
短納期デスクトップパソコン

万が一の時でも
データは安心!

データ復旧
サービスパック付!

3年間パック

注文番号 1909010105

超高速「NVMe/M.2-SSD」搭載 静音モデル

●セキュリティチップ（TPM）搭載
●OS：Windows10 Pro 64bit orLinux（Ubuntu）インストール代行＋Update
●CPU：Core i7-8700（3.2[TB4.6]GHz、6C/12T/12MB)
●メモリ：16GB 高品質（DDR4-2666/8GB×2、空き2、最大64GB）
●NVMe M.2 SSD 500GB（R:3500MB/s W:3200MB/s）
●ストレージ：2TB　●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
●ディスプレイ端子：miniDisplayPort×3（4K@60Hz）
●電源：300W 　●保証：3年間センドバック保証　●キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約96（W）×404（D）×334（H）

注文番号 1909010103

CERVO Rapid Type-Slim8

超高速「NVMe/M.2-SSD」搭載 静音モデル

●セキュリティチップ（TPM）搭載
●OS：Windows 10 Pro 64bit or Linux（CentOS/Ubuntu）インストール代行＋Update
●CPU：Core i9-9900X（3.5[TB4.4]GHz、10C/22T/19.25MB)
●メモリ：64GB 高品質（DDR4-2666/16GB×4、空き4、最大128GB）
●NVMe M.2 SSD 500GB（R:3400MB/s W:3200MB/s）
●空きドライブベイ：5inch×1、3.5inchシャドウ×7
●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：Quadro P600 GDDR5/2GB
●ディスプレイ端子：Mini DisplayPort 1.4×4（4K@60Hz）
●電源：550W 80Plus Platinum
●保証：3年間センドバック保証　●キーボード＆マウス：付属
● 外寸（mm）：約220（W）×525（D）×480（H）

CERVO Rapid Type-Tower X7

最新プロセッサー Coffee Lake 搭載モデル
CERVO Rapid Type-Tower8

省スペーススリムデスクトップモデル

■ インテルH370チップセット
■ カードリーダー(SD/MicroSD：最大SDXC64GB)
■ 300W電源（80PLUS　BRONZE）
■ モニタ別売/キーボード・マウス付属
■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証

Linux対応

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

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

安心の

3年間
保証付

●セキュリティチップ（TPM）搭載
●OS：Windows 10 Pro 64bit or Linux（Ubuntu）インストール代行＋Update
●CPU：Core i9-9900K（3.6[TB5.0]GHz、8C/16T/16MB)
●メモリ：16GB 高品質（DDR4-2666/8GB×2、空き2、最大64GB）
●NVMe M.2 SSD 500GB（R:3500MB/s W:3200MB/s）
●ストレージ：2TB　●光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
●グラフィック：Quadro P400 GDDR5/2GB
●ディスプレイ端子：miniDisplayPort×3（4K@60Hz）
●電源：550W 80Plus Platinum　●保証：3年間センドバック保証
●キーボード＆マウス：付属　● 外寸（mm）：約220（W）×525（D）×480（H）

注文番号 1909010104

注文番号 1909010101 注文番号 1909010102

Skylake-X Refresh Core i9搭載

Core i9 9900X
動作周波数：3.5 [TB 4.0]GHｚ
コア数：10 スレッド数：20
PCI Expressレーン数：44
ソケット：FCLGA2066

高速CPU＆SSDでビジネスを加速させる!全モデルカスタマイズOKの短納期ビジネスPCシリーズ

特別限定モデル!

快適性能Core i3コストパフォーマンスPC!

8GB
（８GB×1）
DDR4

DVD
スーパー
マルチ

Windows１０
Pro 64bit

オン
ボード

Core i5
8400
（2.8GHｚ）CPU

SSD
500GB
（3D NAND）ストレージ

グラフィックス メモリ

BT-i38100AS1H500SSD
快適性能Core i5コストパフォーマンスPC!
BT-i58400AS1H500SSD

■ インテルH370チップセット
■ カードリーダー(SD/MicroSD：最大SDXC64GB)
■ 300W電源（80PLUS　BRONZE）
■ モニタ別売/キーボード・マウス付属
■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証

89,80089,800円円税込税込限定
特価99,80099,800円円税込税込限定

特価

229,800229,800円円税込税込限定
特価 299,800299,800円円税込税込限定

特価

499,800499,800円円税込税込限定
特価

8GB
（８GB×1）
DDR4

DVD
スーパー
マルチ

Windows１０
Pro 64bit

オン
ボード

Core i3
8100
（3.6GHｚ）CPU

SSD
500GB
（3D NAND）ストレージ

グラフィックス メモリ

8メモリ
GB
仕様 !8メモリ

GB
仕様 !

お勧めデスクトップパソコン

カスタマイズモデルカスタマイズモデル

Linux対応

カスタマイズモデルカスタマイズモデル

Linux対応

カスタマイズモデルカスタマイズモデル
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研究室のお役立ち「アット・ラボ」



ノートパソコン

ノートパソコン

ノートパソコン

PB65MPB11
R7AD21
dynabook
B65/M

注文番号 1909010202

15.6型
ワイド液晶

注文番号 1909010205

■CPU：Celeron 3865U
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVD-マルチ
■15.6インチ（1366×768）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約8時間

バッテリー駆動
約7時間約2.4kg

注文番号 1909010209

厳選アイテム厳選アイテムSSD カスタマイズ ノートパソコン特集SSD カスタマイズ ノートパソコン特集

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

CelronモデルCelronモデル

69,800円税込
HDD500GBモデル　

89,800円税込
HDD500GBモデル　

103,300円税込
89,800円税込
SSD240GBモデル　

SSD240GB+3年保証モデル

99,800円税込
SSD256GBモデル　

　153,300円税込
139,800円税込

SSD1TBモデル　

SSD1TB+3年保証モデル　

ノートパソコン 注文番号 1909010201

15.6型
フルHD液晶

15.6型
フルHD液晶

限定
特価 69,800円税込

83,300円税込
3年保証モデル

バッテリー駆動
約14.5時間約1.9kg

7GR83PA-
AAAC

■CPU：AMD Ryzen 5 2500U 2.0GHz 
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDライター
■15.6インチ（1920×1080）
■無線LAN搭載　
■Windows 10 Pro 64bit

AMD Ryzen™ 5搭載AMD Ryzen™ 5搭載

サイズ:376×246×22.5mm サイズ:379×257.9×16.9～23.9mm

ノートパソコン

PB65MTB41
R7AD21
dynabook
B65/M

注文番号 1909010206

15.6型
ワイド液晶

■CPU：Core i5-8250U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■DVD-マルチ
■15.6インチ（1366×768）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

バッテリー駆動
約8時間約2.4kg

Pro
(64bit)

Core i5モデルCore i5モデル

109,800円税込
HDD500GB+メモリ8GBモデル

172,300円税込
159,800円税込
SSD1TB+メモリ16GBモデル

SSD1TB+メモリ16GB+3年保証モデル

サイズ:379×257.9×16.9～23.9mm

ノートパソコン 注文番号 1909010203

129,800円税込
119,800円税込
SSD480GBモデル　

SSD480GB+3年保証モデル

約2.2kg

Pro
(64bit)

