64bit
■保証:2年

MSI GS63 7RD-030JP

ノートパソコン

SSD換装してもそ
のままHDDはご利
用いただけます!!

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

Full HDFull HD

187,800円税込約2.2kg
限定
特価

メモリ      GB＋SSD          GB
カスタマイズ価格

50032 257,800円税込

GTX 1060
3GB搭載

■GPU：GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X
■CPU：Core i7-7820HK(2.9GHz）
■メモリ：16GB→32GB
■HDD：1TB＋SSD：256GB
　→HDD：1TB＋SSD：500GB
■光学ドライブ：非搭載
■無線LAN搭載　
■17.3型ワイド（3840×2160）
■Windows10 Home 64bit
■保証:2年

MSI GT73EVR 7RF-800JP

ノートパソコン

SSD換装してもそ
のままHDDはご利
用いただけます!!

17.3型
ワイド液晶 2年保証2年保証

2年保証2年保証

397,800円税込約4.14kg
限定
特価

メモリ      GB＋SSD          GB
カスタマイズ価格

50032 464,800円税込

GTX 1080
8GB搭載

MX150
2GB搭載

NVIDIA PureVideo® HD技術により、映画やビデオの美しい写真の鮮明さ、滑らかな映
像、適切な色合い、正確な画像サイズを手に入れる。
ゲーマーのための究極のGPU。最速パフォーマンスと全ての最新ゲームテクノロジを実現。 

NVIDIA GeForceNVIDIA GeForce
特
集
モ
デ
ル

3

グラフィックチップ搭載ノートパソコン特集

Surface 特集

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！

●RAID崩壊したNASや、突然アクセス不能になったNASからのデータ復元
●「削除」したファイル・フォルダ・フォーマットされたドライブからのデータ復元
●断片化しているフォルダからの復元、ファイル情報が破損したデータの復元

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 1801050402ノートパソコン

バッテリー駆動
約14時間約1.18kg

■CPU：Core i5-6300U(2.4GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：13.3型
■OS：Windows10 Pro 64bit

dynabook
PR73TBAA4R7AD11

99,800円税込
134,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050403

12.1型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約14.5時間約0.849kg

■CPU：Core i5 7300U(Kaby Lake)(2.6GHz)
■メモリ:8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載　
■無線LAN搭載
■液晶：12.1型（1920×1200）
■OS：Windows10 Pro 64bit

Let's note SZ6
CF-SZ6RDYVS

189,800円税込
224,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050404

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン

約2.2kg

■CPU：AMD  E2-7110(1.8GHz) APU
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：15.6型（1920×1080）
■OS：Windows10 Home 64bit 

Pavilion15-ba000
W6S90PA-AAAB

45,800円税込
75,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050405

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約8時間約2.3kg

■CPU：Cel 3855U(1.6GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：15.6型（1366×768）
■OS：Windows7 Pro 32bit/64bit(Win10Pro-DG)

dynabook 
Satellite
PB45BNAD4NDAD81

64,800円税込
94,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050406

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約8時間約2.3kg

■CPU：Core i3 6006U(Skylake)2GHz/2コア
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：15.6型（1366×768）
■OS：Windows10 Pro 64bit

dynabook
PB55BGAD4RAAD11

64,800円税込
94,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050407

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約2.5時間約2.1kg

■CPU：Corei5-6300U(Skylake)
■メモリ:4GB  ■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　 ■無線LAN搭載
■液晶：15.6型（1366×768）
■OS：Windows7 Pro 32bit  SP1
        (Win10Pro-DG)

LIFEBOOK
FMVA16028P

89,800円税込
119,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050408

13.3型
ワイド液晶

13.3型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約5.4時間約1.5kg

■CPU：Core i5-6200U(2.3GHz)
■メモリ:4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ：非搭載　
■無線LAN搭載
■液晶：13.3型（1366×768）
■OS：Windows10 Pro 64bit

ProBook430G3
N6P79AV-ANZV

99,800円税込
139,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050409

13.3型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約10時間

約831g

■CPU：Core i5-7200U(2.50GHz)
■メモリ:8GB
■SSD：128GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：13.3型（1366×768）
■OS：Windows10 Pro 64bit

LAVIE 
Direct HZ
PC-GN254U1GA/BZ

169,800円税込
209,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050410

12型 14型 12.5型
ノートパソコン

バッテリー駆動
約9時間約1.019Kg

■CPU：Core i5 7300U(2.6GHz)
■メモリ:4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ：非搭載　
■無線LAN搭載
■液晶：12型（2160×1440）
■OS：Windows10 Pro 64bit 

Let's note 
CF-XZ6RD1VS

179,800円税込
259,800円税込

限定
特価

SSD
TB

カスタマイズ
11

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050411ノートパソコン

バッテリー駆動
約9時間約1.295kg

■CPU：Core i5 6300U(Skylake)2.4GHz/2コア
■メモリ:8GB  ■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ　 ■無線LAN搭載
■液晶：14型（1920×1080）
■OS：Windows7 Pro 64bit

注文番号 1801050412ノートパソコン

バッテリー駆動
約11時間約1.118kg

■CPU：Core i5 6300U(Skylake)
　　　 2.4GHz/2コア
■メモリ:8GB  ■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載　
■無線LAN搭載
■液晶：12.5型（1920×1080）
■OS：Windows7 Pro 64bit
        (Win10Pro-DG)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

（32bit/64bit）

（32bit）

（64bit）

（64bit）

パナソニック
アウトレット品で

安い !

Let's note 
CF-LX5PDG6S

パナソニック
アウトレット品で

安い !

Let's note 
CF-MX5PDD6S

パナソニック
アウトレット品で

安い !

189,800円税込
269,800円税込

限定
特価

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

SSD
TB

カスタマイズ
11

189,800円税込
269,800円税込

限定
特価

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

SSD
TB

カスタマイズ
11

データや設定など環境は今お使いのままでお使いになれます！パソコン高速SSDカスタマイズ
換装で

パソコンは

劇的に速くなる！
環境丸ごと移行もアプライドにお任せください！

SSDとは… SSDとは「Solid State Drive」の略
で、パソコンの記憶装置の一種です。

ハードディスクドライブ（HDD）などと同じように、パソコンの
データを記録することができます。ディスクを使用している
HDDに対し、SSDはフラッシュメモリを使用しているため、
優れている点が多くあります。

起動が速い！
パソコンの起動する時
間が非常に速く、すぐ
にお仕事開始！

サクサク動く！
ソフトの起動やデータ
の読み書きが速く、スト
レスなく快適に!

壊れにくい！
構造が簡単な為、落下して部
品が壊れるといった故障が
HDDに比べ少ないです。

発熱も
少ない省電力！

電力を使う部品が少な
く、HDDより省電力！ 
バッテリーも長持ち!

パソコンの寿命が延びる
軽量で持ち運びが楽！
音が静かで快適！

オ
プ
シ
ョ
ン

データ復旧サービスパック
「データ復旧サービス・パック」に加入
いただいていれば、データの復旧・復
元を作業を無料で行います。

「データ復旧サービス・パック」に加入
いただいていれば、データの復旧・復
元を作業を無料で行います。

パソコン・
タブレット対応!!

復旧率94％以上!!
サーバー・
NAS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。

起動が速い!データの読み書きが速い!
仕事効率大幅アップ!

パソコン買い替えなくても快適になる!
コスト大幅ダウン!

お客様満足度 約95％！

SSDの
メリット

注文番号 1801050401

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン

約2.3kg

■CPU：Core i3-7100U(2.4GHz)
■メモリ:8GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：15.6型
■OS：Windows10 Pro 64bit

ThinkPadE570
20H6A07MJP

担当者
イチオシ
商品 !

担当者
イチオシ
商品 !

担当者
イチオシ
商品 !

62,800円税込
97,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン

SSDカスタマイズモデルを選択可能！！ノートパソコン

4

注文番号 1801050501デスクトップパソコン

約4.03kg

62,800円税込
97,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i3-6100(3.7GHz)　■メモリ:4GB　
■HDD：500GB　■DVDスーパーマルチ　■有線LAN搭載　
■OS：Windows10 Home 64bit

SSD
GB

カスタマイズ
500500

1AA55PA＃ABJ

担当者
イチオシ
商品 !

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050502デスクトップパソコン

約6.6kg

89,800円税込
124,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i5 4590(3.3GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows7 Pro 32bit
　　  (Win10Pro-DG)

SSD
GB

カスタマイズ
500500

ThinkCentre M73 Small
10B7007SJP/BZ/U

担当者
イチオシ
商品 !

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050503デスクトップパソコン

約5.9kg

89,800円税込
129,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i5-7500(3.4GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows10 Pro 64bit

SSD
GB

カスタマイズ
500500

ESPRIMO
FMVD30001SR/BZ

担当者
イチオシ
商品 !

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

注文番号 1801050504デスクトップパソコン

約5.4kg

45,800円税込
75,800円税込

限定
特価

■CPU：Celeron G3930
　　　 （2.90GHz）
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows10 Pro 64bit

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

注文番号 1801050505デスクトップパソコン

69,800円税込
109,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i3-7100(3.9GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：1TB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows10 Home 64bit

SSD
GB

カスタマイズ
250250

Aspire X
XC-780-F34F 

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050506デスクトップパソコン

約4.7kg

79,800円税込
109,800円税込

限定
特価

■CPU：Celeron J3355 （2.0GHz）
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ
■21.5型 ワイド TFTカラー液晶　
■無線LAN搭載
■OS：Windows10 Home 64bit

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050507デスクトップパソコン

約4.8kg

99,800円税込
139,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i5-6400(2.7GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows10 Pro 64bit 

SSD
GB

カスタマイズ
500500

Mate ML
PC-MK27MLZGCBSU

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

注文番号 1801050508デスクトップパソコン

約8.4kg

139,800円税込
169,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i7-7700(3.60GHz)
■メモリ:8GB
■HDD：1TB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows10 Pro 64bit 

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

注文番号 1801050509デスクトップパソコン

約5.1kg

159,800円税込
199,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i5-7200U
          (2.5GHz)
■メモリ:8GB
■HDD：1TB
■DVDスーパーマルチ
■23.8型ワイドTFTカラー液晶　
■無線LAN搭載
■OS：Windows10 Home 64bit 

SSD
GB

カスタマイズ
500500

Vivo AiO
V241ICUK-I5HAB

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050510デスクトップパソコン

約6.5kg

189,800円税込
279,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i7 7700HQ(2.8GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：1TB
■DVDスーパーマルチ
■23.8型ワイド液晶（1920×1080））　　
■無線LAN搭載
■OS：Windows10 Home 64bit
■Microsoft Office
　Home & Business Premium

SSD
TB

カスタマイズ
11

メモリ
GB

カスタマイズ
88

FH77/B1 FMVF77B1B

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050511デスクトップパソコン

約9kg

199,800円税込
279,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i7 7500U(2.7GHz)
■メモリ:8GB
■HDD：3TB
■BD(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)
■23.8型ワイド液晶（1920×1080）　
■無線LAN搭載
■OS：Windows10 Home 64bit
■Microsoft Office
　Home & Business Premium

LAVIE Desk All-in-one
PC-DA770HAW

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050512デスクトップパソコン

約10.3kg

239,800円税込
309,800円税込

限定
特価

■CPU：Core  i5-7500(3.40GHz)
■メモリ:8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■23.8型ワイド液晶（1920×1080）　　
■無線LAN搭載
■OS：Windows10 Pro 64bit
■Microsoft Office
　Home & Business Premium 

ThinkCentre  M910z All-In-One
10NT0006JP 

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

ThinkCentre M710s Small
10M8S1VN00

（32bit）

VM4650G-A78F

Vivo AiO
V221IDUK-J3355BLK

21.5型
ワイド液晶

23.8型
ワイド液晶

+

23.8型
ワイド液晶

23.8型
ワイド液晶

23.8型
ワイド液晶

SSD
TB

カスタマイズ
11

SSD
TB

カスタマイズ
11
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SSDカスタマイズモデルを選択可能！！デスクトップパソコン

WEBダイレクトモデル
の取り扱いも
承っております



注文番号 1801050402ノートパソコン

バッテリー駆動
約14時間約1.18kg

■CPU：Core i5-6300U(2.4GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：13.3型
■OS：Windows10 Pro 64bit

dynabook
PR73TBAA4R7AD11

99,800円税込
134,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050403

12.1型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約14.5時間約0.849kg

■CPU：Core i5 7300U(Kaby Lake)(2.6GHz)
■メモリ:8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載　
■無線LAN搭載
■液晶：12.1型（1920×1200）
■OS：Windows10 Pro 64bit

