
■23.8型（非光沢）
　（1920×1080）
■スピーカー搭載
　(ブラック、ホワイトをお選びいただけます）
■本体寸法：約557×210×409（mm）

■23.8型（非光沢）
　（1920×1080）
■スピーカー搭載
　(ブラック、ホワイトをお選びいただけます）
■本体寸法：約557×210×409（mm）

アプライドの学校・法人様向け PC・IT機器／事務家電情報カタログ

研究室のお役立ち「アット・ラボ」
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ビジネス・スタンダード・シリーズ

春のデスクトップ高速＆安心スタートセット

Pro
(64bit)

Atype

本体のみ 本体＋モニタ2画面セット

本体＋モニタ2画面セット＋自動バック
アップ付外付け高耐久HDD
D-MASTER(1TB付き）

限定
特価

限定
特価

限定
特価

限定
特価

限定
特価

限定
特価

99,80099,800円税込 134,800134,800円税込

169,800169,800円税込

Btype

Ctype
D-MASTER

究極の研究室向けデータサポート
24時間×7日の常時稼働にも耐えうる信頼性 !

－ excellent －
アプライドオリジナル 
USB3.0対応

超高耐久ポータブルハードディスクドライブ
（自動バックアップ設定付き）

■CPU：Core i5-8400（2.8GHz）
■メモリ：8GB
■SSD：500GB
■DVDスーパーマルチ （ブラック）
■Win10 Pro 64bit
■有線キーボード、マウス付き
■スリムケース
■本体寸法：約W102×D390×H338mm
■1年間センドバック方式ハードウェア保証 

LCD-MF244EDSB LCD-MF244EDSB

パソコン本体
スリム・タワー型 Be-Clia Type-S

モニタ
オフィスで快適に使用設計
23.8型ワイド液晶ディスプレイ

23.8型
ワイド液晶

モニタ
オフィスで快適に使用設計
23.8型ワイド液晶ディスプレイ

23.8型
ワイド液晶

Applied BTO

Applied

BTO
Applied

BTO

BT-i58400G1H500SSDST1

Atype

本体のみ 本体＋モニタ2画面セット

本体＋モニタ2画面セット＋自動バック
アップ付外付け高耐久HDD
D-MASTER(1TB付き）

139,800139,800円税込 174,800174,800円税込

209,800209,800円税込

Btype

Ctype
D-MASTER

■CPU：Core i7-8700 （3.2GHz）
■メモリ：8GB
■SSD：500GB
■DVDスーパーマルチ （ブラック）
■Win10 Pro 64bit
■有線キーボード、マウス付き
■スリムケース
■本体寸法：約W102×D390×H338mm
■1年間センドバック方式ハードウェア保証 

パソコン本体
スリム・タワー型 Be-Clia Type-S

Applied BTO

BT-i78700G1H500SSDST2

メモリ16GB
カスタマイズ +12,000円税込
HDD1TB増設
（データ用） +9,000円税込

各設定一式 +30,000円税込
設定一式+1年間パソコンサポート

+49,800円税込T-trip
（プレミアム）

注文番号 1904010101 注文番号 1904010102第8世代 インテル® プロセッサー搭載モデル 第8世代 インテル® プロセッサー搭載モデル



品
P
C
（
厳
選
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
） 

S
S
D
モ
デ
ル

2

新
ノートパソコン ノートパソコン ノートパソコン

ノートパソコン

ノートパソコン ノートパソコン ノートパソコン

ノートパソコン ノートパソコン

注文番号 1904010201

PB65HNB11N7AD11
カスタマイズ

注文番号 1904010202 注文番号 1904010203

注文番号 1904010204

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1904010205

注文番号 1904010207 注文番号 1904010208

■CPU：Celeron 3865U
■メモリ：4GB ■SSD：480GBカスタマイズ
■DVD-マルチ ■15.6インチ（1366×768）
■無線LAN搭載 ■Win10 Pro 64bit

15.6型
フルHD液晶

バッテリー駆動
約8時間約2.4kgバッテリー駆動

約10時間約1.86kg

注文番号 1904010206

注文番号 1904010209

厳選 9アイテム新品 PC（厳選ノートパソコン） SSD モデル

高度なディスクスキャンで高い復元力！

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

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

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

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

250 G6シリーズ
4WD78PA-AAKR

■CPU：Core i3-7020U
■メモリ：8GB　   ■SSD：256GB
■DVDマルチ　   ■15.6インチ（1920×1080）
■無線LAN搭載　■Win10 Pro 64bit

フルHD液晶搭載 フルHD液晶搭載 Celronモデル、
SSD 480GBカスタマイズ
Celronモデル、
SSD 480GBカスタマイズ

限定
特価 89,800円税込 限定

特価 96,800円税込
サイズ:380x254x24mm

バッテリー駆動
約16.8時間約1.23kg

Pro
(64bit)

PC-VKL27BJ6HEY2ZCWZZ

■CPU：Core i3-7020U
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■DVDマルチ(USB外付け付属)
■12.5インチ(1366×768)
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit
■Office Personal 2016 

Office 2016 Personal
インストール 
Office 2016 Personal
インストール 

限定
特価 129,800円税込

サイズ:307.7x209.8x17.8mm

バッテリー駆動
約10時間約1.78kg

Pro
(64bit)

250 G7シリーズ
5KX40AV-AAGGカスタマイズ

■CPU：Core i3-7020U
■メモリ：4GB　■SSD：480GBカスタマイズ
■DVDマルチ   ■15.6インチ（1366×768）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit

Core i3搭載、
SSD 480GBモデル 
Core i3搭載、
SSD 480GBモデル 

限定
特価 99,800円税込

サイズ:376x246x22.5mmサイズ:379x257.9x16.9～23.9mm

PG83MTACGL7AD21

■CPU：Core i5-8250U
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ（1366×768）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約14時間約939g

Pro
(64bit)

1kgを切った
軽量モバイル！  
1kgを切った
軽量モバイル！  

限定
特価 159,800円税込

サイズ:308.8x211.6x17.9mm

12.5型
ワイド液晶

13.3型
ワイド液晶

PR63JRC4447AD21

■CPU：Core i7-8550U
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約18.5時間約1.199kg

Pro
(64bit)

Core i7搭載、メモリ8GB、
SSD256GBモデル 
Core i7搭載、メモリ8GB、
SSD256GBモデル 

限定
特価 159,800円税込

サイズ:316x227x13.9～17.9mm

13.3型
ワイド液晶

Spectre x360
5KX23PA-AAAA

■CPU：Core i7-8565U
■メモリ：16GB
■SSD：1TB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ（3820×2160）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約22時間約1.32kg

Pro
(64bit)

Core i7搭載、
タッチディスプレイモデル 
Core i7搭載、
タッチディスプレイモデル 

限定
特価 219,800円税込

サイズ:308x217x14.3～16.0mm

13.3型
ワイド液晶

CF-LV7CFBQR

■CPU：Core i5-8250U
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■DVDマルチ
■14.0インチ（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit
■Office Home and Business 2019 

バッテリー駆動
約19時間約1.375kg

Pro
(64bit)

レッツノート人気の
LV7シリーズ 
レッツノート人気の
LV7シリーズ 

限定
特価 299,980円税込

サイズ:333x225.3x24.5mm

14.0型
ワイド液晶

バッテリー駆動
約6時間約2.2kg

Pro
(64bit)

V510 80WQ028SJPカスタマイズ

■CPU：Core i5-7200U
■メモリ：8GB
■SSD：480GBカスタマイズ
■DVDマルチ
■15.6インチ(1366×768)
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5搭載、メモリ8GB、
SSD480GBモデル 
Core i5搭載、メモリ8GB、
SSD480GBモデル 

限定
特価 129,800円税込

サイズ:380x262x22.9mm

15.6型
ワイド液晶

Home and
Bussiness
2019



デスクトップパソコンデスクトップパソコン

デスクトップパソコンデスクトップパソコン

デスクトップパソコンデスクトップパソコン

デスクトップパソコンデスクトップパソコン

注文番号 1904010301 注文番号 1904010302

■CPU：Celeron G3930
　(2.9GHz)　
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB 
　→SSD：250GBカスタマイズ
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

10M8S1VN00
Bizカスタム

5XB53PA#ABJ
Bizカスタム

標準仕様価格 59,800円税込

Pro
(64bit)

標準仕様価格 69,800円税込

Pro
(64bit)

注文番号 1904010303 注文番号 1904010304

■CPU：Core i3-8100(3.6GHz)　
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB 
　→SSD：500GBカスタマイズ
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

標準仕様価格 79,800円税込

Pro
(64bit)

注文番号 1904010305 注文番号 1904010306

■CPU：Corei7-8700
■メモリ：8GB　
■HDD：500GB 
　　→SSD：500GBカスタマイズ
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

標準仕様価格 129,800円税込

注文番号 1904010307 注文番号 1904010308

標準仕様価格 139,800円税込

Home
(64bit)

標準仕様価格 169,800円税込

Pro
(64bit)

DTOP050-001N3
Bizカスタム

■CPU：Core i5-8500(4.1GHz)　
■メモリ：8GB　
■HDD：1TB
　→SSD：500GBカスタマイズ
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

標準仕様価格 109,800円税込

Pro
(64bit)