PC-GN11
FJRZDCHDD
2TDA

■CPU：Celeron N4000 1.1GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

CelronモデルCelronモデル

サイズ:378×260×22.9mm

15.6型
ワイド液晶

81F500K2JP
ideapad 330S
約1.75kg

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ フルHD
   (1920x1080)
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:358.4×244.1×19.4mm

ノートパソコン 注文番号 1909010207

134,700円税込
SSD256GBモデル　

203,300円税込
189,800円税込

SSD1TBモデル

SSD1TB+3年保証モデル

GF63-9SC-
272JP

■CPU：Core i7-9750H
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

約1.86kg

Home
(64bit)

Core i7モデルCore i7モデル

サイズ:359×254×21.7mm

MSI

Home & Business 2019

ノートパソコン 注文番号 1909010204

129,800円税込
119,800円税込
SSD500GB+HDD1TBモデル　

89,800円税込
SSD128GB+HDD1TBモデル　

SSD500GB+HDD1TBB+3年保証モデル

5XN20PA-
AAAA

バッテリー駆動
約9時間

バッテリー駆動
約6.4時間

バッテリー駆動
約7時間

約2.07kg

Home
(64bit)

Home
(64bit)

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD128GB＋HDD1TB
■DVD-マルチ
■15.6インチ フルHD
   (1920x1080)
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:376×248×22.5～24mm

パソコンの保証延長しませんか?
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！

パソコン修理延長保証（3年間・5年間）

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

27,000円税込5年間保証
アプライドW5保証13,500円税込3年間保証

アプライドW3保証

パソコン延長保証サービス
■ 製品購入日から3年または5年修理対応いたします !! 
■ 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！

免責無し 修理延長保証（メーカー保証＋２年間） 免責無し 修理延長保証（メーカー保証＋４年間）

ノートパソコン 注文番号 1909010208

4PC89PA-
AAAA

バッテリー駆動
約9時間約1.82kg

Home
(64bit)

■CPU：Core i7-8550U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD256GB＋HDD1TB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

Core i7モデルCore i7モデル

サイズ:361×246×18mm

15.6型
フルHD液晶

15.6型
フルHD液晶

15.6型
フルHD液晶

227,000円税込
2年保証モデル

240,500円税込
3年保証モデル

GP75-9SE-
448JP

■CPU：Core i7-9750H
■メモリ：16GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■17.3インチ（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

約2.6kg

Home
(64bit)

Core i7モデルCore i7モデル

サイズ:397×268.5×29mm

MSI

バッテリー駆動
約3.16時間

17.3型
フルHD液晶

119,800円税込
SSD256GB+HDD1TBモデル

173,300円税込
159,800円税込
SSD1TB+HDD1TBモデル

SSD1TB+3年保証モデル
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Pro
(64bit)

厳選アイテム厳選アイテムSSD カスタマイズ デスクトップパソコン特集SSD カスタマイズ デスクトップパソコン特集

10M8S1VN00
ThinkCentre
M710s Small 59,800円税込

HDD500GBモデル　

93,300円税込
79,800円税込
SSD240GBモデル　

SSD240GB+3年保証モデル

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 1909010301 注文番号 1909010302 注文番号 1909010303

■CPU：Celeron Dual-Core
　G3930 2.9GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Celeron搭載Celeron搭載

サイズ:89×340×290.5mm

Pro
(64bit)

PE10MNN
1MR5AD11 79,800円税込

HDD500GBモデル　

113,300円税込
99,800円税込
SSD480GBモデル　

SSD480GB+3年保証モデル

■CPU：Celeron G4900
　3.1GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Celeron搭載Celeron搭載

サイズ:100×290×270mm

Pro
(64bit)

6JP11PA-
AAAE 79,800円税込

HDD1TBモデル　

113,300円税込
99,800円税込
SSD480GBモデル　

SSD480GB+3年保証モデル

■CPU：AMD Ryzen 3 PRO
　2200G 3.5GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：1TB
■DVDライター
■Win10 Pro 64bit

AMD Ryzen™ 3搭載AMD Ryzen™ 3搭載

サイズ:136×261.8×310mm

Home
(64bit)

Home
(64bit)

XC-885-
N54F 89,800円税込

HDD500GBモデル　

128,300円税込
114,800円税込
SSD480GBモデル　

SSD480GB+3年保証モデル

デスクトップパソコン 注文番号 1909010305

■CPU：Core i5-8400
　2.8GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：1TB
■DVD-マルチ　
■Win10 Home 64bit

Corei5搭載Corei5搭載

サイズ:100×298×354mm

Home
(64bit)

XC-885-
N78H 109,800円税込

HDD2TB+メモリ8GBモデル

188,300円税込
174,800円税込
SSD1TB+メモリ16GBモデル　

SSD1TB+メモリ16GB+3年保証モデル

デスクトップパソコン 注文番号 1909010307

■CPU：Core i7-8700
　3.2GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：2TB
■DVD-マルチ　
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i7-8700
　3.2GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei7搭載Corei7搭載 Corei7搭載Corei7搭載

サイズ:100×298×354mm

デスクトップパソコン 注文番号 1909010308

PC-MRH32
LZGACS4
サイズ:89×291×340mm

129,800円税込
HDD500GB+メモリ8GBモデル

193,300円税込
179,800円税込
SSD1TB+メモリ16GBモデル

SSD1TB+メモリ16GB+3年保証モデル

VM6660G-
N78U 149,800円税込

SSD256GB+メモリ8GBモデル

213,300円税込
199,800円税込
SSD1TB+メモリ16GBモデル

SSD1TB+メモリ16GB+3年保証モデル

デスクトップパソコン 注文番号 1909010309

■CPU：Core i7-8700
　3.2GHz
■メモリ：8GB　
■SSD：256GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei7搭載Corei7搭載

サイズ:175×433×376mm

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

23.8型
フルHD液晶

Pro
(64bit)

10UR001SJP
ThinkCentre
M710e Small 99,800円税込

HDD500GBモデル　

143,300円税込
129,800円税込
SSD480GBモデル　

SSD480GB+3年保証モデル

デスクトップパソコン 注文番号 1909010304

■CPU：Core i5-7400
　3.0GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei5搭載Corei5搭載

サイズ:100×273.5×303.5mm

F0DJ0001JP 139,800円税込
HDD1TBモデル　

182,300円税込
169,800円税込

SSD1TBモデル　

SSD480GB+3年保証モデル

デスクトップパソコン 注文番号 1909010306

■CPU：Core i5-8400T
　1.7GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：1TB
■DVD-マルチ
■23.8型(1920×1080)
■Win10 Home 64bit

23.8型液晶一体型PC23.8型液晶一体型PC

サイズ:541×212×416mm

3
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注文番号 1909010401

厳選アイテム厳選アイテム新品 モバイルノートパソコン特集 新品 モバイルノートパソコン特集 

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：16GB
■SSD：256GB+1TB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0インチ(1920×1080)
■無線LAN
■Windows10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