Let's note SZ6
CF-SZ6RDYVS

189,800円税込
224,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050404

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン

約2.2kg

■CPU：AMD  E2-7110(1.8GHz) APU
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：15.6型（1920×1080）
■OS：Windows10 Home 64bit 

Pavilion15-ba000
W6S90PA-AAAB

45,800円税込
75,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050405

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約8時間約2.3kg

■CPU：Cel 3855U(1.6GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：15.6型（1366×768）
■OS：Windows7 Pro 32bit/64bit(Win10Pro-DG)

dynabook 
Satellite
PB45BNAD4NDAD81

64,800円税込
94,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050406

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約8時間約2.3kg

■CPU：Core i3 6006U(Skylake)2GHz/2コア
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：15.6型（1366×768）
■OS：Windows10 Pro 64bit

dynabook
PB55BGAD4RAAD11

64,800円税込
94,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050407

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約2.5時間約2.1kg

■CPU：Corei5-6300U(Skylake)
■メモリ:4GB  ■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　 ■無線LAN搭載
■液晶：15.6型（1366×768）
■OS：Windows7 Pro 32bit  SP1
        (Win10Pro-DG)

LIFEBOOK
FMVA16028P

89,800円税込
119,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050408

13.3型
ワイド液晶

13.3型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約5.4時間約1.5kg

■CPU：Core i5-6200U(2.3GHz)
■メモリ:4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ：非搭載　
■無線LAN搭載
■液晶：13.3型（1366×768）
■OS：Windows10 Pro 64bit

ProBook430G3
N6P79AV-ANZV

99,800円税込
139,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050409

13.3型
ワイド液晶

ノートパソコン

バッテリー駆動
約10時間

約831g

■CPU：Core i5-7200U(2.50GHz)
■メモリ:8GB
■SSD：128GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：13.3型（1366×768）
■OS：Windows10 Pro 64bit

LAVIE 
Direct HZ
PC-GN254U1GA/BZ

169,800円税込
209,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050410

12型 14型 12.5型
ノートパソコン

バッテリー駆動
約9時間約1.019Kg

■CPU：Core i5 7300U(2.6GHz)
■メモリ:4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ：非搭載　
■無線LAN搭載
■液晶：12型（2160×1440）
■OS：Windows10 Pro 64bit 

Let's note 
CF-XZ6RD1VS

179,800円税込
259,800円税込

限定
特価

SSD
TB

カスタマイズ
11

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050411ノートパソコン

バッテリー駆動
約9時間約1.295kg

■CPU：Core i5 6300U(Skylake)2.4GHz/2コア
■メモリ:8GB  ■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ　 ■無線LAN搭載
■液晶：14型（1920×1080）
■OS：Windows7 Pro 64bit

注文番号 1801050412ノートパソコン

バッテリー駆動
約11時間約1.118kg

■CPU：Core i5 6300U(Skylake)
　　　 2.4GHz/2コア
■メモリ:8GB  ■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載　
■無線LAN搭載
■液晶：12.5型（1920×1080）
■OS：Windows7 Pro 64bit
        (Win10Pro-DG)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

（32bit/64bit）

（32bit）

（64bit）

（64bit）

パナソニック
アウトレット品で

安い !

Let's note 
CF-LX5PDG6S

パナソニック
アウトレット品で

安い !

Let's note 
CF-MX5PDD6S

パナソニック
アウトレット品で

安い !

189,800円税込
269,800円税込

限定
特価

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

SSD
TB

カスタマイズ
11

189,800円税込
269,800円税込

限定
特価

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

SSD
TB

カスタマイズ
11

データや設定など環境は今お使いのままでお使いになれます！パソコン高速SSDカスタマイズ
換装で

パソコンは

劇的に速くなる！
環境丸ごと移行もアプライドにお任せください！

SSDとは… SSDとは「Solid State Drive」の略
で、パソコンの記憶装置の一種です。

ハードディスクドライブ（HDD）などと同じように、パソコンの
データを記録することができます。ディスクを使用している
HDDに対し、SSDはフラッシュメモリを使用しているため、
優れている点が多くあります。

起動が速い！
パソコンの起動する時
間が非常に速く、すぐ
にお仕事開始！

サクサク動く！
ソフトの起動やデータ
の読み書きが速く、スト
レスなく快適に!

壊れにくい！
構造が簡単な為、落下して部
品が壊れるといった故障が
HDDに比べ少ないです。

発熱も
少ない省電力！

電力を使う部品が少な
く、HDDより省電力！ 
バッテリーも長持ち!

パソコンの寿命が延びる
軽量で持ち運びが楽！
音が静かで快適！

オ
プ
シ
ョ
ン

データ復旧サービスパック
「データ復旧サービス・パック」に加入
いただいていれば、データの復旧・復
元を作業を無料で行います。

「データ復旧サービス・パック」に加入
いただいていれば、データの復旧・復
元を作業を無料で行います。

パソコン・
タブレット対応!!

復旧率94％以上!!
サーバー・
NAS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。

起動が速い!データの読み書きが速い!
仕事効率大幅アップ!

パソコン買い替えなくても快適になる!
コスト大幅ダウン!

お客様満足度 約95％！

SSDの
メリット

注文番号 1801050401

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン

約2.3kg

■CPU：Core i3-7100U(2.4GHz)
■メモリ:8GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■無線LAN搭載
■液晶：15.6型
■OS：Windows10 Pro 64bit

ThinkPadE570
20H6A07MJP

担当者
イチオシ
商品 !

担当者
イチオシ
商品 !

担当者
イチオシ
商品 !

62,800円税込
97,800円税込

限定
特価

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン

SSDカスタマイズモデルを選択可能！！ノートパソコン

4

注文番号 1801050501デスクトップパソコン

約4.03kg

62,800円税込
97,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i3-6100(3.7GHz)　■メモリ:4GB　
■HDD：500GB　■DVDスーパーマルチ　■有線LAN搭載　
■OS：Windows10 Home 64bit

SSD
GB

カスタマイズ
500500

1AA55PA＃ABJ

担当者
イチオシ
商品 !

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050502デスクトップパソコン

約6.6kg

89,800円税込
124,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i5 4590(3.3GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows7 Pro 32bit
　　  (Win10Pro-DG)

SSD
GB

カスタマイズ
500500

ThinkCentre M73 Small
10B7007SJP/BZ/U

担当者
イチオシ
商品 !

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050503デスクトップパソコン

約5.9kg

89,800円税込
129,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i5-7500(3.4GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows10 Pro 64bit

SSD
GB

カスタマイズ
500500

ESPRIMO
FMVD30001SR/BZ

担当者
イチオシ
商品 !

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

注文番号 1801050504デスクトップパソコン

約5.4kg

45,800円税込
75,800円税込

限定
特価

■CPU：Celeron G3930
　　　 （2.90GHz）
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows10 Pro 64bit

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

注文番号 1801050505デスクトップパソコン

69,800円税込
109,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i3-7100(3.9GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：1TB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows10 Home 64bit

SSD
GB

カスタマイズ
250250

Aspire X
XC-780-F34F 

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050506デスクトップパソコン

約4.7kg

79,800円税込
109,800円税込

限定
特価

■CPU：Celeron J3355 （2.0GHz）
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ
■21.5型 ワイド TFTカラー液晶　
■無線LAN搭載
■OS：Windows10 Home 64bit

SSD
GB

カスタマイズ
250250

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050507デスクトップパソコン

約4.8kg

99,800円税込
139,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i5-6400(2.7GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：500GB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows10 Pro 64bit 

SSD
GB

カスタマイズ
500500

Mate ML
PC-MK27MLZGCBSU

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

注文番号 1801050508デスクトップパソコン

約8.4kg

139,800円税込
169,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i7-7700(3.60GHz)
■メモリ:8GB
■HDD：1TB
■DVDスーパーマルチ　
■有線LAN搭載
■OS：Windows10 Pro 64bit 

SSD
GB

カスタマイズ
500500

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

注文番号 1801050509デスクトップパソコン

約5.1kg

159,800円税込
199,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i5-7200U
          (2.5GHz)
■メモリ:8GB
■HDD：1TB
■DVDスーパーマルチ
■23.8型ワイドTFTカラー液晶　
■無線LAN搭載
■OS：Windows10 Home 64bit 

SSD
GB

カスタマイズ
500500

Vivo AiO
V241ICUK-I5HAB

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050510デスクトップパソコン

約6.5kg

189,800円税込
279,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i7 7700HQ(2.8GHz)
■メモリ:4GB
■HDD：1TB
■DVDスーパーマルチ
■23.8型ワイド液晶（1920×1080））　　
■無線LAN搭載
■OS：Windows10 Home 64bit
■Microsoft Office
　Home & Business Premium

SSD
TB

カスタマイズ
11

メモリ
GB

カスタマイズ
88

FH77/B1 FMVF77B1B

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050511デスクトップパソコン

約9kg

199,800円税込
279,800円税込

限定
特価

■CPU：Core i7 7500U(2.7GHz)
■メモリ:8GB
■HDD：3TB
■BD(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)
■23.8型ワイド液晶（1920×1080）　
■無線LAN搭載
■OS：Windows10 Home 64bit
■Microsoft Office
　Home & Business Premium

LAVIE Desk All-in-one
PC-DA770HAW

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

注文番号 1801050512デスクトップパソコン

約10.3kg

239,800円税込
309,800円税込

限定
特価

■CPU：Core  i5-7500(3.40GHz)
■メモリ:8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■23.8型ワイド液晶（1920×1080）　　
■無線LAN搭載
■OS：Windows10 Pro 64bit
■Microsoft Office
　Home & Business Premium 

ThinkCentre  M910z All-In-One
10NT0006JP 

W3パソコン延長保証
サービス付（3年間保証） 円13,500

Pro
(64bit)

ThinkCentre M710s Small
10M8S1VN00

（32bit）

VM4650G-A78F

Vivo AiO
V221IDUK-J3355BLK

21.5型
ワイド液晶

23.8型
ワイド液晶

+

23.8型
ワイド液晶

23.8型
ワイド液晶

23.8型
ワイド液晶

SSD
TB

カスタマイズ
11

SSD
TB

カスタマイズ
11
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SSDカスタマイズモデルを選択可能！！デスクトップパソコン

WEBダイレクトモデル
の取り扱いも
承っております



限定
特価

10.5型
ワイド液晶

注文番号 1801050601

■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）

10.5インチ 
iPad Pro Wi-Fi
シルバー、
スペースグレイ、
ゴールド、
ローズゴールド

タブレット

115,334円税込

約469g

アカデミック価格

512
GB
512
GB

限定
特価 91,584円税込256

GB
256
GB

限定
特価 73,224円税込64

GB
64
GB

限定
特価

12.9型
ワイド液晶

注文番号 1801050602

■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）

12.9インチ 
iPad Pro Wi-Fi 
スペースグレイ、
シルバー、
ゴールド

タブレット

133,704円税込

約677g

アカデミック価格

512
GB
512
GB

限定
特価 109,944円税込256

GB
256
GB

限定
特価 91,584円税込64

GB
64
GB

限定
特価

9.7型
ワイド液晶

注文番号 1801050603

■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

9.7インチ iPad Wi-Fi
シルバー、
スペースグレイ、
ゴールド

タブレット

49,800円税込

約469g

アカデミック価格

128
GB
128
GB

限定
特価 38,664円税込32

GB
32
GB

7.9型
ワイド液晶

注文番号 1801050604

■64ビットアーキテクチャ搭載 
　A8チップ M8モーションコプロセッサ　
■Face Time HDカメラ
■2Kビデオ撮影（30fps）

7.9インチ 
iPad mini 4 Wi-Fi
シルバー、スペースグレイ、
ゴールド

タブレット

約298.8g

アカデミック価格

限定
特価 47,304円税込

限定
特価 166,004円税込

12型
ワイド液晶

注文番号 1801050605

■1.2GHzデュアルコアIntel Core m3
■メモリ：8GB
■256GB SSDストレージ
■Intel HD Graphics 615
■第2世代のバタフライ構造キーボード