79,800円税込
　　　SSD250GB カスタマイズ価格

99,800円税込
　　　SSD500GB カスタマイズ価格

109,800円税込
　　　SSD500GB カスタマイズ価格

139,800円税込
　　　SSD500GB カスタマイズ価格

169,800円税込
　　　SSD500GB カスタマイズ価格

179,800円税込
SSD500GB カスタマイズ価格

標準仕様価格 109,800円税込
169,800円税込
SSD1TB カスタマイズ価格

199,800円税込
SSD500GB カスタマイズ価格

厳選 8アイテム新品 PC（厳選カスタマイズデスクトップ PC）　BIZ　PC

コストパフォーマンスに
優れた価格重視のデスク！
コストパフォーマンスに
優れた価格重視のデスク！

■CPU：Core i5-7400
　(3.0GHz)　
■メモリ：16GB　
■HDD：500GB 
　→SSD：1TBカスタマイズ
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

10UQS12300
Bizカスタム

ハイパフォーマンス
デスクトップ！
大容量メモリ16GB搭載！

ハイパフォーマンス
デスクトップ！
大容量メモリ16GB搭載！

■CPU：Core i5-8400
　(2.8GHz)　
■メモリ：8GB　
■HDD：1TB
　→SSD：500GBカスタマイズ
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

N50-600-N58G/G5T
Bizカスタム

FMVD3802DP
Bizカスタム

Geforce1050Ti搭載の
パワフルデスクトップ！
Geforce1050Ti搭載の
パワフルデスクトップ！

Core i7搭載の
ビジネスデスクトップ！
SSDでさらに高速化も可能！

Core i7搭載の
ビジネスデスクトップ！
SSDでさらに高速化も可能！

省スペースデスクトップ！
Core i3搭載で事務処理も快適！
省スペースデスクトップ！
Core i3搭載で事務処理も快適！

2ZX70AV-2I5BZ
Bizカスタム

■CPU：Core i5-8500(3.0GHz)　
■メモリ：8GB　
■HDD：500GB 
　→SSD：500GBカスタマイズ
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit
■Office 2016 Home and Business

office搭載した
ビジネスデスク！
office搭載した
ビジネスデスク！

安心の3年間保守が
標準搭載！
安心の3年間保守が
標準搭載！

■CPU：Celeron G4900
　(3.1GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：1TB
　→SSD：500GBカスタマイズ
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

DTOP047-001N1
Bizカスタム

スタンダードビジネス
デスクトップ！
スタンダードビジネス
デスクトップ！
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厳選12アイテムモバイルノートパソコン特集

円
税込

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

動画や画像ファイルの読込・編集が快適！

複数のソフトを同時に立ち上げることができる！

⇒作業効率を大幅に改善 !!

メモリは、使用するパソコンに
合わせて様々な種類があります

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

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

モバイルノートPC モバイルノートPC

モバイルノートPC モバイルノートPC

モバイルノートPC モバイルノートPC

モバイルノートPC モバイルノートPC

モバイルノートPC

モバイルノートPC

モバイルノートPC

モバイルノートPC

注文番号 1904010401 注文番号 1904010402 注文番号 1904010403

■CPU：Core i5 7300U(2.6GHz)
■メモリ：8GB ■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0型（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit
■サイズ：323.5x
　217.1x15.95mm

ThinkPadX1
Carbon／
20HR0006JP

Pro
(64bit)

14.0型
ワイド液晶

限定
特価 139,800円税込

バッテリー駆動
約14.7時間

約1.13kg

注文番号 1904010404 注文番号 1904010405 注文番号 1904010406

注文番号 1904010407 注文番号 1904010408 注文番号 1904010409

注文番号 1904010410 注文番号 1904010411 注文番号 1904010412

■CPU：Pentium Gold 4415Y(1.6GHz)
■メモリ：8GB ■SSD：128GB
■10.0型タッチパネル
   （1800×1200）
■無線LAN搭載　
■Win10 Home（Sモード）
■Office H&B 2019
■サイズ：245×175×8.3mm
　※キーボード・カバー等は別売り

SurfaceGo 128GB
8GB/MCZ-00032

Home
(64bit)

限定
特価 84,800円税込

179,800円税込
SSD512GBカスタマイズ

199,800円税込
SSD1TBカスタマイズ

■CPU：Core i5 7200U(2.5GHz)
■メモリ：8GB ■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■13.3型（1920×1080）
■無線LAN・有線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit
■サイズ：316×227×
　13.9～17.9mm

dynabook R63/J PR63
JEC4447AD21

Pro
(64bit)

13.3型
ワイド液晶

限定
特価 169,800円税込

バッテリー駆動
約18.5時間

約1.19kg

■CPU：Core i7-8550U(2.4GHz)
■メモリ：16GB ■SSD：1TB
■光学ドライブ：非搭載
■13.3型（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Win10 Pro 64bit
■サイズ：307×218×
　13.6～15.5mm

Spectre x360／
2VR64PA-AAAA

Pro
(64bit)

13.3型
ワイド液晶

限定
特価 204,800円税込

バッテリー駆動
約16時間

約1.29kg

■CPU：Core i5-8250U(1.6GHz)
■メモリ：16GB ■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0型（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ：323.4×211.8×16.5mm

gram14Z980-
GP55J/16G

Pro
(64bit)

14.0型
ワイド液晶

限定
特価 149,800円税込

バッテリー駆動
約26時間

約995g

■CPU：Core i5-6300U(2.4GHz)
■メモリ：8GB ■SSD：256GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■12.1型（1920×1200）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ：283.5×203.8×25.3mm

Let's Note SZ5/
CF-SZ5PDYVS

Pro
(64bit)

12.1型
ワイド液晶

10.0型
ワイド液晶

限定
特価 209,800円税込

バッテリー駆動
約14時間

約849g

バッテリー駆動
約6時間

約522g

Surface Pro6/
LGP00017 

Home
(64bit)

限定
特価 134,800円税込

Home & Business 2019Home & Business 2019

12.3型
ワイド液晶

バッテリー駆動
約7時間

約770g

■CPU：Corei5-7Y54(1.2GHz)
■メモリ：8GB ■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■10.1型（1920×1200）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ：250×180×19.5mm

Let's Note RZ6/
CF-RZ6EDPQS

Pro
(64bit)

10.1型
ワイド液晶

限定
特価 229,800円税込

バッテリー駆動
約11.5時間

約745g

■CPU：Core i5-8250U
■メモリ：8GB ■SSD：128GB
■光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
■14.0型（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit
■サイズ：333.0×225.3×24.5mm

Let's Note LV7/
CF-LV7HDFVS

Pro
(64bit)

14.0型
ワイド液晶

限定
特価 219,800円税込

バッテリー駆動
約13時間

約1.25kg

■CPU：Core i3-8145U(2.1GHz)
■メモリ：4GB ■SSD：128GB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0型（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ：323.4×211.8×16.5mm

gram14Z990-
GR35J

Home
(64bit)

14.0型
ワイド液晶

限定
特価 114,800円税込

バッテリー駆動
約27時間

約995g

■CPU：Core i5-8565U(1.8GHz)
■メモリ：8GB ■SSD：512GB
■光学ドライブ：非搭載
■15.6型タッチパネル（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit
■サイズ：357.6×228.4×16.8mm

gram 15Z990-
HA7TJ

Home
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

限定
特価 194,800円税込

バッテリー駆動
約20時間

約1109g

■CPU：Core i5-8250U(1.6GHz)
■メモリ：8GB ■SSD：256GB
■12.3型タッチパネル
   （2736×1824）
■無線LAN搭載　
■Win10 Home 64bit
■Office H&B 2019
■サイズ：292×201×85mm
　※キーボード・カバー等は別売り

SurfaceLaptop2
/LQN00055

Home
(64bit)

限定
特価 159,800円税込

13.5型
ワイド液晶

バッテリー駆動
約14.5時間

約1.252kg

■CPU：Core i5-8250U(1.6GHz)
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■13.5型タッチパネル
   （2256×1504）
■無線LAN搭載　
■Win10 Home 64bit
■サイズ：308.1×223.3×14.5mm

バ
イ
ル
ノ
ー
ト
パ
ソ
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集
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12インチMacBook 13インチMacBook Air 13インチMacBook Pro

iPad 9.7インチ  WiFi モデル iPad Air  10.5インチ　WiFi モデル

iPad Pro 11インチ　WiFi モデル iPad Pro 12.9インチ　WiFi モデル

15インチMacBook Pro 27インチ iMac Retina 5Kディスプレイモデル Mac mini

iPad mini モデル 

※キーボード・マウスは別売

注文番号 1904010501

限定
特価

12型
ワイド液晶

■Intel Core M3（1.2GHzデュアルコア） 
■256GB SSDストレージ 

〔共通仕様〕
■メモリ：8GB
■12インチRetinaディスプレイ
■USB 3.1 Gen 1 
■フルサイズキーボード

12インチMacBook
（スペースグレイ,ゴールド,
ローズゴールド,シルバー）

12インチMacBook
（スペースグレイ,ゴールド,
ローズゴールド,シルバー）

さらなる体力を、
ここまでスリムなボディに。
さらなる体力を、
ここまでスリムなボディに。

147,744円税込

約0.92kg

アカデミック価格

注文番号 1904010502 注文番号 1904010503

注文番号 1904010504 注文番号 1904010505 注文番号 1904010506

注文番号 1904010507 注文番号 1904010508

限定
特価

15型
ワイド液晶

■2.6GHz 6コアCore i7 
■Touch BarとTouch ID 
■Radeon Pro 560X
　(4GB GDDR5)  
■16GB 2,400MHz DDR4メモリ 
■512GB SSDストレージ 
■Thunderbolt 3 x 4ポート 
■バックライトキーボード -
　日本語(JIS) 
■アクセサリキット 