14Z990-GP56J/SP3BZ

バッテリー駆動
約27時間

バッテリー駆動
約10時間

バッテリー駆動
約10時間

約995g

サイズ:323.4×211.8×16.5mm

ノートパソコン

ノートパソコン 注文番号 1909010404

中古ノートパソコンノートパソコン 注文番号 1909010409

限定
特価 235,000 円税込

Pro
(64bit)

注文番号 1909010410中古ノートパソコンノートパソコン

■CPU：Core i5-7200U
■メモリ：8GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ：非搭載
■13.3インチ(1366×768)
■無線LAN
■Windows10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

2YZ04AV-AHUP

バッテリー駆動
約13.2時間約1.49kg

サイズ:326×234×198mm

13.3型
ワイド液晶

■CPU：Core i7-8550U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■13.3インチ(1920×1200)
■無線LAN
■Windows10 Pro 64bit

Core i7モデルCore i7モデル

PR63JRC4447AD21

バッテリー駆動
約18.5時間約1.199kg

サイズ:316×227×13.9～17.9（mm

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

20HN0010JP
サイズ:362×97×260mm

サイズ:291×209.5×8.75mm

ノートパソコン 注文番号 1909010403

■CPU：Core i7 8565U 1.8GHz
■メモリ：16GB
■NVMe SSD：512GB
■光学ドライブ：非搭載
■14インチ(1920×1080)
■無線LAN
■Windows10 Home 64bit

Core i7モデルCore i7モデル

PS42-8RA-246JP

約1.19kg

サイズ:322×222×15.95mm

限定
特価 169,800 円税込

Home
(64bit)

■CPU：Core i3-7100U 2.4GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ：非搭載
■12.5インチ(1366×768)
■無線LAN
■Windows10 Pro 64bit

Core i3モデルCore i3モデル

約1.45kg

12.5型
ワイド液晶

限定
特価 99,800円税込msi

中古ノートパソコンノートパソコン 注文番号 1909010406

■CPU：Core i5 8350U 1.7GHz
■メモリ：8GB
■HDD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ(1920×1200)
■無線LAN
■Windows10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

CF-SV7HD4VS

バッテリー駆動
約14時間約999g

サイズ:283.5×203.8×24.5mm

12.1型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

注文番号 1909010402

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0インチ(1920×1080)
■無線LAN
■Windows10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

14Z990-GP56J

バッテリー駆動
約27時間約995g

サイズ:323.4×211.8×16.5mm

ノートパソコン

限定
特価 179,800 円税込

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

ノートパソコン 注文番号 1909010405

20JCA016JP SIMフリー

■CPU：Core i5-7Y54 1.2GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■12.0インチ(2160×1440)
■無線LAN
■Windows10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

約767g

12.0型
ワイド液晶

限定
特価 149,800円税込 限定

特価 199,800円税込
中古ノートパソコンノートパソコン 注文番号 1909010407

■CPU：Core i5-7300U 2.6GHz
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ：非搭載
■12.1インチ(1920×1200)
■無線LAN
■Windows10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

CF-SZ6RDFVS

バッテリー駆動
約14時間約849g

サイズ:283.5×203.8×25.3mm

12.1型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

限定
特価 129,800円税込

限定
特価 169,800円税込

中古ノートパソコンノートパソコン 注文番号 1909010408

■CPU：Core i5-7300U 2.5GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDスーパーマルチ
■12.1インチ(1920×1200)
■無線LAN
■Windows10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

CF-SZ6BFBVS(LTEモデル)

バッテリー駆動
約14.5時間約955g

サイズ:283.5×203.8×25.3mmサイズ:283.5×203.8×25.3mm

12.1型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

限定
特価 189,800円税込

限定
特価 119,800円税込

Pro
(64bit)

14.0型
グレアパネル フルHD

14.0型
グレアパネル フルHD

14.0型
フルHD液晶

13.3型
フルHD液晶

キーボード付
(1.067kg)

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

約468g 約631g

■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） 

11型 12.9型すべてが新しい。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 1909010509 注文番号 1909010510

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

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。

13インチMacBook Pro 15インチMacBook Pro

21.5インチ iMac Retina 4Kディスプレイモデル

注文番号 1909010502 注文番号 1909010503

注文番号 1909010504

15型

〔共通仕様〕
■15インチRetinaディスプレイ
■2,880 x 1,800ピクセル標準解像度
■メモリ：16GB
■Touch IDセンサーが
　組み込まれたTouch Bar

15インチMacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー)
15インチMacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー)

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。

約1.83kg

140,184140,184円税込
アカデミック価格

SSD
128GB
SSD
128GB

161,784円税込
アカデミック価格

SSD
256GB

■Core i7 (第9世代Intel Core i7 2.6GHz)
■Radeon Pro 555X(4GB) 261,144円税込

アカデミック価格SSD256GBモデル（TouchBarあり）SSD256GBモデル（TouchBarあり）

■Core i9 (第9世代Intel Core i9 2.3GHz) 
■Radeon Pro 560X(4GB) 303,264303,264円税込

アカデミック価格SSD512GBモデル（TouchBarあり）SSD512GBモデル（TouchBarあり）
SSD
128GB
SSD
128GB
限定
特価 118,584円税込

アカデミック価格

SSD
256GB
SSD
256GB
限定
特価

限定
特価

限定
特価140,184円税込

アカデミック価格

13型

〔共通仕様〕
■13インチRetinaディスプレイ
■2,560×1,600ピクセル標準解像度
■CPU:Core i5（第8世代Intel Core i5 1.4GHz)
■メモリ:8GB
■Thunderbolt3ポート x2
■Touch IDセンサーが組み込まれた
　Touch Bar

13インチ MacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー） 
13インチ MacBook Pro
(スペースグレイ、シルバー） 

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。

約1.37kg

27型

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

美しいモンスター美しいモンスター

約9.42kg

13インチMacBook Air 注文番号 1909010501

13型
〔共通仕様〕
■13インチTRetinaディスプレイ
■2,560×1,600ピクセル標準解像度
■CPU：Core i5 (第8世代Intel Core i5 1.6GHz)
■メモリ：8GB 
■Thunderbolt 3ポートx2
■感圧タッチトラックパッド

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1.25kg

27インチ iMac Retina 5Kディスプレイモデル 注文番号 1909010505

限定
特価 166,104円税込

アカデミック価格

〔共通仕様〕
■メモリ:8G
■Thunderbolt 3 x 2ポート
■4,096x2,304ピクセル解像度の
　Retina 4K P3ディスプレイ
■Thunderbolt 3ポート x 2
■Magic Keyboard -日本語(JIS) 
■アクセサリキット
 

21.5インチ iMac Retina 4Kディスプレイモデル21.5インチ iMac Retina 4Kディスプレイモデル

美しいモンスター美しいモンスター

約9.42kg

1TB Fusion Driveストレージ1TB Fusion Driveストレージ

限定
特価 147,744円税込

アカデミック価格
■Core i3 
　(第8世代Intel Core i3 3.6GHz)
■Radeon Pro 555X(2GB)