12インチ 
MacBook 1.2GHz
スペースグレイ、
ゴールド、
ローズゴールド、
シルバー

ノートパソコン

約0.92kg

アカデミック価格

限定
特価 183,384円税込512

GB
512
GB

限定
特価 147,744円税込256

GB
256
GB

限定
特価 121,824円税込256

GB
256
GB

限定
特価 99,800円税込128

GB
128
GB

13型
ワイド液晶

注文番号 1710160506

■1.8GHz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

13インチ MacBook Air 
1.8GHz

ノートパソコン

約1.35kg

アカデミック価格

限定
特価 121,824円税込512

GB
512
GB

限定
特価 99,800円税込256

GB
256
GB

13型
ワイド液晶

注文番号 1801050607

■3.1GHz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

13インチ MacBook Pro 
3.1GHz
スペースグレイ、
シルバー

ノートパソコン

約1.37kg

アカデミック価格

限定
特価 303,264円税込512

GB
512
GB

限定
特価 261,144円税込256

GB
256
GB

15型
ワイド液晶

Touch Bar
Touch ID

Touch Bar
Touch ID

注文番号 1801050608

■2.8GHzデュアルコアIntel Core i7
■メモリ：16GB
■128GB/256GB フラッシュストレージ

15インチ MacBook Pro 
2.8GHz
スペースグレイ、
シルバー

ノートパソコン

約1.83kg

アカデミック価格

21.5型
ワイド液晶

注文番号 1801050609

■3.4GHzデュアルコアIntel Core i5
■メモリ：8GB
■1TB フラッシュストレージ

21.5インチ 
iMac 3.4GHz 
1TBストレージ

iMac

約5.66kg

アカデミック価格

Retina
4K

限定
特価 250,344円税込

27型
ワイド液晶

注文番号 1801050610

■3.8GHzデュアルコアIntel Core i5
■メモリ：8GB
■2TB フラッシュストレージ

27インチ 
iMac 3.8GHz 
2TBストレージ

iMac

約9.44kg

アカデミック価格

Retina
5K

Retina
5K

限定
特価 398,412円税込

注文番号 1801050611

■3.0GHz Xeon E5
■メモリ：16GB
■256GB フラッシュストレージ
■GPU：AMD Fire Pro D500（3GB×2）

Mac Pro 
3.0GHz
8コア 

Mac Pro

アカデミック価格

キーボード、マウス、
ディスプレイ（別売）

デュアル
GPU

注文番号 1801050612

■4.5GHz Xeon
■メモリ：16GB
■SSD:4TB

iMac Pro 

iMac Pro

予約受付中
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限定
特価 19,800円税込

15.6型
ワイド液晶

約1.87kg

限定
特価 89,800円税込

注文番号 1801050703

8型
ワイド液晶

タブレット

バッテリー駆動
約18時間

約429g

■CPU：Atom Z3745（1.33GHz）
■メモリ:2GB　
■記憶容量：16GB
■無線LAN搭載
■8型（1920×1200）
■OS：Android 4.4

YOGA Tab2 
59428222

限定
特価 36,800円税込

注文番号 1801050704

10.1型
ワイド液晶

タブレット

バッテリー駆動
約12時間

約630g

■CPU：Atom x5-Z8300（1.44GHz）
■メモリ:2GB　
■記憶容量：64GB
■無線LAN搭載
■10.1型（1280×800）
■OS：Windows 10 Pro 64bit

Aspire Switch10E 
SW3-016P-H12PK

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1801050705

7.9型
ワイド液晶

タブレット

約320g

■CPU：Snapdragon 650（1.8GHz）
■メモリ:4GB　
■記憶容量：32GB
■無線LAN搭載
■7.9型（2048×1536）
■OS：Android 6.0.1

ZenPad 3 8.0 
Z581KL-BK32S4

SIM
FREE

限定
特価 43,800円税込

注文番号 1801050706

8.4型
ワイド液晶

タブレット

約310g

■CPU：Huawei Kirin 950
　（2.3GHz+1.8GHz）
■メモリ:4GB　
■記憶容量：32GB
■無線LAN搭載
■8.4型（2560×1600）
■OS：Android 6.0

MediaPad M3 LTE 
プレミアムモデル（BTV-DL09）

SIM
FREE

SIM
FREE2in1

注文番号 1801050708中古ノートパソコン

限定
特価 9,980円税込

注文番号 1801050701

7型
ワイド液晶

タブレット

約275g

■CPU：Rockchip RK3126（1.3GHz）
■メモリ:1GB　
■記憶容量：8GB
■無線LAN搭載
■7型（1024×600）
■OS：Android 6.0

KPD7BV4-NB
KEIAN 限定

特価 14,800円税込

注文番号 1801050702

10型
ワイド液晶

タブレット

約535g

■CPU：Rockchip RK3126（1.3GHz）
■メモリ:1GB　
■記憶容量：8GB
■無線LAN搭載
■10型（1280×800）
■OS：Android 6.0

KPD10B
KEIAN

（64bit）

中古ノートパソコン

約1.41kg

12.1型
ワイド液晶

■CPU：intel Core i5 3320M (2.6GHz)
■メモリ：4GB 
■SSD：240GB(カスタマイズ仕様)
■DVDスーパーマルチ
■12.1型ワイド液晶
■無線LAN：搭載
■OS：Win10 Pro 64bit(MAR)

79,800円税込限定
特価

CF-SX2LDHTS/S240BZCF-SX2LDHTS/S240BZ

注文番号 1801050707

快適性能Core i5＆SSD搭載 Let's Note!快適性能Core i5＆SSD搭載 Let's Note!
大容量SSDに換装!

SSD240GB!大容量!
仕様

99,800円税込限定
特価

リノベーションPC
SSD換装 データ復旧

サービス・パック セキュリティソフト 安心の
90日間保証

リノベーション PC + +新品バッテリー 安心の 90日間保証

Pro
(64bit)MAR

■CPU：Core i5 3320M（2.6GHｚ）
■メモリ：8GB （カスタマイズ仕様)
■SSD：２４０GB(カスタマイズ仕様)
■DVDスーパーマルチ
■15.6型ワイド液晶
■無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n
■OS：Win10 Pro 64bit

CF-B11LWCTS
カスタマイズ
CF-B11LWCTS
カスタマイズ

15.6型
ワイド液晶

約2.5kg

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1801050709中古ノートパソコン

Pro
(64bit)

■OS:Win10 Pro 64bit
■CPU：Core i3 2370M(2.4G)
■メモリ：4GB
■HDD：160GB
■DVDマルチ
■15.6型ワイド液晶
■本体/AC電源付属

Satellite B252/F
（テンキー付）
Satellite B252/F
（テンキー付）

15.6型
ワイド液晶

約2.4kg

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1801050710中古ノートパソコン

Pro
(64bit)

■OS:Win10 Pro 64bit
■CPU：Core i5 2520M(2.5G)
■メモリ：4GB
■HDD：160GB
■DVDマルチ
■15.6型ワイド液晶
■本体/AC電源付属

Satellite 
B651
（テンキー付）

Satellite 
B651
（テンキー付）

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1801050711中古ノートパソコン

■OS：Windows7 Pro
■CPU：Corei3-2120(3.3G)
■メモリ：4GB
■SSD：250GB
■DVD-ROM
■本体のみ

ThinkCentreM91small/
S240
ThinkCentreM91small/
S240

限定
特価 54,800円税込

注文番号 1801050712中古ノートパソコン

Pro
(64bit)

■OS：Win10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-3770（3.4G）
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■本体のみ

OPTIPLEX 7010 MT 
※ミドルタワー

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1801050713中古ノートパソコン

■OS：WinXP Pro 32bit
■CPU：Core2DuoE7300（2.66G）
■メモリ：2GB
■HDD：80GB
■DVD-ROM
■本体のみ

FMV-D5270
※WindowsXPモデル
FMV-D5270
※WindowsXPモデル

Pro
(64bit)MAR

（64bit）
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限定
特価

10.5型
ワイド液晶

注文番号 1801050601

■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）

10.5インチ 
iPad Pro Wi-Fi
シルバー、
スペースグレイ、
ゴールド、
ローズゴールド

タブレット

115,334円税込

約469g

アカデミック価格

512
GB
512
GB

限定
特価 91,584円税込256

GB
256
GB

限定
特価 73,224円税込64

GB
64
GB

限定
特価

12.9型
ワイド液晶

注文番号 1801050602

■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）

12.9インチ 
iPad Pro Wi-Fi 
スペースグレイ、
シルバー、
ゴールド

タブレット

133,704円税込

約677g

アカデミック価格

512
GB
512
GB

限定
特価 109,944円税込256

GB
256
GB

限定
特価 91,584円税込64

GB
64
GB

限定
特価

9.7型
ワイド液晶

注文番号 1801050603

■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

9.7インチ iPad Wi-Fi
シルバー、
スペースグレイ、
ゴールド

タブレット

49,800円税込

約469g

アカデミック価格

128
GB
128
GB

限定
特価 38,664円税込32

GB
32
GB

7.9型
ワイド液晶

注文番号 1801050604

■64ビットアーキテクチャ搭載 
　A8チップ M8モーションコプロセッサ　
■Face Time HDカメラ
■2Kビデオ撮影（30fps）

7.9インチ 
iPad mini 4 Wi-Fi
シルバー、スペースグレイ、
ゴールド

タブレット

約298.8g

アカデミック価格

限定
特価 47,304円税込

限定
特価 166,004円税込

12型
ワイド液晶

注文番号 1801050605

■1.2GHzデュアルコアIntel Core m3
■メモリ：8GB
■256GB SSDストレージ
■Intel HD Graphics 615
■第2世代のバタフライ構造キーボード

12インチ 
MacBook 1.2GHz
スペースグレイ、
ゴールド、
ローズゴールド、
シルバー

ノートパソコン

約0.92kg

アカデミック価格

限定
特価 183,384円税込512

GB
512
GB

限定
特価 147,744円税込256

GB
256
GB

限定
特価 121,824円税込256

GB
256
GB

限定
特価 99,800円税込128

GB
128
GB

13型
ワイド液晶

注文番号 1710160506

■1.8GHz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

13インチ MacBook Air 
1.8GHz

ノートパソコン

約1.35kg

アカデミック価格

限定
特価 121,824円税込512

GB
512
GB

限定
特価 99,800円税込256

GB
256
GB

13型
ワイド液晶

注文番号 1801050607

■3.1GHz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

13インチ MacBook Pro 
3.1GHz
スペースグレイ、
シルバー

ノートパソコン

約1.37kg

アカデミック価格

限定
特価 303,264円税込512

GB
512
GB

限定
特価 261,144円税込256

GB
256
GB

15型
ワイド液晶

Touch Bar
Touch ID

Touch Bar
Touch ID

注文番号 1801050608

■2.8GHzデュアルコアIntel Core i7
■メモリ：16GB
■128GB/256GB フラッシュストレージ

15インチ MacBook Pro 
2.8GHz
スペースグレイ、
シルバー

ノートパソコン

約1.83kg

アカデミック価格

21.5型
ワイド液晶

注文番号 1801050609

■3.4GHzデュアルコアIntel Core i5
■メモリ：8GB
■1TB フラッシュストレージ

21.5インチ 
iMac 3.4GHz 
1TBストレージ

iMac

約5.66kg

アカデミック価格

Retina
4K

限定
特価 250,344円税込

27型
ワイド液晶

注文番号 1801050610

■3.8GHzデュアルコアIntel Core i5
■メモリ：8GB
■2TB フラッシュストレージ

27インチ 
iMac 3.8GHz 
2TBストレージ

iMac

約9.44kg

アカデミック価格

Retina
5K

Retina
5K

限定
特価 398,412円税込

注文番号 1801050611

■3.0GHz Xeon E5
■メモリ：16GB
■256GB フラッシュストレージ
■GPU：AMD Fire Pro D500（3GB×2）

Mac Pro 
3.0GHz
8コア 

Mac Pro

アカデミック価格

キーボード、マウス、
ディスプレイ（別売）

デュアル
GPU

注文番号 1801050612

■4.5GHz Xeon
■メモリ：16GB
■SSD:4TB

iMac Pro 

iMac Pro

予約受付中
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限定
特価 19,800円税込

15.6型
ワイド液晶

約1.87kg

限定
特価 89,800円税込

注文番号 1801050703

8型
ワイド液晶

タブレット

バッテリー駆動
約18時間

約429g

■CPU：Atom Z3745（1.33GHz）
■メモリ:2GB　
■記憶容量：16GB
■無線LAN搭載
■8型（1920×1200）
■OS：Android 4.4