15インチ
MacBook Pro
MR972J/A シルバー
MR942J/A スペースグレイ 

15インチ
MacBook Pro
MR972J/A シルバー
MR942J/A スペースグレイ 

その心臓部に、さらなる力を。
目を見張るグラフィックス性能。
その心臓部に、さらなる力を。
目を見張るグラフィックス性能。

303,264円税込
約1.83kg

アカデミック価格

〔共通仕様〕
■メモリ：8GB　■Intel UHD Graphics 630
■Thunderbolt 3 x 4ポート　■USB 3ポート

その進化はミニじゃない。その進化はミニじゃない。

約1.3kg

7.9型
ワイド液晶

■容量 64GB/256GB
■64ビット
　アーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ
■7.9インチ（対角）LEDバックライトワイドスクリーン
　Multi-Touchディスプレイ
　（2,048 x 1,536） 

iPad mini
（スペースグレイ,ゴールド,
シルバー）

iPad mini
（スペースグレイ,ゴールド,
シルバー）

圧倒的。なのに、スモール。
息をのむ軽さ。目を奪う薄さ。
圧倒的。なのに、スモール。
息をのむ軽さ。目を奪う薄さ。

約300.5g

約469g

約468g 約631g

約456g
9.7型
ワイド液晶

■64ビットアーキテクチャ搭載
　A10 Fusionチップ
■9.7インチLEDバックライト 
　Multi-Touchディスプレイ
　（2,048 x 1,536） 

■64ビットアーキテクチャ搭載
　A12X Bionicチップ
■11インチLEDバックライト 
　Multi-Touchディスプレイ
　（2,388 x 1,668） 

■64ビットアーキテクチャ搭載
　A12X Bionicチップ
■12.9インチLEDバックライト 
　Multi-Touchディスプレイ
　（2,732 x 2,048） 

iPad 9.7インチ 
Wi-Fiモデル
（スペースグレイ,
ゴールド,シルバー）

iPad 9.7インチ 
Wi-Fiモデル
（スペースグレイ,
ゴールド,シルバー）

64ビットアーキテクチャ搭載
A10 Fusionチップ 
64ビットアーキテクチャ搭載
A10 Fusionチップ 

注文番号 1904010509

10.5型
ワイド液晶

11型
ワイド液晶

12.9型
ワイド液晶

■64ビットアーキテクチャ搭載
　A12 Bionicチップ
■10.5インチLEDバックライト 
　Multi-Touchディスプレイ
　（2,224x1,668） 

iPad Air 10.5インチ 
Wi-Fiモデル
（スペースグレイ,ゴールド,
シルバー）

iPad Air 10.5インチ 
Wi-Fiモデル
（スペースグレイ,ゴールド,
シルバー）

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

すべてが新しい。すべてがスクリーン。
すべてがパワフル。
すべてが新しい。すべてがスクリーン。
すべてがパワフル。

注文番号 1904010510 注文番号 1904010511

13型
ワイド液晶

〔共通仕様〕
■1.6GHzデュアルコア Intel Core i5　　■Touch ID 
■Intel UHD Graphics 617　 ■8GB 2,133MHz LPDDR3メモリ 
■Thunderbolt 3 x 2ポート　■アクセサリキット 

13インチ MacBook Air
（スペースグレイ,ゴールド,シルバー）
13インチ MacBook Air
（スペースグレイ,ゴールド,シルバー）

世界に再び、軽さの衝撃を。世界に再び、軽さの衝撃を。

約1.25kg256GBモデル

限定
特価

■Intel Core i5（1.3GHzデュアルコア） 
■512GB SSDストレージ 183,384円税込

アカデミック価格512GBモデル

限定
特価

■3.6GHz クアッドコア Core i3 
■128GB SSDストレージ 

Mac miniMac mini

94,824円税込
アカデミック価格

3.0GHz 6コアモデル MRTT2J/A

3.6GHz クアッドモデル MRTR2J/A

限定
特価

■3.0GHz 6コア Core i5 
■256GB SSDストレージ 126,144円税込

アカデミック価格

限定
特価 139,104円税込アカデミック価格128GBモデル
限定
特価 162,864円税込アカデミック価格256GBモデル

128GB128GB
限定
特価 50,544円税込

アカデミック価格32GB32GB
限定
特価 38,664円税込

アカデミック価格 64GB64GB
限定
特価 57,024円税込

アカデミック価格 256GB256GB
限定
特価 75,384円税込

アカデミック価格64GB64GB
限定
特価 47,304円税込

アカデミック価格 256GB256GB
限定
特価 65,664円税込

アカデミック価格

iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ,シルバー）
iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ,シルバー）

1TB1TB
限定
特価 181,224円税込

アカデミック価格

256GB256GB
限定
特価 109,944円税込

アカデミック価格64GB64GB
限定
特価 91,584円税込

アカデミック価格

512GB512GB
限定
特価 133,704円税込

アカデミック価格

変えていないのは名前だけ。変えていないのは名前だけ。

iPad Pro 12.9インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ,シルバー）
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fiモデル
（スペースグレイ,シルバー）

1TB1TB
限定
特価 204,984円税込

アカデミック価格

256GB256GB
限定
特価 133,704円税込

アカデミック価格64GB64GB
限定
特価 115,344円税込

アカデミック価格

512GB512GB
限定
特価 157,464円税込

アカデミック価格

限定
特価 226,584円税込

アカデミック価格

27型
ワイド液晶

〔共通仕様〕
■メモリ：8GB
■Thunderbolt 3 x 2ポート
■27インチRetina 4K P3ディスプレイ（5,120 x 2,880ピクセル）
■Magic Mouse 2 　■Magic Keyboard -日本語(JIS) 
■アクセサリキット 

■3.1GHzクアッドコアCore i5
■1TB Fusion Drive 
■Radeon Pro 575X（4GB GDDR5）

27インチ iMac 
Retina 5Kディスプレイモデル
27インチ iMac 
Retina 5Kディスプレイモデル

高速な思考に、高速な頭脳を。高速な思考に、高速な頭脳を。

約9.42kg

MNEA2J/AMNEA2J/A

限定
特価 202,824円税込

アカデミック価格
■3.0GHzクアッドコアCore i5
■1TB Fusion Drive 
■Radeon Pro 570X（4GB GDDR5）

MNE92J/AMNE92J/A

限定
特価 250,344円税込

アカデミック価格
■3.7GHzクアッドコアCore i5
■2TB Fusion Drive
■Radeon Pro 580X（8GB GDDR5）

MNED2J/AMNED2J/A

限定
特価

13型
ワイド液晶

■2.3GHzクアッドコアCore i5 
■Touch BarとTouch ID 
■Intel Iris Plus Graphics 655 
■メモリ：8GB 2,133MHz 
　LDDR3メモリ 
■256GB SSDストレージ 
■Thunderbolt 3 x 4ポート 
■バックライトキーボード 
　日本語(JIS) 
■アクセサリキット

13インチ
MacBook Pro 256GB
MR9U2J/A シルバー
MR9Q2J/A スペースグレイ 

13インチ
MacBook Pro 256GB
MR9U2J/A シルバー
MR9Q2J/A スペースグレイ 

もっとパワーを。もっとパフォーマンスを。
もっとプロのために。
もっとパワーを。もっとパフォーマンスを。
もっとプロのために。

202,824円税込
約1.37kg

アカデミック価格

MacBook / i Mac / Mac Mini / iPadApple 製品

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

p
p
l
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中古ノートパソコン 中古ノートパソコン

中古デスクトップパソコン 中古デスクトップパソコン

Probook 4530s

注文番号 1904010601

■CPU：Core-i3 2310M(2.10GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB
■DVD-マルチ　
■15.6ワイド
■無線LANなし
■Win10 Pro 64bit(MAR)
■本体、ACアダプタ―、
　90日保証

Pro
(64bit)

注文番号 1904010602

限定
特価 29,800円税込 限定

特価 34,800円税込

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

VersaPro VK24LXHW10
（テンキーなし）

PB554KBE125AD71
（テンキーなし）

■CPU：Core-i3 4000M(2.40GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：250GB
■DVD-マルチ　
■15.6ワイド
■無線LANなし
■Win10 Pro 64bit(MAR)
■本体、ACアダプタ―、
　90日保証

Pro
(64bit)

PRODESK 600
G1 SFF

注文番号 1901010507

■CPU：Core i3 3220
　(3.3GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-ROM
■無線LANなし
■Win7 Pro 64bit(MAR)
■本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、
　マウス(他社製)、
　90日保証

限定
特価 34,800円税込

注文番号 1901010508

10B7006KJP

■CPU：Core-i5 4570(3.20GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-ROM
■無線LANなし
■Win10 Pro 64bit
■本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、
　マウス(他社製)、
　90日保証

Pro
(64bit)

限定
特価 44,800円税込

厳選 8アイテム中古

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます ※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

44,800円税込
SSD          GBカスタマイズ価格240

中古ノートパソコン 注文番号 1904010603

■CPU：Core i5 4300M(2.60GHz)
■メモリ：8GB　
■SSD：120GB
■DVD-ROM
■15.6ワイド
■無線LANなし
■Win10 Pro 64bit(MAR)
■本体、ACアダプタ―、
　90日保証

Pro
(64bit)

限定
特価 59,800円税込

15.6型
ワイド液晶

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

74,800円税込
SSD          GBカスタマイズ価格240

S761DS256W10P
（テンキーなし）

中古ノートパソコン 注文番号 1904010604

■CPU：Core i5 2520M(2.50GHz)
■メモリ：4GB　
■SSD：256GB
■DVD-マルチ
■13.3ワイド
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit(MAR)
■本体、ACアダプタ―、
　90日保証

Pro
(64bit)