■Core i5
　(第8世代Intel Core i5 3.0GHz)
■Radeon Pro 560X(4GB)  
 

HDD1TBHDD1TB
限定
特価 226,584226,584円税込

アカデミック価格

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

1TB Fusion Driveストレージ1TB Fusion Driveストレージ

限定
特価 202,824円税込

アカデミック価格
■Core i5
  (第8世代Intel Core i5 3.0GHz)
■Radeon Pro 570X(4GB)

■Core i5 
　(第8世代Intel Core i5 3.1GHz)  
■Radeon Pro 575X(4GB)

限定
特価 250,344250,344円税込

アカデミック価格2TB Fusion Driveストレージ2TB Fusion Driveストレージ
■Core i5 
　(第9世代Intel Core i5 3.7GHz)  
■Radeon Pro 580X(8GB)

1TB Fusion Driveストレージ1TB Fusion Driveストレージ
21.5型

iPad 9.7インチ  WiFi モデル iPad Air  10.5インチ　WiFi モデルiPad mini WiFi モデル 注文番号 1909010506 注文番号 1909010507

7.9型

■64ビット
　アーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ
■7.9インチ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 mni Wifiモデル
（スペースグレイ、ゴールド、
シルバー）

iPad mni Wifiモデル
（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456g

9.7型

■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） 

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 1909010508

10.5型
■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。

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

＊第1世代Apple Pencil対応（別売） ＊第1世代Apple Pencil対応（別売） ＊第1世代Apple Pencil対応（別売

＊第2世代Apple Pencil対応（別売） ＊第2世代Apple Pencile対応（別売）

MacBook / i Mac / Mac Mini / iPadMacBook / i Mac / Mac Mini / iPadApple 製品Apple 製品
p
p
l
e
製
品
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中

限定
特価 79,800円税込

中古ノートパソコン

厳選アイテム厳選アイテム中古中古

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

CF-SX3JDHCS
(NAND新品512GBSSD換装モデル)

中古モバイルノート 注文番号 1908010601

■CPU：Intel Core i5-4310U(2.0GHz)
■メモリ：4GB　
■SSD：512GB 
■DVDマルチ
■12.1ワイド
■無線LAN搭載
■Win10Home64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

12.1型
ワイド液晶

中古ノートパソコン中古モバイルノート

Home
(64bit)

限定
特価 44,800円税込

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

DYNABOOKR734W10P

注文番号 1908010602

■CPU：Intel Core i5-4300M(2.6GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB 
■DVDマルチ
■13.3ワイド
■無線LAN搭載
■Win10Pro64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

13.3型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

限定
特価 49,800円税込

中古ノートパソコン

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

PROBOOK 4540S

中古モバイルノート 注文番号 1908010603

■CPU：Intel Core i5-3210M(2.5GHz)
■メモリ：4GB　
■SSD：256GB 
■DVDマルチ
■15.6ワイド
■無線LAN搭載
■Win10Pro64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

15.6型
ワイド液晶

中古ノートパソコン中古モバイルノート 注文番号 1908010604

限定
特価 44,800円税込

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

PROBOOK 450 G2

■CPU：Intel Core i5-4210U(2.5GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB
■DVDマルチ
■15.6ワイド
■無線LAN搭載
■Win10Pro64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

15.6型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

限定
特価 42,800円税込

中古ノートパソコン

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

PCVK25LXZDK

中古モバイルノート 注文番号 1908010605

■CPU：Intel Core i3-4100M(2.5GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-ROM
■15.6ワイド
■無線LAN搭載
■Win10Pro64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

15.6型
ワイド液晶

中古ノートパソコン中古モバイルノート 注文番号 1908010606

限定
特価 39,800円税込

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

PB554KFAPR7AE71

■CPU：Intel Core i3-4000M(2.4GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：320GB
■DVD-ROM
■15.6ワイド
■無線LAN搭載
■Win10Pro64bit
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

15.6型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

限定
特価 29,800円税込

中古ノートパソコン

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

PRODESK600G1I3

中古モバイルノート 注文番号 1908010607

■CPU：Intel Core i3-4160(3.6GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-ROM
■無線LAN非搭載
■Win10Pro64bit
■本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、マウス(他社製)

■CPU：Intel Core i5-4570(3.2GHz)
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-ROM
■無線LAN非搭載
■Win10Pro64bit
■本体、電源ケーブル、 
　キーボード(他社製)、マウス(他社製)

中古ノートパソコン中古モバイルノート 注文番号 1908010608

限定
特価 34,800円税込

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

THINKCENTRE M73



注文番号 1909010702注文番号 1909010701 液晶ディスプレイ 注文番号 1909010703液晶ディスプレイ

注文番号 1909010704 注文番号 1909010706液晶ディスプレイ

注文番号 1909010712プリンタ

限定
特価 18,800円税込E2483HS-B3 E2483HS-B3 

■サイズ：24型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W565.5×D203×H412mm

■サイズ：24型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W565.5×D203×H412mm

■サイズ：24型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W565.5×D203×H412mm

24型ワイド液晶24型ワイド液晶24型ワイド液晶

約3.0kg

液晶ディスプレイ

限定
特価 21,800円税込LCD-

MF273EDB
LCD-
MF273EDB

■サイズ：27型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D415×H235mm

■サイズ：27型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D415×H235mm

■サイズ：27型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W620×D415×H235mm

27型ワイド液晶27型ワイド液晶27型ワイド液晶

約5.1kg

注文番号 1909010705液晶ディスプレイ

限定
特価 25,800円税込VG270bmiix VG270bmiix 

■サイズ：27型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMI1.4x2
■スピーカー搭載
■W614×D240×H475mm

■サイズ：27型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMI1.4x2
■スピーカー搭載
■W614×D240×H475mm

■サイズ：27型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMI1.4x2
■スピーカー搭載
■W614×D240×H475mm

27型ワイド液晶27型ワイド液晶27型ワイド液晶

約5.41kg

限定
特価 19,800円税込253

V7LJAB/11 
253
V7LJAB/11 

■サイズ：24.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W557×D227×H421mm

■サイズ：24.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W557×D227×H421mm

■サイズ：24.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W557×D227×H421mm

24.5型ワイド液晶24.5型ワイド液晶24.5型ワイド液晶

約2.94kg

限定
特価 62,800円税込U2718Q U2718Q U2718Q U2718Q U2718Q 

■サイズ：27型
■輝度：350cd/m²
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI2.0x1/DisplayPortx1/miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W611.3×D200.3×H540.2mm

■サイズ：27型
■輝度：350cd/m²
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI2.0x1/DisplayPortx1/miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W611.3×D200.3×H540.2mm

■サイズ：27型
■輝度：350cd/m²
■最大解像度：3840×2160
■接続端子：HDMI2.0x1/DisplayPortx1/miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W611.3×D200.3×H540.2mm