YOGA Tab2 
59428222

限定
特価 36,800円税込

注文番号 1801050704

10.1型
ワイド液晶

タブレット

バッテリー駆動
約12時間

約630g

■CPU：Atom x5-Z8300（1.44GHz）
■メモリ:2GB　
■記憶容量：64GB
■無線LAN搭載
■10.1型（1280×800）
■OS：Windows 10 Pro 64bit

Aspire Switch10E 
SW3-016P-H12PK

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1801050705

7.9型
ワイド液晶

タブレット

約320g

■CPU：Snapdragon 650（1.8GHz）
■メモリ:4GB　
■記憶容量：32GB
■無線LAN搭載
■7.9型（2048×1536）
■OS：Android 6.0.1

ZenPad 3 8.0 
Z581KL-BK32S4

SIM
FREE

限定
特価 43,800円税込

注文番号 1801050706

8.4型
ワイド液晶

タブレット

約310g

■CPU：Huawei Kirin 950
　（2.3GHz+1.8GHz）
■メモリ:4GB　
■記憶容量：32GB
■無線LAN搭載
■8.4型（2560×1600）
■OS：Android 6.0

MediaPad M3 LTE 
プレミアムモデル（BTV-DL09）

SIM
FREE

SIM
FREE2in1

注文番号 1801050708中古ノートパソコン

限定
特価 9,980円税込

注文番号 1801050701

7型
ワイド液晶

タブレット

約275g

■CPU：Rockchip RK3126（1.3GHz）
■メモリ:1GB　
■記憶容量：8GB
■無線LAN搭載
■7型（1024×600）
■OS：Android 6.0

KPD7BV4-NB
KEIAN 限定

特価 14,800円税込

注文番号 1801050702

10型
ワイド液晶

タブレット

約535g

■CPU：Rockchip RK3126（1.3GHz）
■メモリ:1GB　
■記憶容量：8GB
■無線LAN搭載
■10型（1280×800）
■OS：Android 6.0

KPD10B
KEIAN

（64bit）

中古ノートパソコン

約1.41kg

12.1型
ワイド液晶

■CPU：intel Core i5 3320M (2.6GHz)
■メモリ：4GB 
■SSD：240GB(カスタマイズ仕様)
■DVDスーパーマルチ
■12.1型ワイド液晶
■無線LAN：搭載
■OS：Win10 Pro 64bit(MAR)

79,800円税込限定
特価

CF-SX2LDHTS/S240BZCF-SX2LDHTS/S240BZ

注文番号 1801050707

快適性能Core i5＆SSD搭載 Let's Note!快適性能Core i5＆SSD搭載 Let's Note!
大容量SSDに換装!

SSD240GB!大容量!
仕様

99,800円税込限定
特価

リノベーションPC
SSD換装 データ復旧

サービス・パック セキュリティソフト 安心の
90日間保証

リノベーション PC + +新品バッテリー 安心の 90日間保証

Pro
(64bit)MAR

■CPU：Core i5 3320M（2.6GHｚ）
■メモリ：8GB （カスタマイズ仕様)
■SSD：２４０GB(カスタマイズ仕様)
■DVDスーパーマルチ
■15.6型ワイド液晶
■無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n
■OS：Win10 Pro 64bit

CF-B11LWCTS
カスタマイズ
CF-B11LWCTS
カスタマイズ

15.6型
ワイド液晶

約2.5kg

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1801050709中古ノートパソコン

Pro
(64bit)

■OS:Win10 Pro 64bit
■CPU：Core i3 2370M(2.4G)
■メモリ：4GB
■HDD：160GB
■DVDマルチ
■15.6型ワイド液晶
■本体/AC電源付属

Satellite B252/F
（テンキー付）
Satellite B252/F
（テンキー付）

15.6型
ワイド液晶

約2.4kg

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1801050710中古ノートパソコン

Pro
(64bit)

■OS:Win10 Pro 64bit
■CPU：Core i5 2520M(2.5G)
■メモリ：4GB
■HDD：160GB
■DVDマルチ
■15.6型ワイド液晶
■本体/AC電源付属

Satellite 
B651
（テンキー付）

Satellite 
B651
（テンキー付）

限定
特価 49,800円税込

注文番号 1801050711中古ノートパソコン

■OS：Windows7 Pro
■CPU：Corei3-2120(3.3G)
■メモリ：4GB
■SSD：250GB
■DVD-ROM
■本体のみ

ThinkCentreM91small/
S240
ThinkCentreM91small/
S240

限定
特価 54,800円税込

注文番号 1801050712中古ノートパソコン

Pro
(64bit)

■OS：Win10 Pro 64bit
■CPU：Corei7-3770（3.4G）
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■本体のみ