限定
特価 49,800円税込

13.3型
ワイド液晶

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

PC-VK16TGSD
4XCHW10P

中古ノートパソコン 注文番号 1904010605

■CPU：Core-i5 4300U(1.60GHz)
■メモリ：4GB　
■SSD：120GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6ワイド
■無線LAN搭載
　※有線LANは非搭載
■Win10 Pro 64bit(MAR)
■本体、ACアダプタ―、
　90日保証

Pro
(64bit)

限定
特価 49,800円税込

15.6型
ワイド液晶

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

CF-SX2ADHCSW7

中古ノートパソコン 注文番号 1904010606

■CPU：Core-i5 4310(2.0GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：320
■DVD-マルチ
■12.1ワイド
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit(MAR)
　※Windows7からアップグレード済み
■本体、ACアダプタ―、
　90日保証

Pro
(64bit)

限定
特価 69,800円税込

12.1型
ワイド液晶

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます ※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

49,800円税込
SSD          GBカスタマイズ価格240

89,800円税込
SSD          GBカスタマイズ価格480

49,800円税込
SSD          GBカスタマイズ価格240

59,800円税込
SSD          GBカスタマイズ価格240

（64bit）
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アプライド「Be-Clia ( ビー・クライア )」シリーズは、法人様向けのビジネス・
スタンダード・パソコンです。一般事務用途から、画像・動画編集、CAD などの
グラフィック性能を必要とする用途まで、豊富なカスタマイズをご用意しています。
また、WEB 上ではカスタマイズできない特別仕様については、メールやお電話で
のお問い合わせで対応させて頂きます。

確かな信頼性と豊富なカスタマイズから選べるビジネス・スタンダード・シリーズ

標準仕様で 3 画面出力に対応

シリーズ 
ビー・クライア

複数のアプリケーションを同時に利用したり、WEBページから情報を集めながら
Power Pointで資料を作成する場合など、複数のモニタを利用すれば作業効率が飛
躍的に向上します。特別なカスタマイズは必要ありません。

7
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注文番号 1904010803 注文番号 1904010804

99,80099,800円税込限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i3 8100 (3.60GHz/Max4.60GHz/4C/4T)
●メモリ：8GB(DDR4/2666-16GBx2)
●ストレージ：SSD 240GB (S-ATAⅢ/ R545MB/s)
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：オンボード ●電源：300W 80PLUS Bronze
●保証：1年間センドバック方式ハードウェア保証
●サイズ：約(H)338x(W)102x(D)390mm

アプライド Be-Clia Type-S（スリム・タワー型）

メモリ8GB&SSD240GB搭載！
場所を取らない人気の省スペースモデル！

149,800149,800円税込限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i7 8700 (3.20GHz/Max4.60GHz/6C/12T)
●メモリ：16GB(DDR4/2666-8GBx2)
●ストレージ：SSD 500GB(R3470MB/s/W2600MB/s /高耐久)
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：オンボード ●電源：500W 80PLUS Bronze
●保証：1年間センドバック方式ハードウェア保証
●サイズ：約(W)190x(D)350x(H)417mm

アプライド Be-Clia Type-M（ミニ・タワー型）

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

BT-i38100AS1H240SSD

BT-i78700AS1H2TSD BT-i79900KAS1H1TNVM

BT-i78700AS1H500MNVM

299,800299,800円税込限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i7 9900K (3.60GHz/Max5.0GHz/8C/16T)
●メモリ：32GB(DDR4/2666-16GBx2)
●ストレージ：SSD 1TB(R3470MB/s/W3000MB/s /高耐久)
                  HDD 6TB（7200rpm/128MB/S-ATAⅢ/高耐久）
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ ●グラフィック：オンボード
●電源：850W 80PLUS Gold ●保証：1年間センドバック方式ハードウェア保証
●サイズ：約(W)200 x(D)460x(H)430mm

アプライド Be-Clia Type-T（ミドル・タワー型）

安心の

1年間
保証付

194,800194,800円税込限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i7 8700 (3.20GHz/Max4.60GHz/6C/12T)
●メモリ：16GB(DDR4/2666-8GBx2)
●ストレージ：SSD 2TB(R560MB/s/W530MB/s /S-ATAⅢ）
　　　　　　 HDD 4TB（5400rpm/256MB/8.5ms/S-ATAⅢ）
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ ●グラフィック：オンボード
●電源：650W 80PLUS Silver ●保証：1年間センドバック方式ハードウェア保証
●サイズ：約(W)210x(D)466x(H)435mm

アプライド Be-Clia Type-T（ミドル・タワー型）

安心の

1年間
保証付

人気のCore i7＆高速NVMeSSD500GB搭載！
コンパクトながら拡張性に優れたマイクロタワーモデル！

大容量SSD2TB＆大容量HDD4TB搭載！
張性に優れたミドルタワーモデル！

最新CPU Core i9 9900K搭載！
超高速NVMe SSD1TB&高耐久HDD6TB搭載！

注文番号 1904010701 注文番号 1904010702

注文番号 1904010703 注文番号 1904010704



・第 8 世代 Intel® コア・プロセッサ搭載でビジネスを加速 (Type-S/M/T)
・第 9 世代 Intel® コア・プロセッサ搭載で 8 コアのマルチスレッド対応 (Type-Z)
・シリアル / パラレルの両レガシーポートを各 1 ポート標準搭載 (Type-Le)
・幅広いニーズに合わせた、豊富なカスタマイズに対応 ※順次追加中
・使いやすさを追求した、前面 USB3.0 ポートを標準搭載
・作業環境を劇的に改善する、3 画面モニタ出力に標準対応
・全機種国内製造の高品質・安心モデル
・選べるグラフィック、Quadro® ＆ GeForce® を選択可能
・シャープなレスポンスを提供、全モデル SSD 標準装備
・最短で 2 ～ 3 営業日で工場出荷に対応
・有償オプション：3 年安心保証パックを選択可能

豊富なカスタマイズが可能なシンプル BTO パソコン

シリーズ 
ビー・クライア

注文番号 1904010801

249,800249,800円税込限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i7-8700(3.2GHz)
●メモリ：32GB (16GB×2)DDR4-2666
●ストレージ①：2TB (SSD SATA3) 
●ストレージ②：4TB (HDD/7200rpm)
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：NVIDIA GeForce GTX1050Ti
　　　　　　 GDDR5-4GB
●電源：300W 80Plus Bronze認証（静音）
●キーボード・マウス：付属
●保証：1年間センドバック方式ハードウェア保証
●サイズ：約(W)102×(D)390×(H)338mm

Be-Clia Type-S

Core i7
メモリ32GB
ハイスペック

安心の

1年間
保証付

注文番号 1904010802

299,800299,800円税込限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i7-8700(3.2GHz)
●メモリ：32GB (16GB×2)DDR4-2666
●ストレージ①：500GB (SSD M.2 NVMe)
●ストレージ②：なし
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：NVIDIA GeForce RTX2080
　　　　　　　GDDR6-8GB
●電源：750W 80Plus Silver認証（静音）
●キーボード・マウス：付属
●保証：1年間センドバック方式ハードウェア保証
●サイズ：約(W)190×(D)417×(H)350mm

Be-Clia Type-M

Core i7
メモリ32GB
さらにRTX2080搭載

安心の

1年間
保証付

Be-Clia Type-Z BTO Linux Type-CM8

注文番号 1904010803

499,800499,800円税込限定
特価

●OS：Windows 10 Pro 64bit
●CPU：Core i9-9900K(3.7GHz)
●メモリ：64GB (16GB×4)DDR4-2666
●ストレージ①：1TB (SSD M.2 NVMe)
●ストレージ②：2TB (HDD/7200rpm)
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：NVIDIA GeForce RTX2080Ti 
　　　　　　   GDDR6-11GB
●電源：850W 80Plus GOLD認証（静音）
●キーボード・マウス：付属
●保証：1年間センドバック方式ハードウェア保証
●サイズ：約(W)200×(D)460×(H)430mm

Core i9 
メモリ64GB
最新RTX2080Ti搭載
の超ハイスペック

Pro
(64bit)

安心の

1年間
保証付

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

注文番号 1904010804

128,800128,800円税込限定
特価

●OS：Cent OS 7.x 64bitインストール
●CPU：Core i3-8100(3.6GHz)
●メモリ：8GB DDR4-2666
●ストレージ：240GB(SSD)
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：インテルUHDグラフィックス
●電源：650W 80Plus Bronze認証（静音）
●キーボード・マウス：付属
●保証：1年間センドバック方式ハードウェア保証
●サイズ：約(W)200×(D)460×(H)430mm

Linux搭載
スタンダードモデル

安心の

1年間
保証付

カスタマイズモデル

カスタマイズモデル

カスタマイズモデル

標準仕様
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HPC 台数限定！ オススメCERVOモデル

アプライド 
CERVO Grasta
Ryzen
Type-CVRMX

カスタマイズモデル

限定
特価 394,800円税込

AMD Ryzen™ Threadripper™ 2 搭載

● Windows10 Pro 64bit
● CPU：Ryzen Threadripper 2
　 2950X 3.5GHz 16C/32T
● メモリ：32GB(8GBx4) DDR4
● ストレージ：256GB SATA 高耐久SSD
　 1TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：NVIDIA Geforce GT710
● 電源：700W 80Plus Gold
● 保証期間：3年間センドバック保証

注文番号 1904010901

安心の

3年間
保証付

16コア32スレッドの
マルチコア構成
ワークステーション！

アプライド 
CERVO Calcul
Type-TX9

カスタマイズモデル

限定
特価 452,520円税込

ミドル・タワー型 HEDT版 Core® X モデル

● Windows10 Pro 64bit
● CPU：Core i9 7900X 3.3GHz
　 10C/20T
● メモリ：64GB(16GBx4) DDR4
● ストレージ：512GB SATA 高耐久SSD
　 1TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：NVIDIA Geforce GT710
● 電源：700W 80Plus Gold
● 保証期間：3年間センドバック保証