27型4Kモニター27型4Kモニター27型4Kモニター

約6.23kg

A4カラーレーザーA4カラーレーザーA4カラーレーザー

限定
特価 48,800円税込LBP622CLBP622C

■カラーレーザー
■最高解像度：9600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W430×D418×H287mm

■カラーレーザー
■最高解像度：9600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W430×D418×H287mm

■カラーレーザー
■最高解像度：9600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W430×D418×H287mm

約14kg
A4

カラーレーザー

注文番号 1909010710プリンタ

A4カラーレーザーA4カラーレーザーA4カラーレーザー

限定
特価 37,800円税込C332DNW C332DNW 

■カラーレーザー
■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D504×H242mm

■カラーレーザー
■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D504×H242mm

■カラーレーザー
■最高解像度：600×1200dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W410×D504×H242mm

約22kg
A4

カラーレーザー

■最大輝度：3000lm
■解像度：800×600
■接続端子：ミニD-sub15pin×1//RCA×1/HDMI×1
■最大表示色：10億7300万色
■W298×D237×H105mm

■最大輝度：3000lm
■解像度：800×600
■接続端子：ミニD-sub15pin×1//RCA×1/HDMI×1
■最大表示色：10億7300万色
■W298×D237×H105mm

■最大輝度：3000lm
■解像度：800×600
■接続端子：ミニD-sub15pin×1//RCA×1/HDMI×1
■最大表示色：10億7300万色
■W298×D237×H105mm

エントリープロジェクターエントリープロジェクターエントリープロジェクター

注文番号 1909010716プロジェクタ

限定
特価 44,800円税込PJ S2440PJ S2440

約2.6kg

注文番号 1909010718プロジェクタ

■最大輝度：3600lm
■解像度：1280×800
■接続端子：ミニD-sub15pin×1/RCA×1/HDMI×1
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

■最大輝度：3600lm
■解像度：1280×800
■接続端子：ミニD-sub15pin×1/RCA×1/HDMI×1
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

■最大輝度：3600lm
■解像度：1280×800
■接続端子：ミニD-sub15pin×1/RCA×1/HDMI×1
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

ビジネスプロジェクタービジネスプロジェクタービジネスプロジェクター

限定
特価 95,800円税込EB-W41 EB-W41 

約2.5kg

注文番号 1909010717プロジェクタ

■最大輝度：3600lm
■解像度：1024×768
■接続端子：ミニD-sub15pin×1/RCA×1/HDMI×1
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

■最大輝度：3600lm
■解像度：1024×768
■接続端子：ミニD-sub15pin×1/RCA×1/HDMI×1
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

■最大輝度：3600lm
■解像度：1024×768
■接続端子：ミニD-sub15pin×1/RCA×1/HDMI×1
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

ビジネスプロジェクタービジネスプロジェクタービジネスプロジェクター

限定
特価 79,800円税込EB-X41 EB-X41 

約2.5kg

A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機

注文番号 1909010713プリンタ

限定
特価 29,800円税込MFC-J6583CDWMFC-J6583CDW

■インクジェット
■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H305mm

■インクジェット
■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H305mm

■インクジェット
■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H305mm 約19.8kg

A3
インクジェット

A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機

注文番号 1909010714プリンタ

限定
特価 39,800円税込MFC-J6983CDWMFC-J6983CDW

■インクジェット
■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H375mm

■インクジェット
■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H375mm

■インクジェット
■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H375mm 約23.4kg

A3
インクジェット

A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機A3インクジェット複合機

注文番号 1909010715プリンタ

限定
特価 64,800円税込MFC-J6997CDWMFC-J6997CDW

■インクジェット
■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H375mm

■インクジェット
■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H375mm

■インクジェット
■最高解像度：1200×4800dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W575×D477×H375mm 約24.7kg

A3
インクジェット

A4カラーレーザーA4カラーレーザーA4カラーレーザー

注文番号 1909010711プリンタ

限定
特価 39,800円税込HL-L8360CDWHL-L8360CDW

■カラーレーザー
■最高解像度：2400×600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W441×D486×H313mm

■カラーレーザー
■最高解像度：2400×600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W441×D486×H313mm

■カラーレーザー
■最高解像度：2400×600dpi
■接続：USB/有線・無線LAN
■両面印刷
■W441×D486×H313mm

約21.9kg
A4

カラーレーザー

液晶ディスプレイ

限定
特価 16,800円税込GL2460BH GL2460BH GL2460BH GL2460BH GL2460BH 

■サイズ：24型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMI1.4x1
■スピーカー搭載
■W433.45×D193.82×H565.36mm

■サイズ：24型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMI1.4x1
■スピーカー搭載
■W433.45×D193.82×H565.36mm

■サイズ：24型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMI1.4x1
■スピーカー搭載
■W433.45×D193.82×H565.36mm

24型ワイド液晶24型ワイド液晶24型ワイド液晶

約3.4kg

厳選アイテム厳選アイテム周辺機器周辺機器

注文番号 1909010707 注文番号 1909010709液晶ディスプレイ液晶ディスプレイ

限定
特価 66,800円税込34GL750-B 34GL750-B 

■サイズ：34型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：2560×1080
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー非搭載
■W820×D415×H445-565mm

■サイズ：34型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：2560×1080
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー非搭載
■W820×D415×H445-565mm

■サイズ：34型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：2560×1080
■接続端子：HDMIx2/DisplayPortx1
■スピーカー非搭載
■W820×D415×H445-565mm

34型ウルトラワイド液晶34型ウルトラワイド液晶34型ウルトラワイド液晶

約8.3kg

注文番号 1909010708液晶ディスプレイ

限定
特価 99,800円税込U3415W U3415W 

■サイズ：34型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：3440×1440
■接続端子：HDMI2.0x1/DisplayPortx1/miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W824.7×D216×H523.7mm

■サイズ：34型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：3440×1440
■接続端子：HDMI2.0x1/DisplayPortx1/miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W824.7×D216×H523.7mm

■サイズ：34型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：3440×1440
■接続端子：HDMI2.0x1/DisplayPortx1/miniDisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W824.7×D216×H523.7mm

34型ワイド曲面モニタ34型ワイド曲面モニタ34型ワイド曲面モニタ

約11.25kg

限定
特価 189,800円税込Z4W65A4#ABJ Z4W65A4#ABJ Z4W65A4#ABJ Z4W65A4#ABJ Z4W65A4#ABJ 

■サイズ：37.5型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：3840×1600
■接続端子：DisplayPort1.2×1/HDMI2.0×1
■スピーカー搭載
■W89.55×D24.8×H55.87mm

■サイズ：37.5型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：3840×1600
■接続端子：DisplayPort1.2×1/HDMI2.0×1
■スピーカー搭載
■W89.55×D24.8×H55.87mm

■サイズ：37.5型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：3840×1600
■接続端子：DisplayPort1.2×1/HDMI2.0×1
■スピーカー搭載
■W89.55×D24.8×H55.87mm

37.5型ワイド液晶37.5型ワイド液晶37.5型ワイド液晶

約13.8kg
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注文番号 1908010801レーザーポインター