OPTIPLEX 7010 MT 
※ミドルタワー

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1801050713中古ノートパソコン

■OS：WinXP Pro 32bit
■CPU：Core2DuoE7300（2.66G）
■メモリ：2GB
■HDD：80GB
■DVD-ROM
■本体のみ

FMV-D5270
※WindowsXPモデル
FMV-D5270
※WindowsXPモデル

Pro
(64bit)MAR

（64bit）
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注文番号 1801050801

17型
スクエア液晶

LCD-AD173SESB（W）

液晶モニター

約2.8kg

■17型
■1280×1024
■D-Sub×1
　DVI×1

限定
特価 13,800円税込

注文番号 1801050804

23.8型
ワイド液晶

VA241Ybd

液晶モニター

約3.95kg

■23.8型
■1920×1080
■ミニD-Sub
　DVI-D 

限定
特価 17,980円税込

注文番号 1801050802

19型
スクエア液晶

LCD-AD192SEDSW（B）

液晶モニター

約3.3kg

■19型
■1280×1024
■DVI×1
　D-Sub×1

限定
特価 16,980円税込

注文番号 1801050803

19.5型
ワイド液晶

GL2070
ベンキュー

液晶モニター

約2.9kg

■19.5型
■1600×900
■ミニD-sub15ピン×1
　DVI-D×1

限定
特価 9,980円税込

注文番号 1801050805

23.8型
ワイド液晶

243V7QDAB/11
（243V7QDAW/11 ）

液晶モニター

約3.5kg

■23.8型
■1920×1080
■DVI×1
　D-Sub×1
　HDMI×1

限定
特価 19,800円税込

注文番号 1801050806

27型
ワイド液晶

276E8FJAB/11 

液晶モニター

約4.69kg

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

限定
特価 41,980円税込

注文番号 1801050807

34.6型
ワイド液晶

356M6QJAB/11 

液晶モニター

約7.5kg

■34.6型
■1920×1080
■D-Sub×1
　HDMI×2
　DisplayPort×1

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1801050810

PX-K150 

ビジネスインクジェットプリンター（モノクロ）

約3.3kg

■顔料1色
■1440×720 dpi　■A4
■USB、USB2.0、
　有線LAN、無線LAN

限定
特価 7,980円税込

注文番号 1801050808

43型
ワイド液晶

TH-43LFE8J 

液晶モニター

約8.7kg

■43型
■1920×1080
■DVI×1
　D-Sub×1
　HDMI×2
　USB×1

限定
特価 71,980円税込

注文番号 1801050809

50型
ワイド液晶

LC-50W35

液晶モニター

約21kg

■50型
■1920×1080
■D-Sub×1
　HDMI×3

限定
特価 94,800円税込

注文番号 1801050815

C332DNW

レーザープリンター

約22kg

■カラーレーザー
■600×1200 dpi　■A4
■USB2.0、
　有線LAN、無線LAN

限定
特価36,980円税込
OKI

注文番号 1801050813レーザープリンター

約5kg

■モノクロレーザー
■600×1200 dpi　■A4
■USB、USB2.0、
　無線LAN

限定
特価 14,980円税込

注文番号 1801050811

PX-S05B（W）

ビジネスインクジェットプリンター

約1.6kg

■顔料4色
■5760×1440 dpi　
■A4
■USB、USB2.0、
　無線LAN

限定
特価 28,980円税込

注文番号 1801050812ビジネスインクジェットプリンター

約15.6kg

■独立4色
■4800×2400 dpi　■A3ノビ
■USB2.0、
　有線LAN、無線LAN

限定
特価 36,980円税込
PX-S5080

Satera 
LBP6040

注文番号 1801050816レーザープリンター

約12.7kg

■モノクロレーザー
■A4
■USB2.0、
　有線LAN、無線LAN

限定
特価 24,980円税込
Satera 
MF244dw

注文番号 1801050817

ブラザー
MFC-9340CDW 

レーザープリンター

約23.5kg

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

限定
特価 56,980円税込

OKI

注文番号 1801050818

C811dn 

レーザープリンター

約32kg

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

限定
特価 69,980円税込

注文番号 1801050814

ブラザー
HL-L2365DW

レーザープリンター

約6.8kg

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

限定
特価 17,980円税込

周
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限定
特価 14,980円税込

注文番号 1801050901

HDTB305FK3AA-D
HDTB310FK3AA-D

ポータブル外付けHDD

■インターフェース：USB3.0

限定
特価 6,980円税込1

TB
1
TB

限定
特価 5,980円税込500

GB
500
GB

MU-PA500B/IT
MU-PA1T0B/IT

限定
特価 56,980円税込1

TB
1
TB

限定
特価 28,980円税込500

GB
500
GB

注文番号 1801050902

HDTH320JS3CA

ポータブル外付けHDD

■HDD：2TB
■インターフェース：USB3.0

限定
特価 11,980円税込

注文番号 1801050904

HD-LC2.0U3-BKF

外付けHDD

約1.0kg

■HDD：2TB
■インターフェース：
　USB3.1/USB3.0/USB2.0

注文番号 1801050903

サムスン

ポータブル外付けSSD

■インターフェース：USB

限定
特価 20,800円税込

注文番号 1801050905

HDL-T3WH 

NAS

約1.1kg

■HDD：3TB
■ドライブベイ数：1
■インターフェース：有線LAN

限定
特価 31,980円税込

注文番号 1801050906

LS220DN0202B

NAS

約2.5kg

■HDD：2TB
■ドライブベイ数：2
■インターフェース：有線LAN

限定
特価 7,480円税込

注文番号 1801050907

WSR-1166DHP3-BK 

無線LANルーター

約265g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■ポート数：4

限定
特価 10,480円税込

注文番号 1801050908

PA-WG1800HP3 

無線LANルーター

約400g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■ポート数：4

限定
特価 12,980円税込

注文番号 1801050909

WXR-1750DHP2 

無線LANルーター

約545g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■ポート数：4
■USB端子×1

限定
特価 19,800円税込

注文番号 1801050910

PA-WG2600HP2 

無線LANルーター

約600g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■ポート数：4
■USB端子×1

限定
特価 3,980円税込

注文番号 1801050913

WNPU1167M 

無線LAN子機

約2.4g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■インターフェース：USB

限定
特価 49,980円税込

注文番号 1801050911

R8500-100JPS 
NETGEAR

無線LANルーター

約1.68kg

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■ポート数：6
■USB端子×2

限定
特価 55,800円税込

注文番号 1801050912

RTX830 

VPNルーター

約1.1kg

■ポート数：4
■転送速度：10/100/1000 Mbps

限定
特価 7,980円税込

注文番号 1801050916

FFTA10APU 
日栄インテック

バーコードスキャナー

約110g

■バーコードスキャナ
■可視光：赤色LED 625nm
■インターフェース：USB

限定
特価 23,980円税込

注文番号 1801050917

MDS-820W

スキャナー

約480g

■A4
■600 dpi
■インターフェース：USB2.0/USB1.1

限定
特価 6,480円税込

注文番号 1801050914

BHR-4GRV2 

有線ルーター

約315g

■ポート数：4
■転送速度：10/100/1000 Mbps

限定
特価 17,680円税込

注文番号 1801050915

LSW4-GT-16NSR 

スイッチングHUB

約1.1kg

■ポート数：16
■転送速度：10/100/1000 Mbps

限定
特価 37,700円税込

注文番号 1801050918

DS-530

スキャナー

約3.7kg

■シートフィード　
■A4
■600 dpi
■インターフェース：
　USB3.0

周
辺
機
器
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注文番号 1801050801

17型
スクエア液晶

LCD-AD173SESB（W）

液晶モニター

約2.8kg

■17型
■1280×1024
■D-Sub×1
　DVI×1

限定
特価 13,800円税込

注文番号 1801050804

23.8型
ワイド液晶

VA241Ybd

液晶モニター

約3.95kg

■23.8型
■1920×1080
■ミニD-Sub
　DVI-D 

限定
特価 17,980円税込

注文番号 1801050802

19型
スクエア液晶

LCD-AD192SEDSW（B）

液晶モニター

約3.3kg

■19型
■1280×1024
■DVI×1
　D-Sub×1

限定
特価 16,980円税込

注文番号 1801050803

19.5型
ワイド液晶

GL2070
ベンキュー

液晶モニター

約2.9kg

■19.5型
■1600×900
■ミニD-sub15ピン×1
　DVI-D×1

限定
特価 9,980円税込

注文番号 1801050805

23.8型
ワイド液晶

243V7QDAB/11
（243V7QDAW/11 ）

液晶モニター

約3.5kg

■23.8型
■1920×1080
■DVI×1
　D-Sub×1
　HDMI×1

限定
特価 19,800円税込

注文番号 1801050806

27型
ワイド液晶

276E8FJAB/11 

液晶モニター

約4.69kg

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

限定
特価 41,980円税込

注文番号 1801050807

34.6型
ワイド液晶

356M6QJAB/11 

液晶モニター

約7.5kg

■34.6型
■1920×1080
■D-Sub×1
　HDMI×2
　DisplayPort×1

限定
特価 39,800円税込

注文番号 1801050810

PX-K150 

ビジネスインクジェットプリンター（モノクロ）

約3.3kg

■顔料1色
■1440×720 dpi　■A4
■USB、USB2.0、
　有線LAN、無線LAN

限定
特価 7,980円税込

注文番号 1801050808

43型
ワイド液晶

TH-43LFE8J 

液晶モニター

約8.7kg

■43型
■1920×1080
■DVI×1
　D-Sub×1
　HDMI×2
　USB×1

限定
特価 71,980円税込

注文番号 1801050809

50型
ワイド液晶

LC-50W35

液晶モニター

約21kg

■50型
■1920×1080
■D-Sub×1
　HDMI×3

限定
特価 94,800円税込

注文番号 1801050815

C332DNW

レーザープリンター

約22kg

■カラーレーザー
■600×1200 dpi　■A4
■USB2.0、
　有線LAN、無線LAN

限定
特価36,980円税込
OKI

注文番号 1801050813レーザープリンター

約5kg

■モノクロレーザー
■600×1200 dpi　■A4
■USB、USB2.0、
　無線LAN

限定
特価 14,980円税込

注文番号 1801050811

PX-S05B（W）

ビジネスインクジェットプリンター

約1.6kg

■顔料4色
■5760×1440 dpi　
■A4
■USB、USB2.0、
　無線LAN

限定
特価 28,980円税込

注文番号 1801050812ビジネスインクジェットプリンター

約15.6kg

■独立4色
■4800×2400 dpi　■A3ノビ
■USB2.0、
　有線LAN、無線LAN

限定
特価 36,980円税込
PX-S5080

Satera 
LBP6040

注文番号 1801050816レーザープリンター

約12.7kg

■モノクロレーザー
■A4
■USB2.0、
　有線LAN、無線LAN

限定
特価 24,980円税込
Satera 
MF244dw

注文番号 1801050817

ブラザー
MFC-9340CDW 

レーザープリンター

約23.5kg

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

限定
特価 56,980円税込

OKI

注文番号 1801050818

C811dn 

レーザープリンター

約32kg

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

限定
特価 69,980円税込

注文番号 1801050814

ブラザー
HL-L2365DW

レーザープリンター

約6.8kg

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

限定
特価 17,980円税込

周
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限定
特価 14,980円税込

注文番号 1801050901

HDTB305FK3AA-D
HDTB310FK3AA-D

ポータブル外付けHDD

■インターフェース：USB3.0

限定
特価 6,980円税込1

TB
1
TB

限定
特価 5,980円税込500

GB
500
GB

MU-PA500B/IT
MU-PA1T0B/IT

限定
特価 56,980円税込1

TB
1
TB

限定
特価 28,980円税込500

GB
500
GB

注文番号 1801050902

HDTH320JS3CA

ポータブル外付けHDD

■HDD：2TB
■インターフェース：USB3.0

限定
特価 11,980円税込

注文番号 1801050904

HD-LC2.0U3-BKF

外付けHDD

約1.0kg

■HDD：2TB
■インターフェース：
　USB3.1/USB3.0/USB2.0

注文番号 1801050903

サムスン

ポータブル外付けSSD

■インターフェース：USB

限定
特価 20,800円税込

注文番号 1801050905

HDL-T3WH 

NAS

約1.1kg

■HDD：3TB
■ドライブベイ数：1
■インターフェース：有線LAN

限定
特価 31,980円税込

注文番号 1801050906

LS220DN0202B

NAS

約2.5kg

■HDD：2TB
■ドライブベイ数：2
■インターフェース：有線LAN

限定
特価 7,480円税込

注文番号 1801050907

WSR-1166DHP3-BK 

無線LANルーター

約265g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■ポート数：4

限定
特価 10,480円税込

注文番号 1801050908

PA-WG1800HP3 

無線LANルーター

約400g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■ポート数：4

限定
特価 12,980円税込

注文番号 1801050909

WXR-1750DHP2 

無線LANルーター

約545g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■ポート数：4
■USB端子×1

限定
特価 19,800円税込

注文番号 1801050910

PA-WG2600HP2 

無線LANルーター

約600g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■ポート数：4
■USB端子×1

限定
特価 3,980円税込

注文番号 1801050913

WNPU1167M 

無線LAN子機

約2.4g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■インターフェース：USB

限定
特価 49,980円税込

注文番号 1801050911

R8500-100JPS 
NETGEAR

無線LANルーター

約1.68kg

■IEEE802.11a/b/g/n/ac 
■ポート数：6
■USB端子×2

限定
特価 55,800円税込

注文番号 1801050912

RTX830 

VPNルーター

約1.1kg

■ポート数：4
■転送速度：10/100/1000 Mbps

限定
特価 7,980円税込

注文番号 1801050916

FFTA10APU 
日栄インテック

バーコードスキャナー

約110g

■バーコードスキャナ
■可視光：赤色LED 625nm
■インターフェース：USB

限定
特価 23,980円税込

注文番号 1801050917

MDS-820W

スキャナー

約480g

■A4
■600 dpi
■インターフェース：USB2.0/USB1.1

限定
特価 6,480円税込

注文番号 1801050914

BHR-4GRV2 

有線ルーター

約315g

■ポート数：4
■転送速度：10/100/1000 Mbps

限定
特価 17,680円税込

注文番号 1801050915

LSW4-GT-16NSR 

スイッチングHUB

約1.1kg

■ポート数：16
■転送速度：10/100/1000 Mbps

限定
特価 37,700円税込

注文番号 1801050918

DS-530

スキャナー

約3.7kg

■シートフィード　
■A4
■600 dpi
■インターフェース：
　USB3.0

周
辺
機
器
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オリジナルPC＆HPC販売20年の実績！ 国公立/私立大学/専門学校/研究機関 全国800校以上に導入

オーダーメイドデスクトップ

Linuxインストール代行 BTO Linuxシリーズ

Linux（CentOS7.x or Ubuntu16.04LTS）インストール代行 スリム
BTO Linux Type-SL7

● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● CPU：Pentium G4560（3.5GHz、2C/4T/3MB）
● チップセット：Intel B250 チップセット
● メモリ：4GB（DDR4-2400/4GB×1、空き3、最大64GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● ストレージ：500GB HDD（7200rpm,16MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.0 Type-A×5（前面2、背面3）/
 Type-C×1（背面）
 USB2.0×2（背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×1
● 電源：500W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約96（W）×365（D）×330（H）

注文番号 1801051001

72,144円税込限定
特価

Linux（CentOS7.x or Ubuntu16.04LTS）インストール代行 ミニタワー
● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● CPU：Core i3-7100（3.9GHz、2C/4T/3MB）
● チップセット：Intel B250 チップセット
● メモリ：8GB（DDR4-2400/4GB×2、空き2、最大64GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● ストレージ：500GB HDD（7200rpm,16MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.0 Type-A×5（前面2、背面3）/ 
 Type-C×1（背面）
 USB2.0×2（背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×1　
● 電源：500W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約168（W）×400（D）×355（H）

92,664円税込限定
特価

Linux（CentOS7.x or Ubuntu16.04LTS）インストール代行 ミドルタワー
● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● CPU：Core i7-7700（3.6[TB4.2]GHz、4C/8T/8MB）
● チップセット：Intel H270 チップセット
● メモリ：8GB（DDR4-2400/4GB×2、空き2、最大64GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● ストレージ：500GB HDD（7200rpm,16MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.0 Type-A×7（前面2、背面5）/
 Type-C×1（背面）
 USB2.0×2（背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×1　
● 電源：500W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック）　
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約200（W）×471（D）×430（H）

146,664円税込限定
特価

Linux（CentOS7.x or Ubuntu16.04LTS）インストール代行 ミドルタワー
● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● CPU：Core i7-6800K（3.4[TB3.6]GHz、6C/12T/15MB）
● チップセット：Intel X99 Express チップセット
● メモリ：16GB（DDR4-2400/4GB×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
● ストレージ：1TB HDD（7200rpm,64MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Type-A×1（背面）/
  Type-C×1（背面）
 USB3.0×6（前面2、背面4） USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×1　
● 電源：650W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック）　
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約200（W）×471（D）×430（H）

215,784円税込限定
特価

最新のSkylake-X Core i7-7800X搭載 ミドルタワー
● CPU：Core i7-7800X（3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● チップセット：Intel X299 チップセット
● メモリ：16GB（DDR4-2666/4GB×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
● ストレージ：1TB HDD（7200rpm,64MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×2（背面）
 USB3.0×６（前面2、背面4）　
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×1　
● 電源：650W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック）　
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約200（W）×471（D）×430（H）

211,464円税込限定
特価

最新のSkylake-X Core i9-7900X搭載 ミドルタワー
● CPU：Core i9-7900X（3.3[TB4.3]GHz、10C/20T/13.75MB）
● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● チップセット：Intel X299 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
● ストレージ：1TB HDD（7200rpm,64MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×2（背面）
 USB3.0×６（前面2、背面4）　
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×1　
● 電源：650W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック）　
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約200（W）×471（D）×430（H）

343,440円税込限定
特価

BTO Linux Type-CM7 注文番号 1801051002

BTO Linux Type-AT7 注文番号 1801051003 BTO Linux Type-X995 注文番号 1801051004

BTO Linux Type-Xi7 注文番号 1801051005 BTO Linux Type-Xi9 注文番号 1801051006

各種カスタマイズ対応

CentOS7.x ＆ 
　Ubuntu16.04LTS 対応

全機種LinuxOS（CentOS7.x、Ubuntu16.04 LTS）での動作検証済みで、プログラム開発や科学技術計算など、幅広く安心してご利用頂けます。

Linux対応 BTO

カスタマイズ可能！

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

オリジナルBTO PC
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オリジナルPC＆HPC販売20年の実績！ 国公立/私立大学/専門学校/研究機関 全国800校以上に導入

オーダーメイドデスクトップ

手のひらサイズの超小型PC BTO Kleinシリーズ

OS無しモデル/Kaby Lake Core i3-7100U搭載
● OS：なし（オプション）
● CPU：Core i3-7100U（2.4GHz、2C/4T/3MB）
● メモリ：4GB（DDR4-2133/4GB×1、空き1、最大32GB）
● ストレージ：120GB M.2 SSD（R:540MB/s W:405MB/s）
● 光学ドライブ：なし　
● 空きドライブベイ：なし
● グラフィック：Intel HD Graphics 620（Based on CPU）
● ディスプレイ端子：HDMI×1、
 Thunderbolt3×1（USB Type-C）
● USB：USB3.1 Type-C×1（背面）　
 USB3.0×4（前面2、背面2）
● カードリーダー：Micro SDXC Slot 
● 電源：ACアダプタ―
● LAN：有線 Gigabit×1、無線 802.11a/b/g/n/ac、BT 4.2
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約115×111×35