注文番号 1904010902

安心の

3年間
保証付

HEDT版オーバークロック対応
CPU搭載の高速
ワークステーション！

アプライド 
CERVO Grasta
TYPE-IS1W

カスタマイズモデル

限定
特価 508,680円税込

Xeon® W プロセッサー搭載

● CentOS 7.x 64bitインストール代行
● CPU：Xeon W-2145 3.7GHz
　 8C/16T
● メモリ：32GB(8GBx4) DDR4 R-ECC
● ストレージ：4TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P400
　 DDR5-2GB
● 電源：900W 80Plus Gold
● 保証期間：3年間センドバック保証

注文番号 1904010903

安心の

3年間
保証付

高耐久部材を採用した
ハイコストパフォーマンス
ワークステーション！

アプライド 
CERVO Grasta
TYPE-ES1S

カスタマイズモデル

限定
特価 835,380円税込

[2CPU] Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載

● CentOS 7.x 64bitインストール代行
● CPU：【2CPU】Xeon Silver 4110 2.1GHz 
　 8C/16T
● メモリ：128GB(16GBx8) DDR4 R-ECC
● ストレージ：4TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P400
　 DDR5-2GB
● 電源：1200W 80Plus Platinum
● 保証期間：3年間センドバック保証

注文番号 1904010904

安心の

3年間
保証付

大容量128GBメモリを
搭載したオリジナル
ワークステーション！

アプライド 
CERVO Grasta
TYPE-GS1S

カスタマイズモデル

限定
特価 1,216,404円税込

[2CPU] Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載 

● CentOS 7.x 64bitインストール代行
● CPU：【2CPU】Xeon Gold 6130
　 2.1GHz 16C/32T
● メモリ：64GB(8GBx8) DDR4 R-ECC
● ストレージ：4TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P400
　 DDR5-2GB
● 電源：1200W 80Plus Platinum
● 保証期間：3年間センドバック保証

注文番号 1904010905

安心の

3年間
保証付

16コア32スレッド
インテル版多数コア構成の
ワークステーション！

アプライド 
CERVO Grasta
TYPE-LS1S

カスタマイズモデル

限定
特価 1,797,120円税込

[2CPU] Xeon® スケーラブル・プロセッサー ¦ 冗長化電源 搭載

● CentOS 7.x 64bitインストール代行
● CPU：【2CPU】Xeon Gold 5120 2.2GHz
　 14C/28T
● メモリ：256GB(32GBx8) DDR4 R-ECC
● ストレージ：4TB 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P620
　 DDR5-2GB
● 電源：2200W 80Plus Titanium 冗長化電源
● 保証期間：3年間センドバック保証

注文番号 1904010906

安心の

3年間
保証付

大容量256GB
メモリを搭載した
オリジナルワークステーション！
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アプライド 

アプライド 
CERVO Rapid Type-DPXS-RTX

GP-XW2133A3N500TSDDe

GP-I77820XA3N500TSDDe GP-I77800XA3T1TTSDDe

GP-I77800XA3N1TTSDDe (RTX 2080Ti)  GP-I77800XA3N1TTSDDe (TITAN V)  

限定
特価 599,800円税込

限定
特価 998,000円税込

NVIDIA® GeForce RTX™ 2080Ti 1 基を標準採用

NVIDIA® GeForce RTX™ 2080Ti 2 基を標準採用

NVIDIA® TITAN V 1 基を標準採用

● OS：Ubuntu18.04LTS＆CUDA10インストール代行
● CPU：Core i7 7820X 
　 （8コア/16スレッド/3.6GHz/tb4.3GHz/11MB/140W）
● メモリ：32GB （8GB×4）DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：SSD 500GB 6Gb/s SATA
　 R:550MB/s　W:520MB/s　MTBF=150万時間
● セカンドストレージ:1TB（7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA）
　   MTBF=200万時間 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：【1GPU】GeForce RTX 2080Ti
　 11GB GDDR6 （DisplayPort×2、HDMI）２スロット
● 電源：850W 80PLUS GOLD認証
● 外形寸法：約320(W)×336(H)×424(D)mm
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証

注文番号 1904011002

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

注文番号 1904011001

Skylake-X Core i7搭載

Core i7 7820X
動作周波数：3.5GHz/Max 4.0GHz 
コア数:6 コア/12 スレッド
L3 キャッシュ:8.25MB

インテル® Xeon® 
Wプロセッサー を標準採用

インテル®Xeon® W-2133
動作周波数：3.6GHz ¦ Max 3.9GHz 
コア数：6 コア/12スレッド
L3 キャッシュ:8.25MB

CERVO Deep 
DeepLearning フレームワークインストール代行なので納品後すぐに使用出来ます！！

カスタマイズも可能です！！お気軽に営業スタッフまでお問い合わせ下さい。

お客様のご要望に沿ったモデルを制作し、販売しております！

ディープラーニング向けワークステーションシリーズ

http://www.applied.ne.jp/pb/deep/index.html

アプライド 
限定
特価 994,800994,800円税込

● OS：Ubuntu18.04LTS＆CUDA10インストール代行
● CPU：Core i7 7800X
     （6コア/12スレッド/3.5GHz/tb4.00GHz/8.25MB/140W） 
● メモリ：32GB （8GB×4） DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：SSD1TB 6Gb/s SATA R:550MB/s
　 W:520MB/s　MTBF=150万時間
● セカンドストレージ:2TB（7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA）
　 MTBF=200万時間 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：【1GPU】TITAN V 5120コア
　 12GB HBM2 （DisplayPort×3、HDMI）
● 電源：850W 80PLUS GOLD認証
● 外形寸法：約320(W)×336(H)×424(D)mm
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証

● OS：Ubuntu18.04LTS＆CUDA10インストール代行
● CPU：Xeon 6-Core W-2133 3.6GHz 
　  (最大3.9Ghz） 8.25M 140W /14nm/DDR4-2666
● メモリ：32GB （8GB×4）
● ストレージ：SSD500GB 6Gb/s SATA R:550MB/s
　 W:520MB/s　MTBF=150万時間
● セカンドストレージ:2TB（7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA）
　 MTBF=200万時間 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：【2GPU】GeForce RTX 2080Ti 11GB GDDR6
　 （DisplayPort×2、HDMI）２スロット×2
● 電源：1500W 80PLUS GOLD認証
● 外形寸法：約230(W)×583(H)×560(D)mm
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証

注文番号 1904011003

安心の

3年間
保証付

Skylake-X Core i7搭載

Core i7 7800X
動作周波数：3.5GHz/Max 4.0GHz 
コア数:6 コア/12 スレッド
L3 キャッシュ:8.25MB

アプライド 
限定
特価 724,800円税込

NVIDIA® GeForce RTX™ 2080Ti 1 基を標準採用 NVIDIA® TITAN V 1 基を標準採用

● OS：Ubuntu18.04LTS＆CUDA10インストール代行
● CPU：Core i7 7800X
　 （6コア/12スレッド/3.5GHz/tb4.00GHz/8.25MB/140W） 
● メモリ：32GB （8GB×4） DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：SSD1TB 6Gb/s SATA
　 R:550MB/s　W:520MB/s　MTBF=150万時間
● セカンドストレージ:4TB（7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA）
　   MTBF=200万時間 高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：【1GPU】GeForce RTX 2080Ti
　 11GB GDDR6 （DisplayPort×2、HDMI）２スロット
● 電源：1200W 80Plus PLATINUM認証
● 外形寸法：約230(W)×583(H)×560(D)mm
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証

注文番号 1904011004

安心の

3年間
保証付

安心の

3年間
保証付

Skylake-X Core i7搭載

Core i7 7800X
動作周波数：3.5GHz/Max 4.0GHz 
コア数:6 コア/12 スレッド
L3 キャッシュ:8.25MB

アプライド 
限定
特価 1,138,000円税込

● OS：Ubuntu18.04LTS＆CUDA10インストール代行
● CPU：Core i7 7800X
　 （6コア/12スレッド/3.5GHz/tb4.00GHz/8.25MB/140W） 
● メモリ：32GB （8GB×4） DDR4 2666（PC4-21300）
● ストレージ：SSD1TB 6Gb/s SATA R:550MB/s
　 W:520MB/s　MTBF=150万時間
● セカンドストレージ:4TB（7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA）
　   MTBF=200万時間　高耐久HDD
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック：【1GPU】TITAN V 5120コア
　 12GB HBM2 （DisplayPort×3、HDMI）
● 電源：1200W 80Plus PLATINUM認証
● 外形寸法：約230(W)×583(H)×560(D)mm
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証

注文番号 1904011005 Skylake-X Core i7搭載

Core i7 7800X
動作周波数：3.5GHz/Max 4.0GHz 
コア数:6 コア/12 スレッド
L3 キャッシュ:8.25MB

CERVO-Deep Type-DPCMS-RTX CERVO-Deep Type-DPCMS-TV

CERVO-Deep Type-DPCS-RTX CERVO-Deep Type-DPCS-TV
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SSD480GBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード 39,80039,800円税込円税込

21,60021,600円税込円税込

PC1台

PC1台

PC1台

PC1台

※パソコンの対応や使用環境など事前環境のお打ち合わせが必要となります。ぜひ、営業担当にお問い合わせください。　※Windows10にアップグレードした場合、一部機能やソフトウェアが
動作しない場合がございます。　※OS代金は別途必要となります。

OSのみをWindows10に
アップグレード !