限定
特価 6,980円税込LP-G350 LP-G350 

■レーザー波長：532nm（緑色光）
■レーザー到達距離：
　最大約200m（夜間時）
■連続照射時間：約3時間

■レーザー波長：532nm（緑色光）
■レーザー到達距離：
　最大約200m（夜間時）
■連続照射時間：約3時間

■レーザー波長：532nm（緑色光）
■レーザー到達距離：
　最大約200m（夜間時）
■連続照射時間：約3時間

■レーザー波長：532nm（緑色光）
■レーザー到達距離：
　最大約200m（夜間時）
■連続照射時間：約4時間

■レーザー波長：532nm（緑色光）
■レーザー到達距離：
　最大約200m（夜間時）
■連続照射時間：約4時間

■レーザー波長：532nm（緑色光）
■レーザー到達距離：
　最大約200m（夜間時）
■連続照射時間：約4時間

胸ポケットに収納できるクリップ付き、
視認性の良い
グリーンレーザーポインター

胸ポケットに収納できるクリップ付き、
視認性の良い
グリーンレーザーポインター

胸ポケットに収納できるクリップ付き、
視認性の良い
グリーンレーザーポインター

約77g

注文番号 1908010802レーザーポインター 注文番号 1908010803レーザーポインター

SSDならではの高速データ転送。 
軽くて薄く、ケーブル一体型なので持ち運びに
最適な外付けポータブルSSD

SSDならではの高速データ転送。 
軽くて薄く、ケーブル一体型なので持ち運びに
最適な外付けポータブルSSD

SSDならではの高速データ転送。 
軽くて薄く、ケーブル一体型なので持ち運びに
最適な外付けポータブルSSD

注文番号 1908010804ポータブルHDD 注文番号 1908010805 注文番号 1908010806ポータブルHDD

注文番号 1908010808ポータブルSSD

限定
特価 12,800円税込

約44g

注文番号 1908010810外付けHDD 注文番号 1908010812外付けHDD

注文番号 1908010813ネットワークHDD 注文番号 1908010814ネットワークHDD 注文番号 1908010815ネットワークHDD

注文番号 1908010816無停電電源装置 注文番号 1908010817無停電電源装置 注文番号 1908010818無停電電源装置

限定
特価 19,800円税込ELP-G25 ELP-G25 

使用シーンに応じて照射サイズを見やすい
大きさに変更出来るズーム機能付き
緑色レーザーポインター

使用シーンに応じて照射サイズを見やすい
大きさに変更出来るズーム機能付き
緑色レーザーポインター

使用シーンに応じて照射サイズを見やすい
大きさに変更出来るズーム機能付き
緑色レーザーポインター

約64g

■レーザー波長：532nm（緑色光）
■レーザー到達距離：
　最大約200m（夜間時）
■連続照射時間：約4時間

■レーザー波長：532nm（緑色光）
■レーザー到達距離：
　最大約200m（夜間時）
■連続照射時間：約4時間

■レーザー波長：532nm（緑色光）
■レーザー到達距離：
　最大約200m（夜間時）
■連続照射時間：約4時間

限定
特価 24,800円税込ELP-G20 ELP-G20 

約82g

シーンに応じて3パターンの照射形状が選べる
ペンタイプの緑色レーザーポインター
シーンに応じて3パターンの照射形状が選べる
ペンタイプの緑色レーザーポインター
シーンに応じて3パターンの照射形状が選べる
ペンタイプの緑色レーザーポインター