75,384円税込限定
特価

OS無しモデル/Kaby Lake Core i3-7100U搭載
● OS：なし（オプション）
● CPU：Core i3-7100U（2.4GHz、2C/4T/3MB）
● メモリ：4GB（DDR4-2133/4GB×1、空き1、最大32GB）
● ストレージ：120GB M.2 SSD（R:540MB/s W:405MB/s）
● 光学ドライブ：なし　
● 空きドライブベイ：2.5inchシャドウ×1
● グラフィック：Intel HD Graphics 620（Based on CPU）
● ディスプレイ端子：HDMI×1、
 Thunderbolt3×1（USB Type-C）
● USB：USB3.1 Type-C×1（背面）　
 USB3.0×4（前面2、背面2）
● カードリーダー：Micro SDXC Slot 
● 電源：ACアダプタ―
● LAN：有線 Gigabit×1、無線 802.11a/b/g/n/ac、BT 4.2
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約115×111×51

OS無しモデル/Kaby Lake Core i5-7260U搭載
● OS：なし（オプション）
● CPU：Core i5-7260U（2.2[TB3.4]GHz、2C/4T/4MB）
● メモリ：8GB（DDR4-2133/8GB×1、空き1、最大32GB）
● ストレージ：240GB M.2 SSD（R:540MB/s W:435MB/s）
● 光学ドライブ：なし　
● 空きドライブベイ：なし
● グラフィック：Intel Iris Plus Graphics 640（Based on CPU）
● ディスプレイ端子：HDMI×1、
 Thunderbolt3×1（USB Type-C）
● USB：USB3.1 Type-C×1（背面）　
 USB3.0×4（前面2、背面2）
● カードリーダー：Micro SDXC Slot 
● 電源：ACアダプタ―
● LAN：有線 Gigabit×1、無線 802.11a/b/g/n/ac、BT 4.2
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約115×111×35

100,224円税込限定
特価 100,224円税込限定

特価

OS無しモデル/Kaby Lake Core i5-7260U搭載
● OS：なし（オプション）
● CPU：Core i5-7260U（2.2[TB3.4]GHz、2C/4T/4MB）
● メモリ：8GB（DDR4-2133/8GB×1、空き1、最大32GB）
● ストレージ：240GB M.2 SSD（R:540MB/s W:435MB/s）
● 光学ドライブ：なし　
● 空きドライブベイ：2.5inchシャドウ×1
● グラフィック：Intel Iris Plus Graphics 640（Based on CPU）
● ディスプレイ端子：HDMI×1、
 Thunderbolt3×1（USB Type-C）
● USB：USB3.1 Type-C×1（背面）　
 USB3.0×4（前面2、背面2）
● カードリーダー：Micro SDXC Slot 
● 電源：ACアダプタ―
● LAN：有線 Gigabit×1、無線 802.11a/b/g/n/ac、BT 4.2
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約115×111×51

注文番号 1801051101

BTO Klein Type-B7100U

75,384円税込限定
特価

注文番号 1801051102 BTO Klein Type-C7100U 注文番号 1801051103

BTO Klein Type-D7260U 注文番号 1801051104 BTO Klein Type-E7260U 注文番号 1801051105

各種カスタマイズ対応

Next Unit of Computing
手のひらサイズのコンパクトが魅力。VESA対応モニタにマウント出来るので、机上がスッキリ整理できて作業効率も上がります。

手のひら
サイズ！

VESA
マウンタ付属

NUC
カスタマイズ可能！

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

パワフルな超コンパクトモデルとして人気のBTO Klein シリーズ
が、第7世代インテルCoreプロセッサー搭載モデルとして更にパ
ワーアップしました！
超小型コンピューターでもスペックを妥協できない方にお勧めです。

111ｍｍ

115ｍｍ

OS無しモデル/Kaby Lake Core i7-7567U搭載
BTO Klein Type-Z7567U

● OS：OSなし（オプション）
● CPU：Core i7-7567U（3.5[TB4.0]GHz、2C/4T/4MB）
● メモリ：8GB（DDR4-2133/8GB×1、空き1、最大32GB）
● ストレージ：240GB M.2 SSD（R:540MB/s W:435MB/s）
● 光学ドライブ：なし　● 空きドライブベイ：2.5inchシャドウ×1
● グラフィック：Intel Iris Plus Graphics 650（Based on CPU）
● ディスプレイ端子：HDMI×1、Thunderbolt3×1（USB Type-C）
● USB：USB3.1 Type-C×1（背面）　USB3.0×4（前面2、背面2）
● カードリーダー：Micro SDXC Slot　● 電源：ACアダプタ―
● LAN：有線 Gigabit×1、無線 802.11a/b/g/n/ac、BT 4.2
● 保証期間：1年間（センドバック）　● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約115×111×51

114,264円税込限定
特価

安心の

1年間
保証付
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オリジナルPC＆HPC販売20年の実績！ 国公立/私立大学/専門学校/研究機関 全国800校以上に導入

オーダーメイドデスクトップ

Linuxインストール代行 BTO Linuxシリーズ

Linux（CentOS7.x or Ubuntu16.04LTS）インストール代行 スリム
BTO Linux Type-SL7

● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● CPU：Pentium G4560（3.5GHz、2C/4T/3MB）
● チップセット：Intel B250 チップセット
● メモリ：4GB（DDR4-2400/4GB×1、空き3、最大64GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● ストレージ：500GB HDD（7200rpm,16MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.0 Type-A×5（前面2、背面3）/
 Type-C×1（背面）
 USB2.0×2（背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×1
● 電源：500W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック）
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約96（W）×365（D）×330（H）

注文番号 1801051001

72,144円税込限定
特価

Linux（CentOS7.x or Ubuntu16.04LTS）インストール代行 ミニタワー
● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● CPU：Core i3-7100（3.9GHz、2C/4T/3MB）
● チップセット：Intel B250 チップセット
● メモリ：8GB（DDR4-2400/4GB×2、空き2、最大64GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● ストレージ：500GB HDD（7200rpm,16MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.0 Type-A×5（前面2、背面3）/ 
 Type-C×1（背面）
 USB2.0×2（背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×1　
● 電源：500W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約168（W）×400（D）×355（H）

92,664円税込限定
特価

Linux（CentOS7.x or Ubuntu16.04LTS）インストール代行 ミドルタワー
● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● CPU：Core i7-7700（3.6[TB4.2]GHz、4C/8T/8MB）
● チップセット：Intel H270 チップセット
● メモリ：8GB（DDR4-2400/4GB×2、空き2、最大64GB）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● ストレージ：500GB HDD（7200rpm,16MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.0 Type-A×7（前面2、背面5）/
 Type-C×1（背面）
 USB2.0×2（背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×1　
● 電源：500W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック）　
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約200（W）×471（D）×430（H）

146,664円税込限定
特価

Linux（CentOS7.x or Ubuntu16.04LTS）インストール代行 ミドルタワー
● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● CPU：Core i7-6800K（3.4[TB3.6]GHz、6C/12T/15MB）
● チップセット：Intel X99 Express チップセット
● メモリ：16GB（DDR4-2400/4GB×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
● ストレージ：1TB HDD（7200rpm,64MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Type-A×1（背面）/
  Type-C×1（背面）
 USB3.0×6（前面2、背面4） USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×1　
● 電源：650W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック）　
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約200（W）×471（D）×430（H）

215,784円税込限定
特価

最新のSkylake-X Core i7-7800X搭載 ミドルタワー
● CPU：Core i7-7800X（3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● チップセット：Intel X299 チップセット
● メモリ：16GB（DDR4-2666/4GB×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
● ストレージ：1TB HDD（7200rpm,64MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×2（背面）
 USB3.0×６（前面2、背面4）　
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×1　
● 電源：650W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック）　
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約200（W）×471（D）×430（H）

211,464円税込限定
特価

最新のSkylake-X Core i9-7900X搭載 ミドルタワー
● CPU：Core i9-7900X（3.3[TB4.3]GHz、10C/20T/13.75MB）
● OS：CentOS7.3 64bit or Ubuntu 16.04 LTS 64bit
● チップセット：Intel X299 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
● ストレージ：1TB HDD（7200rpm,64MB,6Gb/s）
● グラフィック：GeForce GT710 DDR3/1GB
● ディスプレイ端子：DVI-I×1、VGA×1、HDMI×1
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×2（背面）
 USB3.0×６（前面2、背面4）　
 USB2.0×4（背面）
● LAN：Gigabit Ethernet×1　
● 電源：650W 80Plus Bronze
● 保証期間：1年間（センドバック）　
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約200（W）×471（D）×430（H）

343,440円税込限定
特価

BTO Linux Type-CM7 注文番号 1801051002

BTO Linux Type-AT7 注文番号 1801051003 BTO Linux Type-X995 注文番号 1801051004

BTO Linux Type-Xi7 注文番号 1801051005 BTO Linux Type-Xi9 注文番号 1801051006

各種カスタマイズ対応

CentOS7.x ＆ 
　Ubuntu16.04LTS 対応

全機種LinuxOS（CentOS7.x、Ubuntu16.04 LTS）での動作検証済みで、プログラム開発や科学技術計算など、幅広く安心してご利用頂けます。

Linux対応 BTO

カスタマイズ可能！

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
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安心の

1年間
保証付

安心の
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オリジナルPC＆HPC販売20年の実績！ 国公立/私立大学/専門学校/研究機関 全国800校以上に導入

オーダーメイドデスクトップ

手のひらサイズの超小型PC BTO Kleinシリーズ

OS無しモデル/Kaby Lake Core i3-7100U搭載
● OS：なし（オプション）
● CPU：Core i3-7100U（2.4GHz、2C/4T/3MB）
● メモリ：4GB（DDR4-2133/4GB×1、空き1、最大32GB）
● ストレージ：120GB M.2 SSD（R:540MB/s W:405MB/s）
● 光学ドライブ：なし　
● 空きドライブベイ：なし
● グラフィック：Intel HD Graphics 620（Based on CPU）
● ディスプレイ端子：HDMI×1、
 Thunderbolt3×1（USB Type-C）
● USB：USB3.1 Type-C×1（背面）　
 USB3.0×4（前面2、背面2）
● カードリーダー：Micro SDXC Slot 
● 電源：ACアダプタ―
● LAN：有線 Gigabit×1、無線 802.11a/b/g/n/ac、BT 4.2
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約115×111×35

75,384円税込限定
特価

OS無しモデル/Kaby Lake Core i3-7100U搭載
● OS：なし（オプション）
● CPU：Core i3-7100U（2.4GHz、2C/4T/3MB）
● メモリ：4GB（DDR4-2133/4GB×1、空き1、最大32GB）
● ストレージ：120GB M.2 SSD（R:540MB/s W:405MB/s）
● 光学ドライブ：なし　
● 空きドライブベイ：2.5inchシャドウ×1
● グラフィック：Intel HD Graphics 620（Based on CPU）
● ディスプレイ端子：HDMI×1、
 Thunderbolt3×1（USB Type-C）
● USB：USB3.1 Type-C×1（背面）　
 USB3.0×4（前面2、背面2）
● カードリーダー：Micro SDXC Slot 
● 電源：ACアダプタ―
● LAN：有線 Gigabit×1、無線 802.11a/b/g/n/ac、BT 4.2
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約115×111×51

OS無しモデル/Kaby Lake Core i5-7260U搭載
● OS：なし（オプション）
● CPU：Core i5-7260U（2.2[TB3.4]GHz、2C/4T/4MB）
● メモリ：8GB（DDR4-2133/8GB×1、空き1、最大32GB）
● ストレージ：240GB M.2 SSD（R:540MB/s W:435MB/s）
● 光学ドライブ：なし　
● 空きドライブベイ：なし
● グラフィック：Intel Iris Plus Graphics 640（Based on CPU）
● ディスプレイ端子：HDMI×1、
 Thunderbolt3×1（USB Type-C）
● USB：USB3.1 Type-C×1（背面）　
 USB3.0×4（前面2、背面2）
● カードリーダー：Micro SDXC Slot 
● 電源：ACアダプタ―
● LAN：有線 Gigabit×1、無線 802.11a/b/g/n/ac、BT 4.2
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約115×111×35

100,224円税込限定
特価 100,224円税込限定

特価

OS無しモデル/Kaby Lake Core i5-7260U搭載
● OS：なし（オプション）
● CPU：Core i5-7260U（2.2[TB3.4]GHz、2C/4T/4MB）
● メモリ：8GB（DDR4-2133/8GB×1、空き1、最大32GB）
● ストレージ：240GB M.2 SSD（R:540MB/s W:435MB/s）
● 光学ドライブ：なし　
● 空きドライブベイ：2.5inchシャドウ×1
● グラフィック：Intel Iris Plus Graphics 640（Based on CPU）
● ディスプレイ端子：HDMI×1、
 Thunderbolt3×1（USB Type-C）
● USB：USB3.1 Type-C×1（背面）　
 USB3.0×4（前面2、背面2）
● カードリーダー：Micro SDXC Slot 
● 電源：ACアダプタ―
● LAN：有線 Gigabit×1、無線 802.11a/b/g/n/ac、BT 4.2
● 保証期間：1年間（センドバック） 
● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約115×111×51