データやソフト、設定は
そのまま移行します !

最新SSD換装でパソコンが
高速化 !

パソコン買い替えの必要がないの
でコストを大幅に抑える事が出来
ます !

今お使いの環境そのままでご利用
頂けますので手間がかかりませ
ん !

ご利用のパソコンの OS(Windows7) を
Windows10 にソフトウェアをアップグレー
ドします。パソコン買い替えの必要がないの
でコストを大幅に抑える事が出来ます！

HDD を SSD に換装 ! パソコン
買い替えを行わなくても、動作は
非常に快適に !

環境
丸ごと
移行

データ
設定等

面倒な入れ替え作業はすべてアプライドにお任せ！現地で作業を実施します!11台以上の台数の場合は別途お見積り致します! どうぞご相談ください !

HDD

SSD

への交換

SSD480GB

SSD1TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード 59,80059,800円税込円税込SSD1TB

SSD2TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行作業

Windows１０アップグレード 79,80079,800円税込円税込
SSD2TB

Windows10への
アップグレード

i
n
d
o
w
7
↓
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d
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W
大学の研究室・事務室でお使いのWindows7のパソコン

スタンダードプラン
SSD 480GB込

Windows10アップグレードにプラスしてご利用中のパソコンが快適になる
SSD換装をプラス。データ＆環境移行も行いますので安心です。

OSをWindows10にアップグレード致します。

お任せください !

スタンダードプラン
SSD 1TB込

スタンダードプラン
SSD 2TB込
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ご利用中のパソコンを手軽に高速化！HDDを最新SSDに換えませんか?  もちろん今の環境をそのまま移行します!

一度使うともう戻れない！

圧倒的速さ!
高速＆省電力!最新ストレージ

換装サービス！

74,80074,800円税込円税込

SSD2TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD2TB+作業料）

①高速＆大容量化プラン ②おすすめ人気プラン

54,80054,800円税込円税込

SSD1TBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD1TB+作業料）

③定番の容量プラン

34,80034,800円税込円税込

SSD480GBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD480GB+作業料）

④高速化この価格で実現プラン

29,80029,800円税込円税込

SSD240GBにカスタマイズ

環境丸ごと移行

高速化テクニカルメニュー
（SSD240GB+作業料）

HDDよりも高速・静音・耐衝撃性・低消費電力・低発熱・軽量化に優れている最新の
ストレージディスク「SSD」!! パソコンのHDDをSSDに入れ替えることで高速化を実現 !!

Macでも
承っております !

只今ご注文殺到中!年間1000台以上のカスタマイズ実績!

静音&耐衝撃性が高い！
回転するディスクを磁気ヘッドで読み書きする複雑な構造のHDDに比べ
て、SSDは構造が簡単なためディスクの回転音やアームの振動音などの
余計な音が出ず静音性が高くなります。また、SSDは構造が簡単なため、
落下した時の衝撃により部品が壊れるといった衝撃による部品破損が原因
でのトラブルが少なくなります。

データの処理速度が速い！
磁気ヘッドでデータを読み込む動作が必要
なHDDとは異なり、SSDはフラッシュメモ
リで瞬時にデータを読み込むため、パソコ
ンの起動などが断然早くなります。

今の記憶媒体は「SSD」が主流になります! HDD「ST3500418AS」
「CrystalDiskMark 6.0.0」のスコア

「SL500 640G」
「CrystalDiskMark 6.0.0」のスコア

➡

高耐久ストレージ・自動バックアップシステムの新提案
究極の研究室向けデータサポート

だからこそプロが選ぶ、
全設定おまかせワンランク上の
データバックアップドライブ

大事なデータ・・・

初期導入時のスタンダード HDD と比
較しても耐久面や構造面で大きな違い
があります。大事なデータを安心して
保管できる「高耐久 HDD」採用の外
付けHDDをご提案いたします !

便利! 自動バックアップ設定付き!
手動で一回一回、バックアップする必要はありません！簡単、便利！
パソコンにつなぐだけで自動バックアップされるように設定を行います！

初期導入時のスタンダードHDDと比較しても耐久面や構造面で大きな違いがあります。
大事なデータを安心して保管できる「高耐久HDD」採用の外付けHDDをご提案いたします !

－ excellent －

データバックアップ 超高耐久ポータブルHDD

アプライドオリジナル 

39,800円税込価格
1
TB

USB3.0対応
超高耐久ポータブルハードディスクドライブ
（自動バックアップ設定付き）

24時間×7日の常時稼働にも耐えうる信頼性 !

D-MASTER excellent
安心！高耐久2.5 インチHDDを採用！

超高耐久ポータブルハードディスクドライブ
（自動バックアップ設定付き）

3.5インチ
USB

外付けタイプ

49,800円税込価格
2
TB

69,800円税込価格
4
TB 89,800円税込価格

6
TB

99,800円税込価格
8
TB 109,800円税込価格

10
TB

－ excellent HED －

データバックアップ 超高耐久外付けHDD

高耐久 3.5インチ外付けHDDタイプ

HED
High Endurance Data

最上級グレードの高耐久HDDを採用したおススメモデル

高信頼性を兼ね備えた、最先端テクノロジーHDD!

あらゆる項目で他の
HDDを凌駕する
WD Gold

最上級グレードの高耐久HDDを採用!
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年間保守（1年）

データ復旧3年保証

DS2415+（12ベイ）

標準

1,598,000円税込
1,378,000円税込
1,138,000円税込

929,800円税込Ultrastar 4TB×12

Ultrastar 6TB×12

Ultrastar 8TB×12

Ultrastar 10TB×12

1,918,000円税込Ultrastar 12TB×12

AS6212RD（12ベイラックマウント）

標準

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

1,648,000円税込
1,398,000円税込
1,198,000円税込

979,800円税込Ultrastar 4TB×12

Ultrastar 6TB×12

Ultrastar 8TB×12

Ultrastar 10TB×12

1,998,000円税込Ultrastar 12TB×12

RS2818RP+（16ベイラックマウント）

標準

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

2,228,000円税込
1,938,000円税込
1,618,000円税込
1,338,000円税込Ultrastar 4TB×16

Ultrastar 6TB×16

Ultrastar 8TB×16

Ultrastar 10TB×16

2,658,000円税込Ultrastar 12TB×16

AS4002T（2ベイ）

安心!NAS導入時に必要な設定から設置まですべて行います!

高耐久NAS、高耐久HDDを採用
本製品には、RAID環境向けで通常のHDDよりも耐久度が高く信頼性もあり、NASの環境に適したWesternDigital WD Red、Ultrastarという高耐久HDDを採用しております。

WD Red

標準

239,800円税込
189,800円税込
129,800円税込
99,800円税込Red 2TB×2

Red 4TB×2

Red 8TB×2

Red 10TB×2

万が一の時も安心!
NAS保守サポートも
ご用意しています!
NASを安心・快適にご利用いただく
ため、保守サポートパックをご用意
しました!トラブル解決から、定期的
検査やアップデート等のメンテナン
スまで、充実のサポート内容でNAS
をトータルサポート致します!

定期訪問検査

NAS OS
アップデート

メール異常通知
設定・確認

不具合時の
部品交換

リモート設定＆
リモートサポート

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

※8TB以上のストレージにはデータ復旧
　サービス・パックは適用できません。

NAS設置＆
初期設定

RAID設定・
ビルド

ネットワーク
設定

アクセス制限用
アカウント作成

バックアップ
設定

共有フォルダ
作成

NAS（ネットワークHDD）本体
+
ご用途に合わせて選べる7タイプのモデルをラインナップ!

24時間365日稼働しつづけるという過酷な
条件での信頼を得ている高耐久HDDです。
他のシリーズに比べ回転数が低めに設定さ
れており、消費電力が少ないのが特徴です。
事務所や研究室、小規模オフィスなどにお勧
めです。

お仕事の大切なデータ、安心して保存
するためにアプライドはNASに使う
HDDの品質にこだわっています。

AS4004T（4ベイ）

標準

399,800円税込
299,800円税込
199,800円税込
149,800円税込Red 2TB×4

Red 4TB×4

Red 8TB×4

Red 10TB×4

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

AS6208T（8ベイ）

標準

998,000円税込
849,800円税込
699,800円税込
549,800円税込Ultrastar 4TB×8

Ultrastar 6TB×8

Ultrastar 8TB×8

Ultrastar 10TB×8

1,198,000円税込Ultrastar 12TB×8

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

AS6210T（10ベイ）

標準

年間保守（1年）

データ復旧3年保証

WesternDigital Ultrastar

８ベイ以上のモデルに採用2ベイ、4ベイモデルに採用

Redシリーズをさらに上回る高耐久性
と速度を持つHDDです。最大250万時
間のMTBFを実現し、間最大550TB
のワークロードなど、NASシステムに、
エンタープライズ向けの仕様を提供し
ます。