限定
特価 9,800円税込HDPX-UTA1.0SHDPX-UTA1.0S

■容量：1TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W76×D114×H8.6mm

■容量：1TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W76×D114×H8.6mm

■容量：1TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W76×D114×H8.6mm

シンプルなデザインの全面アルミボディ！シンプルなデザインの全面アルミボディ！シンプルなデザインの全面アルミボディ！

約170g

■容量：4TB
■USB3.0/2.0
■電源：AC100V 50/60Hz
■W39×D189×H123mm

■容量：4TB
■USB3.0/2.0
■電源：AC100V 50/60Hz
■W39×D189×H123mm

■容量：4TB
■USB3.0/2.0
■電源：AC100V 50/60Hz
■W39×D189×H123mm

異常を検知したら即お知らせ！
故障予測サービス
「みまもり合図」に対応

異常を検知したら即お知らせ！
故障予測サービス
「みまもり合図」に対応

異常を検知したら即お知らせ！
故障予測サービス
「みまもり合図」に対応

限定
特価 23,800円税込HD-LX4.0U3DHD-LX4.0U3D

ポータブルHDD

限定
特価 14,800円税込

HD-PGF2.0U3-
BBKA/BWHA
ブラック/ホワイト　　

HD-PGF2.0U3-
BBKA/BWHA
ブラック/ホワイト　　

HD-PGF2.0U3-
BBKA/BWHA
ブラック/ホワイト　　

HD-PGF2.0U3-
BBKA/BWHA
ブラック/ホワイト　　

HD-PGF2.0U3-
BBKA/BWHA
ブラック/ホワイト　　

■容量：2TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W79.5×D119×H16mm

■容量：2TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W79.5×D119×H16mm

■容量：2TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W79.5×D119×H16mm

万が一の落下からハードディスクをガード万が一の落下からハードディスクをガード万が一の落下からハードディスクをガード

約180g

ESD-EC0480
GBK/GRD
ブラック/レッド

ESD-EC0480
GBK/GRD
ブラック/レッド

ESD-EC0480
GBK/GRD
ブラック/レッド

ESD-EC0480
GBK/GRD
ブラック/レッド

ESD-EC0480
GBK/GRD
ブラック/レッド

■容量：480GB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W113×D48.5×H11mm

■容量：480GB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W113×D48.5×H11mm

■容量：480GB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W113×D48.5×H11mm

限定
特価 24,800円税込

HD-PGF4.0U3-
GBKA /GWHA
ブラック/ホワイト

HD-PGF4.0U3-
GBKA /GWHA
ブラック/ホワイト

HD-PGF4.0U3-
GBKA /GWHA
ブラック/ホワイト

HD-PGF4.0U3-
GBKA /GWHA
ブラック/ホワイト

HD-PGF4.0U3-
GBKA /GWHA
ブラック/ホワイト

■容量：4TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W79.5×D119×H21.5mm

■容量：4TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W79.5×D119×H21.5mm

■容量：4TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W79.5×D119×H21.5mm

万が一の落下からハードディスクをガード万が一の落下からハードディスクをガード万が一の落下からハードディスクをガード

約250g

注文番号 1908010807ポータブルSSD ポータブルSSD

限定
特価 9,800円税込

SSD-PG480U3-
BA/WA
ブラック/ホワイト

SSD-PG480U3-
BA/WA
ブラック/ホワイト

SSD-PG480U3-
BA/WA
ブラック/ホワイト

SSD-PG480U3-
BA/WA
ブラック/ホワイト

SSD-PG480U3-
BA/WA
ブラック/ホワイト

■容量：480GB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W75×D117×H11.5mm

■容量：480GB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W75×D117×H11.5mm

■容量：480GB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W75×D117×H11.5mm

転送速度の速いSSDでデータアクセスも快適転送速度の速いSSDでデータアクセスも快適転送速度の速いSSDでデータアクセスも快適

約110g

一般的な名刺サイズより小さく、重さは僅か51グラム
厚さもたったの10.5ミリと、 コンパクト、軽量、 
そしてスリムなT5は理想的な外付けストレージ

一般的な名刺サイズより小さく、重さは僅か51グラム
厚さもたったの10.5ミリと、 コンパクト、軽量、 
そしてスリムなT5は理想的な外付けストレージ

一般的な名刺サイズより小さく、重さは僅か51グラム
厚さもたったの10.5ミリと、 コンパクト、軽量、 
そしてスリムなT5は理想的な外付けストレージ

注文番号 1908010809

限定
特価 23,800円税込

約51g

MU-PA1T0B/IT（1TB)MU-PA1T0B/IT（1TB)MU-PA1T0B/IT（1TB)MU-PA1T0B/IT（1TB)MU-PA1T0B/IT（1TB)
限定
特価 49,800円税込MU-PA2T0B/IT（2TB）MU-PA2T0B/IT（2TB）MU-PA2T0B/IT（2TB）MU-PA2T0B/IT（2TB）MU-PA2T0B/IT（2TB）

■容量：1TB/2TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W74×D10.5×H57.3mm

■容量：1TB/2TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W74×D10.5×H57.3mm

■容量：1TB/2TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W74×D10.5×H57.3mm

ポータブルSSD

約1kg

注文番号 1908010811外付けHDD

■容量：4TB
■USB3.0/2.0
■電源：AC100V 50/60Hz
■W45×D202×H126mm

■容量：4TB
■USB3.0/2.0
■電源：AC100V 50/60Hz
■W45×D202×H126mm

■容量：4TB
■USB3.0/2.0
■電源：AC100V 50/60Hz
■W45×D202×H126mm

DRAMキャッシュ搭載の
高速ハードディスク
DRAMキャッシュ搭載の
高速ハードディスク
DRAMキャッシュ搭載の
高速ハードディスク

限定
特価 28,800円税込HD-GD4.0U3DHD-GD4.0U3D

約1kg

■容量：4TB(2TB×2)
■USB3.0/2.0
■電源：AC100V 50/60Hz
■W86×D204×H127mm

■容量：4TB(2TB×2)
■USB3.0/2.0
■電源：AC100V 50/60Hz
■W86×D204×H127mm

■容量：4TB(2TB×2)
■USB3.0/2.0
■電源：AC100V 50/60Hz
■W86×D204×H127mm

高速転送を実現
大容量データも
快適に扱えるUSB3.0

高速転送を実現
大容量データも
快適に扱えるUSB3.0

高速転送を実現
大容量データも
快適に扱えるUSB3.0

限定
特価 36,800円税込HD-WL4TU3/

R1J
HD-WL4TU3/
R1J

約2.2kg

■容量：4TB(4TB×１)
■有線LAN
■電源：AC100V 50/60Hz
■W45×D205×H128mm

■容量：4TB(4TB×１)
■有線LAN
■電源：AC100V 50/60Hz
■W45×D205×H128mm

■容量：4TB(4TB×１)
■有線LAN
■電源：AC100V 50/60Hz
■W45×D205×H128mm

ネットワークにつながる
ハードディスクはUSB接続より
メリットがたくさん！ 

ネットワークにつながる
ハードディスクはUSB接続より
メリットがたくさん！ 

ネットワークにつながる
ハードディスクはUSB接続より
メリットがたくさん！ 

複数台のパソコンから、データの
バックアップに対応
複数台のパソコンから、データの
バックアップに対応
複数台のパソコンから、データの
バックアップに対応

■容量：4TB(2TB×2)
■有線LAN
■電源：AC100V 50/60Hz
■W87×D205×H128mm

■容量：4TB(2TB×2)
■有線LAN
■電源：AC100V 50/60Hz
■W87×D205×H128mm

■容量：4TB(2TB×2)
■有線LAN
■電源：AC100V 50/60Hz
■W87×D205×H128mm

次世代冗長化テクノロジー
「拡張ボリューム」で
耐障害性の向上と運用中の
容量拡張を実現

次世代冗長化テクノロジー
「拡張ボリューム」で
耐障害性の向上と運用中の
容量拡張を実現

次世代冗長化テクノロジー
「拡張ボリューム」で
耐障害性の向上と運用中の
容量拡張を実現

■容量：8TB(4TB×2)
■有線LAN
■W101×D210×H160mm

■容量：8TB(4TB×2)
■有線LAN
■W101×D210×H160mm

■容量：8TB(4TB×2)
■有線LAN
■W101×D210×H160mm

限定
特価 23,800円税込LS210D0401GLS210D0401G

約1.1kg

限定
特価 29,800円税込LS220D0402GLS220D0402G

約2.5kg

限定
特価 99,800円税込HDL2-X8HDL2-X8

約3.1kg

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:AC80-123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：500VA/360W
■出力コンセント:NEMA 5-15R×6
■バッテリ期待寿命:4-6年    
■充電時間:4時間
■W140×D359×H167mm

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:AC80-123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：500VA/360W
■出力コンセント:NEMA 5-15R×6
■バッテリ期待寿命:4-6年    
■充電時間:4時間
■W140×D359×H167mm

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:AC80-123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：500VA/360W
■出力コンセント:NEMA 5-15R×6
■バッテリ期待寿命:4-6年    
■充電時間:4時間
■W140×D359×H167mm

エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応
インテリジェントで効率的な電力保護
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応
インテリジェントで効率的な電力保護
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応
インテリジェントで効率的な電力保護

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:AC80-123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：750VA/500W
■出力コンセント:NEMA 5-15R×6
■バッテリ期待寿命:4-6年    
■充電時間:4時間
■W167×D359×H167mm

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:AC80-123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：750VA/500W
■出力コンセント:NEMA 5-15R×6
■バッテリ期待寿命:4-6年    
■充電時間:4時間
■W167×D359×H167mm

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:AC80-123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：750VA/500W
■出力コンセント:NEMA 5-15R×6
■バッテリ期待寿命:4-6年    
■充電時間:4時間
■W167×D359×H167mm

エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応
インテリジェントで効率的な電力保護
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応
インテリジェントで効率的な電力保護
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応
インテリジェントで効率的な電力保護

エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応
インテリジェントで効率的な電力保護
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応
インテリジェントで効率的な電力保護
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応
インテリジェントで効率的な電力保護
■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:AC80-123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：1500VA/980W
■出力コンセント:NEMA 5-15P×8
■バッテリ期待寿命:4-6年  
■充電時間:4時間
■W172×D439×H225mm

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:AC80-123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：1500VA/980W
■出力コンセント:NEMA 5-15P×8
■バッテリ期待寿命:4-6年  
■充電時間:4時間
■W172×D439×H225mm