注文番号 1801051101

BTO Klein Type-B7100U

75,384円税込限定
特価

注文番号 1801051102 BTO Klein Type-C7100U 注文番号 1801051103

BTO Klein Type-D7260U 注文番号 1801051104 BTO Klein Type-E7260U 注文番号 1801051105

各種カスタマイズ対応

Next Unit of Computing
手のひらサイズのコンパクトが魅力。VESA対応モニタにマウント出来るので、机上がスッキリ整理できて作業効率も上がります。

手のひら
サイズ！

VESA
マウンタ付属

NUC
カスタマイズ可能！

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

パワフルな超コンパクトモデルとして人気のBTO Klein シリーズ
が、第7世代インテルCoreプロセッサー搭載モデルとして更にパ
ワーアップしました！
超小型コンピューターでもスペックを妥協できない方にお勧めです。

111ｍｍ

115ｍｍ

OS無しモデル/Kaby Lake Core i7-7567U搭載
BTO Klein Type-Z7567U

● OS：OSなし（オプション）
● CPU：Core i7-7567U（3.5[TB4.0]GHz、2C/4T/4MB）
● メモリ：8GB（DDR4-2133/8GB×1、空き1、最大32GB）
● ストレージ：240GB M.2 SSD（R:540MB/s W:435MB/s）
● 光学ドライブ：なし　● 空きドライブベイ：2.5inchシャドウ×1
● グラフィック：Intel Iris Plus Graphics 650（Based on CPU）
● ディスプレイ端子：HDMI×1、Thunderbolt3×1（USB Type-C）
● USB：USB3.1 Type-C×1（背面）　USB3.0×4（前面2、背面2）
● カードリーダー：Micro SDXC Slot　● 電源：ACアダプタ―
● LAN：有線 Gigabit×1、無線 802.11a/b/g/n/ac、BT 4.2
● 保証期間：1年間（センドバック）　● キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約115×111×51

114,264円税込限定
特価

安心の

1年間
保証付

オ
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ダ
ー
メ
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－ディープラーニング－DeepLearning

3.6GHz 6コアCPU/32GBメモリ/高耐久SSD 500GB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算用）：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 i7-6850K（3.6[TB3.8]GHz、6C/12T/15MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/8GB×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
● 空きドライブベイ：5inch×3、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック（描画用）：GeForce GT710 DDR3/2GB
● ディスプレイ端子：DualLink DVI-D×1、VGA×1、
 HDMI×1
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×7/空き5
● USB：USB3.0×12（前面2、背面10）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：1000W 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200（W）×592（D）×455（H）

645,840円税込限定
特価

CERVO Deep Type-DPC 注文番号 1801051204

DeepLearning 入門モデル

GTX1080Ti搭載

　研究分野でここ数年、最も注目を浴びてい
るディープラーニング。ディープラーニング（深
層学習）は、人工知能を実現するための機械
学習の手法の1つですが、特にニューラルネッ
トワークという人間の脳の神経回路の仕組
みから着想を得た機械学習モデルを更に発
展させて多層構造としたニューラルネット
ワークを使った機械学習の手法を指します。
　ニューラルネットワークという機械学習ア
ルゴリズムは古くから存在していたのです
が、極めて高い計算処理性能が必要だったこ
ともあり、これまで機械学習の主流ではあり
ませんでした。そんなニューラルネットワーク
やディープラーニングがここ数年で一気に脚
光を浴びることとなった背景の1つにあるの
が、GPUコンピューティングの存在です。

　CERVO Deepシリーズは、NVIDIAがディー
プラーニング向けに開発したTESLAやディー
プラーニングをこれから始めるのに最適な
比較的安価なGTX1080などのGPUを搭載し
たDeep L a r n i n g向けのシリーズです。
GPGPUシリーズの中でもDeepLearningモ
デル「CERVO Deepシリーズ」は、Deep  
Learningに最適
化されたOS、フ
レームワーク、ラ
イブラリをあら
か じ め イ ン ス
トールしており、
深層学習を意識
した専用モデル
となります。

【ライブラリ＆フレームワーク】
・nVIDIA DIGITS
・Tensor-Flow-Python
・Chainer-Python
・NV-Caffe-Python 
・Torch-Lua
・OpenCV Use CUDA
・cuDNNライブラリ
・NCCL
・FFmpeg
・Oracle-JAVA8
・CUDAプログラミングToolkit

【ディープラーニングの主な活用分野】
・自動車：自動運転、運転支援など
・医療：医療画像診断支援など
・ロボット：感情表現など
・不動産：物件価格査定など
・農業：作物生産予測など
・製造業：品質管理など
・IT産業：Web解析、コメント解析など

【OS】 Ubuntu16.04LTS

オリジナルワークステーション

オリジナルPC＆HPC販売20年の実績！
国公立/私立大学/専門学校/研究機関 全国800校以上に導入

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128GBメモリ

2.2GHz 10コアCPU×2/64GBメモリ/高耐久SSD 500GB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算用）：TESLA P100 GDDR5 16GB ×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：[2基] Xeon E5-2630V4（2.2[TB3.1]GHz、10C/20T/25MB）
● メモリ：128GB（DDR4-2400/16GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD（R:540MB/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
● 空きドライブベイ：5inch×2、3.5inch×1、3.5inch HotSwapベイ×6
● グラフィック（描画用）：Quadro P600 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×4（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×4/空き1、（×8）×2/空き2
 PCI-Express2.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×2（背面2） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2、IPMI×1　● その他：シリアルポート×1
● 電源：[冗長電源] 2000W 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）×673（D）×462（H）

■ 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 E5-2630V4（2.2[TB3.1]GHz、10C/20T/25MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD（R:540MB/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
● 空きドライブベイ：5inch×2、3.5inch×1、3.5inch HotSwapベイ×6
● グラフィック（描画用）：Quadro P600 GDDR5/2GB
● ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×4（4K@60Hz）
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×4/空き2、（×8）×2/空き2
 PCI-Express2.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×2（背面2） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2、IPMI×1　● その他：シリアルポート×1
● 電源：[冗長電源] 2000W 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）×673（D）×462（H）

3,727,944円税込限定
特価2,449,440円税込限定

特価

CERVO Deep Type-DPXX
2.2GHz 10コアCPU×2/128GBメモリ/高耐久SSD 500GB
CERVO Deep Type-DPXX

注文番号 1801051202注文番号 1801051201

DeepLearning ハイパフォーマンスモデル
TESLA P100搭載

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

3.5GHz 6コアCPU/32GBメモリ/高耐久SSD 500GB
■ 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 E5-1650V4（3.5[TB3.8]GHz、6C/12T/15MB）
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inchシャドウ×5、
 2.5inchシャドウ×1
● ディスプレイ端子：DP×3/HDMI×1（4K@60Hz）、
 DualLink DVI-D×1
● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×7/空き5
● USB：USB3.0×12（前面2、背面10） USB2.0×2（前面）
● LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：1500W 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）×560（D）×583（H）

861,840円税込限定
特価

CERVO Deep Type-DPX 注文番号 1801051203

DeepLearning スタンダードモデル

GTX1080Ti搭載

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128GBメモリ

※LRDIMM使用時
最大1TB※メモリ
冗長化電源

オ
リ
ジ
ナ
ル
ワ
ー
ク
ス
テ
ー
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ン
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－Windows&Linux対応 
　ハイエンド ワークステーション－Xeon E5 WorkStation

オリジナルワークステーション

3.5GHz 4コアCPU/32GBメモリ/高品質SSD 240GB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：Xeon E5-1650V4（3.5[TB3.6]GHz、6C/12T/15MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2133/16GB×4、空き4）Registered ECC
● 起動ストレージ：480GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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
 ※×16/×16/NA/×8 or ×16/×8/×8/×8
 PCI-Express2.0（×1）×2/空き2
● USB：USB3.0×8（前面2、背面6）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：Xeon E5-1620V4（3.5[TB3.6]GHz、4C/8T/10MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/8GB×4、空き4）Registered ECC
● 起動ストレージ：240GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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
 ※×16/×16/NA/×8 or ×16/×8/×8/×8
 PCI-Express2.0（×1）×2/空き2
● USB：USB3.0×8（前面2、背面6）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

529,308円税込限定
特価379,512円税込限定

特価

CERVO Grasta Type-IS4
3.5GHz 6コアCPU/64GBメモリ/高品質SSD 480GB
CERVO Grasta Type-IS4

注文番号 1801051302注文番号 1801051301

1CPUワークステーション

オリジナルPC＆HPC販売20年の実績！ 

全国800校以上に導入国公立/私立大学/
専門学校/研究機関 

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

2.2GHz 10コアCPU×2/32GBメモリ/高品質SSD 480GB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：[2基] Xeon E5-2650V4（2.2[TB2.9]GHz、12C/24T/30MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：480GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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）×3/空き2
 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
 PCI-Express2.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×6（前面2、背面4） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：[2基] Xeon E5-2630V4（2.2[TB3.1]GHz、10C/20T/25MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：480GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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）×3/空き2
 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
 PCI-Express2.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×6（前面2、背面4） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

900,828円税込限定
特価633,960円税込限定

特価

CERVO Grasta Type-ES4
2.2GHz 12コアCPU×2/64GBメモリ/高品質SSD 480GB
CERVO Grasta Type-ES4

注文番号 1801051304注文番号 1801051303

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

2.4Hz 10コアCPU×2/32GBメモリ/高品質SSD 480GB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：[2基] Xeon E5-2660V4（2.0[TB3.2]GHz、14C/28T/35MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：960GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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）×3/空き2
 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
 PCI-Express2.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×6（前面2、背面4） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：[2基] Xeon E5-2640V4（2.4[TB3.4]GHz、10C/20T/25MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：480GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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）×3/空き2
 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
 PCI-Express2.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×6（前面2、背面4） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

1,090,692円税込限定
特価786,348円税込限定

特価

CERVO Grasta Type-GS4
2.0GHz 14コアCPU×2/64GBメモリ/高品質SSD 960GB
CERVO Grasta Type-GS4

注文番号 1801051306注文番号 1801051305

ホットスワップベイ採用 2CPUワークステーション

※LRDIMM使用時
最大1TB※メモリ

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

※LRDIMM使用時
最大1TB※メモリ

インテル Xeon スケーラブル・プロセッサーの登場により前世代のCPUとなったXeon E5 V4プロセッサー搭載
モデルですが、CentOS6.9やWindows 7 Professional 64bitなどの旧OSを使われる方はこちらのモデルを。

アプライドでは新CPU（Xeon スケーラブル・プロセッサー）搭載モデルと並行して、
Xeon E5シリーズCPU搭載ワークステーションも引き続き取り扱いを続けます。
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－Windows&Linux対応 
　ハイエンド ワークステーション－Xeon E5 WorkStation

オリジナルワークステーション

3.5GHz 4コアCPU/32GBメモリ/高品質SSD 240GB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：Xeon E5-1650V4（3.5[TB3.6]GHz、6C/12T/15MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2133/16GB×4、空き4）Registered ECC
● 起動ストレージ：480GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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
 ※×16/×16/NA/×8 or ×16/×8/×8/×8
 PCI-Express2.0（×1）×2/空き2
● USB：USB3.0×8（前面2、背面6）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：Xeon E5-1620V4（3.5[TB3.6]GHz、4C/8T/10MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/8GB×4、空き4）Registered ECC
● 起動ストレージ：240GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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
 ※×16/×16/NA/×8 or ×16/×8/×8/×8
 PCI-Express2.0（×1）×2/空き2
● USB：USB3.0×8（前面2、背面6）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