スタンダードHDD

2年から3年

一般的なパソコンに搭載しているHDD

HDDの推奨利用期間

1日:約8時間稼動
推奨されるHDD稼働時間

振動･熱対策が劣る
その他の対策処理に関して

NAS向け耐久HDD

約5年間

NASやサーバー等に利用するHDD

HDDの推奨利用期間

24時間365日稼働
推奨されるHDD稼働時間

振動・熱処理・電力消費改善
その他の対策処理に関して

1,218,000円税込
1,048,000円税込

849,800円税込
669,800円税込Ultrastar 4TB×10

Ultrastar 6TB×10

Ultrastar 8TB×10

Ultrastar 10TB×10

1,488,000円税込Ultrastar 12TB×10

50,000円税込1年間
パック

10,800円税込3年間
パック

60,000円税込1年間
パック

21,600円税込3年間
パック

80,000円税込1年間
パック

43,200円税込3年間
パック

100,000円税込1年間
パック

54,000円税込3年間
パック

120,000円税込1年間
パック

64,800円税込3年間
パック

120,000円税込1年間
パック

64,800円税込3年間
パック

140,000円税込1年間
パック

75,600円税込3年間
パック

耐久NASシステム

用途・環境に応じて豊富なラインナップ。
耐久HDD採用・RAID対応で、信頼性の高いデータ運用が可能です。

バックアップデータ共有
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A 契約不要のモバイルWiFi ルータ「ALTEEM」
海外ルータと「iPad Cellular」登場です！
人気のアプライドのモバイルルータ「ALTEEM」シリーズです。海外でもご利用いただけるルータや、SIM内蔵の iPad もラインナップに加わりました。

ALTEEM GlocalMeG3-12G
(国内 30G/ 月　海外 24GB/ 年　1年パック )

ALTEEM GlocalMeG3-24G
(国内 30G/ 月　海外 24GB/ 年　1年パック ) ALTEEM iPad Cellular

（2年パック )※便利な海外チャージ：1GB 9,980 円　/　3GB 19,800 円　/　10GB　42,800円

※1年パックのみでのご提供です。ご利用期間は開通月+11か月です。※ご利用になる国が対応かどうか、必ず事前にお尋ねくださいませ。
※開通月は海外通信のご利用ができません。ただし、お申し込みにより開通月からご利用いただけます。
※海外ではクラウドで接続しますが、ご利用のエリアが圏外の場合は通信ができません（国内同様です）
※リチウム電池搭載機器は飛行機の貨物室への預かりができません。手荷物としてお持ち込みください。

※SMSはご利用いただけません。通信会社の想定しないアプリで SMSの利用が確認された場合は、利用停止とさせていただきます。
※SIM、端末とも SIMフリーではございません。SIMを他の端末に装着したり、端末に他の SIMを装着しても動作いたしません。
※SIMカードの更新はできません。2年間の期間終了後はWiFi 専用端末としてご利用いただけます。

NEC Aterm MR05LN キット

※SIMカードプランは、SIMフリー端末対応です。SIMロック端末ではご利用いただけません。  ※SIMカードをお受け取りの後、お手元の端末でAPN設定が必要です。

注文番号 1904011401 149,800149,800円税込
注文番号 1904011402 169,800169,800円税込 139,800139,800円税込

「ルータがあるのに海外用にもう 1 台手配するのは面倒」、「現地でのレンタルはなかなかハード
ルが高くて」。そういったモヤモヤをついに解消。ALTEEM から、海外でご利用いただけるプリ
ペイドルータが新登場です。国内でいつも使っているルータを、海外にそのまま持って行くだけ
で通信できますので、荷物も減って便利です。

SIMカードを装着できるiPad「WiFi+Cellularモデル」。リクエストにお応えして再リリースです。
身分証明書や契約は不要。便利なアプライドの「ALTEEM」ですので、物品購入のように、納品書・
請求書でお届けいたします。

□国内通信

□海外通信

□帯域制御：
□端末メーカー
□対応国数
□連続通信時間
□サイズ
□重量
□最大同時接続台数
□最大通信速度

通信会社：ソフトバンク
帯域制御：1か月 30GB
クラウド SIM。
各国でクラウド接続して通信します
1か月 12GBと 24GBの 2プラン
ucloudlink 社
91か国（うち、74か国で 4G/LTE 対応）
約 15時間
約：幅65* 高 129* 厚 19mm
約 240g
5台
下り最大150M/上り最大50M（ベストエフォート）

■ALTEEM GlocalMe G3

□SIM部分

□端末部分

通信会社：au
帯域制御：第1段階：3日 6GB、第 2段階：1か月 7GB
利用期間：2年間
テザリング可能
海外では SIM通信不可、WiFi のみでのご利用です。
端末：iPad 9.7 インチ Retina WiFi+Cellular
ストレージ：32GB
色：シルバーのみ
外寸：約幅169.5* 高 240* 厚 7.5mm
重量：約478g
ApplePencil、TouchID 対応

■ALTEEM iPad Cellular

新登場!

iphone より少し小さく
厚めです。

国内外対応

国内専用

国内専用 国内専用

国内専用

国内専用

新登場!

通信できる iPad 
WiFi+Cellular モデルもプリペイドで

スマートな薄型軽量タイプです。
タッチパネル操作、デュアル SIM、SIMフリーで、
充実した機能のルータを採用しました。

※クレードルは
　別売りです。

※クレードルは
　別売りです。

端末は2機種からお選びいただけます

こちらも人気！SIMカードのみのプランです。

いつものルータをそのまま海外へ iPad なら、今年はこちら

1年パック

1年パック

2年パック

1年パック

2年パック

■12GBプラン 帯域制御：3日間1GB、月度累計12GB
※月間通信量を超過した場合、当月末 まで最大通信速度が送受信時に
　128kbps に低速化されます。

■12GBプラン 帯域制御：3日間1GB、月度累計12GB
※月間通信量を超過した場合、当月末 まで最大通信速度が送受信時に
　128kbps に低速化されます。

注文番号 1904011404

注文番号 1904011420

69,80069,800円(税込)

49,80049,800円(税込)

■3ヶ月パック
注文番号 1904011416

34,80034,800円(税込)

■6ヶ月パック
注文番号 1904011417

44,80044,800円(税込)

■1年パック
注文番号 1904011418

64,80064,800円(税込)

■2年パック
注文番号 1904011419

94,80094,800円(税込)

2年パック
注文番号 1904011421

84,80084,800円(税込)

注文番号 1904011605 99,80099,800円(税込)

softbank
4Gエリア準拠 

注文番号 1904011406 74,80074,800円(税込)
注文番号 1904011407 104,800104,800円(税込)

softbank
4Gエリア準拠 

docomo
LTEエリア準拠 

1 年パック

2年パック

1年パック

2年パック

■30GBプラン 帯域制御：3日間制限なし、月度累計30GB( 動画再生 1Mbps 制限あり）
※月間通信量を超過した場合、当月末まで最大通信速度が 送受信時に
　128kbps に低速化されます。

■30GBプラン 帯域制御：3日間制限なし、月度累計30GB( 動画再生 1Mbps 制限あり）
※月間通信量を超過した場合、当月末まで最大通信速度が 送受信時に
　128kbps に低速化されます。

注文番号 1904011408 99,80099,800円(税込)
注文番号 1904011409 129,800129,800円(税込)

注文番号 1904011410 104,800104,800円(税込)
注文番号 1904011411 134,800134,800円(税込)

1 年パック

2年パック

1年パック

2年パック

■50GBプラン 帯域制御：3日間制限なし、月度累計50GB
※月間通信量を超過した場合、当月末まで最大通信速度が 送受信時に
　128kbps に低速化されます。

帯域制御：第１段階３日間１GB、第２段階月間12GB

■50GBプラン 帯域制御：3日間制限なし、月度累計50GB
※月間通信量を超過した場合、当月末まで最大通信速度が 送受信時に
　128kbps に低速化されます。

注文番号 1904011412 125,800125,800円(税込)
注文番号 1904011413 167,800167,800円(税込)

注文番号 1904011414 130,800130,800円(税込)
注文番号 1904011415 172,800172,800円(税込)

ALTEEM DATA 12G SIM

1年パック
注文番号 1904011422

59,80059,800円(税込)
2年パック
注文番号 1904011423

99,80099,800円(税込)

帯域制御：月度累計30GB（動画再生１Mbps 制限有り）
ALTEEM DATA 30G SIM

1年パック
注文番号 1904011424

89,80089,800円(税込)
2年パック
注文番号 1904011425

149,800149,800円(税込)

帯域制御：月度累計50GB（50GBは制限なしです）
ALTEEM DATA 50G SIM

お手元の端末を有効活用。SIMカードのみでお届けいたします（microSIM、nanSIM両対応の「マルチSIM」です）

短期プラン    期限の定めがある財源や短期のご利用などにお奨めです。

FS030Wキット　
10GBプラン
※帯域制御：第１段階 3日1GB
　　　　　　第２段階 月 10GB

コンパクトサイズのロングセラーです。
SIMフリーですので、長くお使いいただけます

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

FUJISOFT FS030Wキット

注文番号 1904011403

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



従来の自動翻訳 熟考の自動翻訳

研究分野の論文をAI（人工知能）が超高精度で自動翻訳する
クラウド型の日→英・英→日翻訳サービスです。
インターネット環境とブラウザがあれば
いつでもどこでもご利用いただけます。
独自開発ロジックとニューラルネットの
組み合わせにより、医薬・薬事・バイオ・
化学・工学・機械・電気電子など専門用語
を多く含む研究分野の論文も、人間と同
じように考えて高精度に翻訳します。