529,308円税込限定
特価379,512円税込限定

特価

CERVO Grasta Type-IS4
3.5GHz 6コアCPU/64GBメモリ/高品質SSD 480GB
CERVO Grasta Type-IS4

注文番号 1801051302注文番号 1801051301

1CPUワークステーション

オリジナルPC＆HPC販売20年の実績！ 

全国800校以上に導入国公立/私立大学/
専門学校/研究機関 

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

2.2GHz 10コアCPU×2/32GBメモリ/高品質SSD 480GB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：[2基] Xeon E5-2650V4（2.2[TB2.9]GHz、12C/24T/30MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：480GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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）×3/空き2
 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
 PCI-Express2.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×6（前面2、背面4） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：[2基] Xeon E5-2630V4（2.2[TB3.1]GHz、10C/20T/25MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：480GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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）×3/空き2
 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
 PCI-Express2.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×6（前面2、背面4） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

900,828円税込限定
特価633,960円税込限定

特価

CERVO Grasta Type-ES4
2.2GHz 12コアCPU×2/64GBメモリ/高品質SSD 480GB
CERVO Grasta Type-ES4

注文番号 1801051304注文番号 1801051303

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

2.4Hz 10コアCPU×2/32GBメモリ/高品質SSD 480GB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：[2基] Xeon E5-2660V4（2.0[TB3.2]GHz、14C/28T/35MB）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：960GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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）×3/空き2
 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
 PCI-Express2.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×6（前面2、背面4） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

■ データ復旧サービスパック 3年版
● OS：オプション（Linux/Windows対応）
● CPU：[2基] Xeon E5-2640V4（2.4[TB3.4]GHz、10C/20T/25MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）Registered ECC
● 起動ストレージ：480GB 高品質SSD
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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）×3/空き2
 PCI-Express3.0（×8）×2/空き2
 PCI-Express2.0（×4）×1/空き1
● USB：USB3.0×6（前面2、背面4） USB2.0×4（前面2、背面2）
● LAN：Gigabit Ethernet×2　● 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）

1,090,692円税込限定
特価786,348円税込限定

特価

CERVO Grasta Type-GS4
2.0GHz 14コアCPU×2/64GBメモリ/高品質SSD 960GB
CERVO Grasta Type-GS4

注文番号 1801051306注文番号 1801051305

ホットスワップベイ採用 2CPUワークステーション

※LRDIMM使用時
最大1TB※メモリ

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

※LRDIMM使用時
最大1TB※メモリ

インテル Xeon スケーラブル・プロセッサーの登場により前世代のCPUとなったXeon E5 V4プロセッサー搭載
モデルですが、CentOS6.9やWindows 7 Professional 64bitなどの旧OSを使われる方はこちらのモデルを。

アプライドでは新CPU（Xeon スケーラブル・プロセッサー）搭載モデルと並行して、
Xeon E5シリーズCPU搭載ワークステーションも引き続き取り扱いを続けます。
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－スケーラブルプロセッサー
　搭載ワークステーション－

オリジナルワークステーション

2.6GHz 4コアCPU/16GBメモリ/高耐久HDD １TB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● CPU：Xeon Silver 4116（2.0[Max3.0]GHz、12C/24T/16.5MB）
● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/8GB×4、空き4）Registered ECC
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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）

■ データ復旧サービスパック 3年版
● CPU：Xeon Silver 4112（2.6[Max3.0]GHz、4C/8T/8.25MB）
● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● メモリ：16GB（DDR4-2400/4GB×4、空き4）Registered ECC
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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）

488,808円税込限定
特価354,240円税込限定

特価

CERVO Grasta Type-IS1S
2.0GHz 12コアCPU/32GBメモリ/高耐久HDD １TB
CERVO Grasta Type-IS1S

注文番号 1801051402注文番号 1801051401

1CPUワークステーション

オリジナルPC＆HPC販売20年の実績！ 

全国800校以上に導入国公立/私立大学/
専門学校/研究機関 

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

2.1GHz 8コアCPU×2/32GBメモリ/高耐久HDD １TB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● CPU：[2基] Xeon Silver 4114（2.2[Max3.0]GHz、10C/20T/13.75MB）
● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）Registered ECC
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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×2（背面2）
 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）

■ データ復旧サービスパック 3年版
● CPU：[2基] Xeon Silver 4110（2.1[Max3.0]GHz、8C/16T/11MB）
● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）Registered ECC
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×1、3.5inch×1/シャドウ×3
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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×2（背面2）
 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）

714,420円税込限定
特価559,440円税込限定

特価

CERVO Grasta Type-ES1S
2.2GHz 10コアCPU×2/64GBメモリ/高耐久HDD １TB
CERVO Grasta Type-ES1S

注文番号 1801051404注文番号 1801051403

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

2.1GHz 8コアCPU×2/32GBメモリ/高耐久HDD １TB
■ データ復旧サービスパック 3年版
● CPU：[2基] Xeon Silver 4116（2.1[Max3.0]GHz、12C/24T/16.5MB）
● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● メモリ：64GB（DDR4-2400/8GB×8、空き8）Registered ECC
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×2、3.5inch HotSwapベイ×7
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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×2（背面2）
 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）

■ データ復旧サービスパック 3年版
● CPU：[2基] Xeon Silver 4110（2.1[Max3.0]GHz、8C/16T/11MB）
● OS：オプション（Linux/Windows 10＆Server2016対応）
● メモリ：32GB（DDR4-2400/4GB×8、空き8）Registered ECC
● 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
● 空きドライブベイ：5inch×2、3.5inch HotSwapベイ×7
● グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
● 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×2（背面2）
 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）

873,072円税込限定
特価613,440円税込限定

特価

CERVO Grasta Type-GS1S
2.1GHz 12コアCPU×2/64GBメモリ/高耐久HDD １TB
CERVO Grasta Type-GS1S

注文番号 1801051406注文番号 1801051405

ホットスワップベイ採用 2CPUワークステーション

※LRDIMM使用時
最大1TB※メモリ

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

※LRDIMM使用時
最大1TB※メモリ

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

Xeon BRONZE
・2ソケット対応
・4～12コア
・1.80～2.60GHｚ

Xeon SILVER
・4ソケット対応
・4～22コア
・1.90～3.60GHｚ

Xeon GOLD
・8ソケット対応
・4～28コア
・2.00～3.60GHｚ

Xeon PLATINUM

Xeon Scalable Processor WorkStation
オ
リ
ジ
ナ
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快適高速通信のNEWプラン!

研究室に!出張用に!インターネットがさらに便利に!

高速通信！ 配線無し！
外出先でもインターネット！

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：63x11x115mm    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！

校費、物品調達としてご購入いただける
人気の一括レンタルパッケージ!

パソコン、スマートフォン、タブレットPCなど
最大10台同時接続可能！ 工事不要！！

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！

ALTEEM 30GB にねんパックNEW

129,800FUJISOFT FS030W
先端テクノロジーによるハイスピードを体験 !

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：74x74x17.3mm
質量：約128g 

人気のデータ通信端末
アプライド限定パックALTEEM

2年間使い放題!
端末代･通信料・契約事務手数料すべて込みです！

1年版 99,800円（税込）

大学・官公庁
法人様限定！

30GB/月 プラン softbank 
4Gエリア準拠 

ALTEEM S 12GB にねんパック

99,8002年間使い放題!
端末代･通信料・契約事務手数料すべて込みです！

1年版 69,800円（税込）

大学・官公庁
法人様限定！

12GB/月 プラン

ALTEEM L 10GB にねんパック

94,8002年間使い放題!
端末代･通信料・契約事務手数料すべて込みです！

1年版 64,800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 30GB にねんパックNEW

134,8002年間使い放題!
端末代･通信料・契約事務手数料すべて込みです！

1年版 104,800円（税込）

大学・官公庁
法人様限定！

30GB/月 プラン

ALTEEM 12GB にねんパックNEW

104,8002年間使い放題!
端末代･通信料・契約事務手数料すべて込みです！

1年版 74,800円（税込）

大学・官公庁
法人様限定！

12GB/月 プラン

softbank 
4Gエリア準拠 
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LTE-Advanced＆高速Wi-Fi「11aｃ」対応！

使いやすいタッチパネル式ディスプレイを搭載！
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LTE-Advanced＆高速Wi-Fi「11aｃ」対応！

使いやすいタッチパネル式ディスプレイを搭載！



「削除」したファイル・フォルダ・フォーマットされた
ドライブからのデータ復元

開放 / 損傷したパーティション上のデータ・NTFS
暗号化・圧縮ファイルの復元

断片化しているフォルダからの復元、ファイル情報が
破損したデータの復元

お任せください！

データ復元・復旧
高い復元力 !

パソコンに保存されていた大切なデータ、不慮の事故等での喪失から救出いたします！
データ喪失でお困りの際はぜひ、当サービスをご利用ください！

高度な
ディスクスキャンで
高い復元力

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

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

mail:

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

ga i h an@app l i e d -ne t . c o . j p

s i _ k i t a@app l i e d - ne t . c o . j p

si_minami@applied-net.co.jp

s i _ o i t a@app l i e d -ne t . c o . j p

miyazaki@appl ied-net.co. jp

si_kagoshima@applied-net.co.jp
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k o c h i @ a p p l i e d - n e t . c o . j p

si_osakakita@applied-net.co.jp
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×
データ復元機能

Windowsが起動しなくても、CDまたはUSBから
Windows PEを起動し、データの復元を実施します。

OSが起動しなくてもブートできます
（CD/USBメモリー）

システムからは見えなくなっているデータであっても、
ファイル形式（拡張子）によっては回収ファイルで回
収・復元できます。ウイルスなどによってデータサイズ
のみ失われた場合には、ファイルサイズを任意に変更
することで元通りに復元することが可能になります。

回収ファイル機能（強力な復元機能）

「論理ドライブ」タブに復元したいデータを含んでいる
ドライブが見つからない場合、「物理ドライブ」タブから
ドライブを選んで、ファイルのスキャンを実施します。

物理ドライブスキャン

画像ファイルを復元する前にサムネールで一覧表示
ができます。

サムネール（サムネイル）表示

トラブル発生時から日時が経過した後でデータ復元を
試みるなどの場合に、より確実なデータ復元が可能に
なります。

ドライブイメージを作成・読込みします

従来の復元ソフトでは復元できても不完全な状態の
ため再生できないケースがありましたが、より高い精
度の復元を実施します。

MPEGファイルを復元します

仕事などで不可欠の、Microsoft Office（Word、
Excel、PowerPoint、Access）のファイルを高い精
度で復元します。

Microsoft Officeファイルを復元します

パーティション構造を無視してデータをスキャンするこ
とができます。

最深層セクタースキャンします

ウイルスに感染したり、パーティション情報がFDISK
や管理ツールの「ディスク管理」で削除されたために
ドライブが認識しない場合でも、消失ドライブを検出
します。

消失ドライブを表示します

スキャン結果を拡張子別に一覧表示します。

カテゴリー毎にスキャン結果を
表示します

復元したいファイルの拡張子を選択して、復元できる
ファイルをスキャンします。

特定の拡張子を選択して、
スキャンします

D： や E： などのドライブ名が見えなくなった場合や、
パーティションを誤って削除または変更してしまった場
合にでも復元できます。

開放/破損されたパーティション上の
データを復元します。

Ou t l o o k  E x p r e s s、
Microsoft　Outlook、
Thunderbird、Netscape 
メール、Eudora メール、
Becky! Internet Mailの
個別のメッセージを復元し
ます。

Eメールを復元します
（メッセージを個別復元します）

ドライブ全体をセクタ単位で表示することができま
す。

ディスクのダンプ表示

RAIDを仮想敵に再構築し、RAIDボリュームからの
データ復元を実行します。

RAIDを再構築して、
復元に対応します

削除ファイルや削除フォルダを表示しないで、通常
ファイルのみを復元できます。

削除データを表示せず、通常ファイル
のみを復元します

元のフォルダ情報が残っている場合、そのフォルダ構
造で復元することができます。

元のフォルダ構造を保ったまま
復元します。

CD/USBメモリー起動時に
追加ドライバを読込みます

ドライブをフォーマットした、リカバリCDでリカバリを
してしまった場合や、別のファイルシステムでハード
ディスクがフォーマットされたり、FDISKや管理ツール
の「ディスク管理」でディスクのパーティションを誤って
削除または変更してしまった場合の機能になります。

フォーマットしたデータを復元します

RAIDを構築しているHDD（ハードディスク）からも
スキャンして復元します。

RAIDドライブから復元します

誤ってファイルを削除してしまったり、Windowsの
ごみ箱を空にしてしまった場合に復元できます。

削除したファイル・フォルダを復元します

PCだけでなく、外付けHDD、
USBメモリ、SDカード等の
データ復元・修復も可能です！

データのことでお困りの方は
是非ご相談下さい！