究極の人工知能型クラウド翻訳サービス

専門用語に強い！考える自動翻訳

市販の翻訳ソフトと翻訳を比較検証

料金と各プランで翻訳可能な論文数の目安

熟考が論文を高精度に翻訳できる理由

論文1本を
無料翻訳実施中！

市販の翻訳ソフト 熟 考

熟考の料金（*1）（初年度1年間）

上記料金内で翻訳可能な論文数の目安（*2）

上記料金内で論文1本にかかる翻訳コストの目安（*3）

複数の意味を持つ多義語、「operation」「cataract」を含む文章での検証例

インターネット
環境 不要 必要

必要 不要

200～800万語 2,400万語以上

インストール型のため 
バージョンアップが必要

クラウドサービスのため
毎月無料アップデート

専門分野に
対応させたい時には
辞書の差し替えや
指定が必要

自動的に
分野を判別

データベースに
組合せが

登録されているもの
のみ対応可能

ライトプラン
（上限15万文字）

7.5本
約 1.9万円

翻訳対象を
その都度解析し、
文脈を判定するため、
すべてに対応可能

パソコンへの
インストール

辞書への収録数

辞書の更新

分野の判別

前後の文脈判定

参考：『新グローバル辞典』より
「operation」…作動、作用、運転、実施、作戦、手術、事業など   「cataracts」…大滝、豪雨、白内障

*1　初年度54,000円のアカウント料を含んだ価格です。
*2　論文1本の文字数を2万文字とした場合の各プランの上限文字数内で翻訳が可能な論文本数の目安です
*3　上記（*2）に対する論文1本あたりの料金の目安です。

※カウントは単語単位で行っています。（例）This is a pen.=4単語
※日本語から英語（日英）の翻訳の場合は、2文字を1単語に換算してカウントします。
　（例）これはペンです（7文字）=4単語（四捨五入）

151,200円税込価格
（本体価格140,000円 消費税11,200円）

248,400円税込価格
（本体価格230,000円 消費税18,400円）

313,200円税込価格
（本体価格290,000円 消費税23,200円）

スタンダードプラン
（上限36万文字）

18本
約 1.3万円

プレミアムプラン
（上限60万文字）

30本
約 1万円

単語ごとに用語を引き、
置き換えて翻訳

文脈・要素を見てセンテンスを
ひとかたまりとして翻訳

それぞれの単語を文章中の単語に
置き換えて翻訳 さらに全体の文脈を検証

「滝を削除するために
オペレーションを持っている場合」 「白内障を取り除く手術を受ければ」

従来の翻訳結果

この関係性に着目し、人工知能と
Web上で解析した情報を
融合させ、分析・判断。
候補となる訳語を決定。

If you have an operation 
to remove cataracts

『If you have an operation to remove cataracts』

熟
考

AI + Web解析で
「前後の文脈を判断」

Webで検証候補を抽出

辞書データ
2400万以上！

毎月増強！

たったの3ステップでAI自動翻訳の
精度をご確認いただけます

「熟考アプライド」で
検索し、熟考のウェブ
サイトにアクセス

STEP 1
「論文1本を無料で翻訳」
の専用フォームから
原稿をアップロード

STEP 2
最短3営業日以内に
AIによる自動翻訳
結果をお渡し

STEP 3

熟考の翻訳結果

If you have

「～を持っている場合」

an operation 

「オペレーション」

＋

＋

to remove

「～を削除するために」

cataracts

「滝」

＋

＋

毎月追加される膨大な
専門分野データベ一ス

詳しくはアプライドインフォメーションサイトにて お見積り無料！ お申し込みも簡単！熟考　アプライド

AI(人工知能)が
専門分野を精度95％で

自動翻訳

工
知
能
型
ク
ラ
ウ
ド
翻
訳
サ
ー
ビ
ス 

熟
考

15

人



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:
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TEL:092-481-7802  FAX:092-481-7651
TEL:093-932-6507  FAX:093-932-6508
TEL:096-384-5255  FAX:096-384-5257
TEL:097-548-5785  FAX:097-548-5786
TEL:0985-23-0008  FAX:0985-23-0035
TEL:099-214-3918  FAX:099-214-3919
TEL:082-235-3536  FAX:082-235-3537
TEL:084-928-0700  FAX:084-925-0701
TEL:086-235-2703  FAX:086-235-2705
TEL:089-915-2055  FAX:089-915-2056
TEL:087-866-7600  FAX:087-866-8001
TEL:088-880-5522  FAX:088-880-5523

大 阪 営 業 部
姫 路 営 業 所
和歌山営業所
高 槻 営 業 所
京 都 営 業 所
北 陸 営 業 所
名古屋営業所
静 岡 営 業 所
東 京 営 業 部
筑 波 営 業 所

TEL:06-6838-4123  FAX:06-6838-4122
TEL:079-287-0065  FAX:079-287-0068
TEL:073-425-5585  FAX:073-425-5586
TEL:072-670-6030  FAX:072-670-6031
TEL:075-325-1025  FAX:075-325-1026
TEL:076-294-1451  FAX:076-294-1452
TEL:052-325-2783  FAX:052-325-2791
TEL:054-267-3700  FAX:054-267-3701
TEL:03-3526-5451  FAX:03-3526-5450
TEL:029-877-3255  FAX:029-864-8823

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
si_hiroshima@applied-net.co.jp
fukuyama@applied-net.co.jp
si_okayama@applied-net.co.jp
si_matsuyama@applied-net.co.jp
takamatsu@applied-net.co.jp
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
h ime j i@app l i e d - n e t . c o . j p
wakayama@applied-net.co.jp
takatsuki@applied-net.co.jp
s i_kyoto@appl ied-net.co. jp
si_hokuriku@applied-net.co.jp
si_nagoya@applied-net.co.jp
shizuoka@appl ied-net.co.jp
s i_ tokyo@appl ied-net.co. jp
si_tsukuba@applied-net.co.jp
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チラシNo.2019-0401

机

限定
特価

注文番号 1904011601

■W1200×D700×H720
■ホワイト/ミディアムウッド ■W396×D577×H605

■ホワイト
■W396×D577×H603
■ホワイト

PLUSPLUS

30,240円税込

キャビネット 机

限定
特価

注文番号 1904011603

■W1200×D700×H720
■ホワイト/シリンダー式

UJ-127A-3UJ-127A-3
PLUS PLUS 

43,956円税込

限定
特価 49,140円税込

限定
特価 17,280円税込

限定
特価

注文番号 1904011602

サイドキャビネット
UJ-N046SC-2/UJ-N046SC-3
サイドキャビネット
UJ-N046SC-2/UJ-N046SC-3

PLUSPLUS

23,112円税込 ※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

チェア／机他office 家具

UJ-N046SC-2

■W1200×D700×H720
■ホワイトメープル/ダイヤル式

UJ-127A-3D

UJ-N046SC-3 片袖机

パーティションパーティション

更衣ロッカー

机

限定
特価

注文番号 1904011604

■W1500×D750×H700
■ホワイト/ナチュラル/ダークブラウン

■座面までの高さ：４０５～４９１ｍｍ/座面寸法：Ｗ４５１×Ｄ４１０ｍｍ
■ブルー/ライトブルー/イエローグリーン

ミーティングテーブル
RFD-1575
ミーティングテーブル
RFD-1575

16,740円税込

チェア チェア 注文番号 1904011606

限定
特価

注文番号 1904011605

事務用チェアハイバック
KC-K63SL(ブルー)/KC-K63SL(ライトブルー)
KC-K63SL(イエローグリーン)

事務用チェアハイバック
KC-K63SL(ブルー)/KC-K63SL(ライトブルー)
KC-K63SL(イエローグリーン)

PLUSPLUS

22,431円税込 ※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

■座面までの高さ：４２０～５２５ｍｍ
　座面寸法：Ｗ４２５×Ｄ４２０ｍｍ
■ブルー

限定
特価

事務用チェア
KC-JF60SL(ブルー)
事務用チェア
KC-JF60SL(ブルー)

PLUSPLUS

10,152円税込 ※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

R･F･YAMAKAWAR･F･YAMAKAWA

約24kg 約8.6kg

チェア

限定
特価

注文番号 1904011607

■座面までの高さ：４１５～４７５ｍｍ
　座面寸法：Ｗ５７０×Ｄ５４０ｍｍ
■ブラック

マネージャーチェア
RB-1855 BK
マネージャーチェア
RB-1855 BK

50,760円税込

チェア パーティション 注文番号 1904011609注文番号 1904011608

■W880×D400×H1800
■両面木目/片面ホワイトボード

SKN-1809SK(両面木目)SKN-1809SK(両面木目)

限定
特価 31,320円税込
SKW-1809SK(片面ホワイトボード)SKW-1809SK(片面ホワイトボード)

KOEKIKOEKI

※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

アイコアイコ

約19kg

限定
特価

■座面までの高さ：４５０～５４０ｍｍ
　座面寸法：Ｗ５００×Ｄ４８０ｍｍ
■ブラック

マネージャーチェア
GSX700
マネージャーチェア
GSX700

19,440円税込 ※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

JOINTEXJOINTEX

約15.4kg

約11.2kg

約12kg

限定
特価 2,786円税込

限定
特価 26,460円税込

コンテナ 注文番号 1904011610

■W530×D366×H325
■容量:50L

折りたたみコンテナ
JTC-5OTB-NV
折りたたみコンテナ
JTC-5OTB-NV

ロッカー ホワイトボード 注文番号 1904011612注文番号 1904011611

※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

JOINTEXJOINTEX

約2.44kg

■W608×D515×H1790
■エルグレー

■W900×D515×H1790
■エルグレー

※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

約36kg

約51kg

約30kg

約51g

平机 UJ-127H平机 UJ-127H

JTC-5OTB-NV(10個セット)

限定
特価 23,436円税込

35,748円税込限定
特価

LK-22S(2人用)LK-22S(2人用)

PLUSPLUS
脚付両面ホワイトボード脚付両面ホワイトボード
PLUSPLUS

LK-322S(6人用)

■W1306×D562×H1800
■ライトグレー

■W900×D515×H1790
■ライトグレー

※別途、家具配送料、
　家具組み立て料が
　かかります。

約17.6kg

約13.1kg限定
特価 15,876円税込

18,576円税込限定
特価

VS-34DSJVS-34DSJ

VS-36DSJ