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:AC80-123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：1500VA/980W
■出力コンセント:NEMA 5-15P×8
■バッテリ期待寿命:4-6年  
■充電時間:4時間
■W172×D439×H225mm

限定
特価 29,800円税込SMT500J SMT500J 

約13kg

限定
特価 39,800円税込SMT750JSMT750J

約13kg

限定
特価 69,800円税込SMT1500J SMT1500J 

約28kg

8
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限定
特価 248,184円税込

注文番号 1909010901安心の

3年間
保証付

限定
特価 452,520円税込

注文番号 1909010902安心の

3年間
保証付

限定
特価 343,440円税込

注文番号 1909010903安心の

3年間
保証付

限定
特価 539,784円税込

注文番号 1909010904安心の

3年間
保証付

限定
特価 291,384円税込

注文番号 1909010909安心の

3年間
保証付

限定
特価 1,749,600円税込

注文番号 1909010910安心の

3年間
保証付

限定
特価 2,613,600円税込

注文番号 1909010911安心の

3年間
保証付

限定
特価 984,960円税込

注文番号 1909010905安心の

3年間
保証付

限定
特価 705,132円税込

注文番号 1909010906安心の

3年間
保証付

限定
特価 1,965,600円税込

注文番号 1909010907安心の

3年間
保証付

限定
特価 3,045,600円税込

注文番号 1909010912安心の

3年間
保証付

限定
特価 463,104円税込

注文番号 1909010908安心の

3年間
保証付

9
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● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i7-7800X プロセッサー
● メモリー：16GB (4GBx4) メジャーチップ
● ストレージ：256GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：700W 80 Plus Gold 認証

CERVO Calcul
CVW-MX7

簡易科学技術計算向け(ミニタワーモデル)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i7-7800X プロセッサー
● メモリー：64GB (16GBx4) メジャーチップ
● ストレージ：512GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：700W 80 Plus Gold 認証

CERVO Calcul
CVW-TX9

簡易科学技術計算向け(ミドルタワーモデル)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245 V6
● メモリー：16GB (8GB x 2) DDR4-24000 Unbuffered-ECC
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD + 3TB 耐久 HDD
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P1000 4GB-GDDR5
● 電源ユニット：650W 80 Plus Gold 認証
● 入力機器：ワイヤレス・キーボード+ワイヤレス・マウス

CERVO Create
Type-XET

クリエイティブ向けワークステーション(Xeon/Quadro)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i9-7900X プロセッサー
● メモリー：32GB (8GBx4) DDR4-2666
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD + 3TB 耐久 HDD
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P2000 5GB-GDDR5
● 電源ユニット：750W 80 Plus Gold 認証
● 入力機器：ワイヤレス・キーボード+ワイヤレス・マウス

CERVO Create
Type-CIT

クリエイティブ向けワークステーション(Core™X/Quadro)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

本チラシのモデルをベースに、
さらにお客様の用途やご要望に応じた

カスタマイズを加えることも可能となっています。
追加のカスタマイズについては、

担当営業までお問い合わせください。

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i7-7800X プロセッサー
● メモリー：32GB (8GBx4) メジャーチップ
● ストレージ：256GB SSD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：700W 80 Plus Gold 認証

CERVO Calcul
CVW-TX7

簡易科学技術計算向け(ミドルタワーモデル)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i9-7980XE プロセッサー
● メモリー：128GB (16GBx8) メジャーチップ
● ストレージ（標準）：M.2 NVMe 1TB SSD
● ストレージ（増設）：高耐久 10TB HDD
● 光学ドライブ：BD-R 書き込み16倍速 スーパーマルチブルー
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P6000 24GB-GDDR5X
● 電源ユニット：850W 80 Plus Gold 認証

CERVO Calcul
CVW-TX7D03

複雑な3Dモデリング作成向けデスクトップパソコン
(ミドルタワーモデル)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● キャプチャボード：Blackmagic Design DeckLink 8K Pro
● 映像編集ソフト：Blackmagic Design DaVinci Resolve 16 Studio
● プロセッサー：[2基]インテル® Xeon® Gold 6154 プロセッサー
● メモリー：96GB (8GBx12) DDR4-2666
● ストレージ：1TB　● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® TITAN RTX
● 電源ユニット：1,200W 80 Plus Platinum 認証
● I/Oポート：Thunderbolt3 USB Type-C×２ポート搭載

CERVO Create+ 4K/8K
Type-Decklink 8K Pro

ハイパフォーマンス4K/8K映像編集ワークステーション

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● キャプチャボード：AJA KONA 5
● プロセッサー：[2基]インテル® Xeon® Gold 6154 プロセッサー
● メモリー：96GB (8GBx12) DDR4-2666
● ストレージ：1TB
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● グラフィック：NVIDIA® TITAN RTX
● 電源ユニット：1,200W 80 Plus Platinum 認証
● I/Oポート：Thunderbolt3 USB Type-C×２ポート搭載

CERVO Create+ 4K/8K
Type-KONA 

CERVO Create+ 4K/8K
Type-KONA 

ハイパフォーマンス4K/8K映像編集ワークステーション

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i9-7940X プロセッサー
● メモリー：64GB (16GBx4) メジャーチップ
● ストレージ（標準）：M.2 NVMe 1TB SSD
● ストレージ（増設）：高耐久 8TB HDD
● 光学ドライブ：BD-R 書き込み16倍速 スーパーマルチブルー
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P5000 16GB-GDDR5X
● 電源ユニット：850W 80 Plus Gold 認証

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Core™ i9-7900X プロセッサー
● メモリー：64GB (16GBx4) メジャーチップ
● ストレージ（標準）：M.2 NVMe 1TB SSD
● ストレージ（増設）：高耐久 8TB HDD
● 光学ドライブ：BD-R 書き込み16倍速 スーパーマルチブルー
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P4000 8GB-GDDR5
● 電源ユニット：700W 80 Plus Gold 認証

CERVO Calcul
CVW-TX7D02

複雑な3Dモデリング作成向けデスクトップパソコン
(ミドルタワーモデル)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

CERVO Calcul
CVW-TX7D01

高度なモデリング作成向けデスクトップパソコン
(ミドルタワーモデル)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Xeon W-2195 プロセッサー
● メモリー：128GB (16GB x 8) DDR4-2666 Registered-ECC
● ストレージ：1TB M.2 NVMe SSD + 12TB 高耐久 HDD
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P6000 24GB-GDDR5X
● 電源ユニット：1000W 80 Plus PLATINUM 認証
● 入力機器：ワイヤレス・キーボード+ワイヤレス・マウス

CERVO Create
Type-XWTD01

複雑な3Dモデリング作成向けデスクトップパソコン
(Xeon/Quadro)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

● OS：Windows® 10 Pro 64bit
● プロセッサー：インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225 V6
● メモリー：32GB（16GB x 2）DDR4-24000 Unbuffered-ECC
● ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD + 8TB 耐久 HDD
● 光学ドライブ：非搭載
● ネットワーク：[2 ポート] ギガビット・イーサーネット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P4000 5GB-GDDR5
● 電源ユニット：600W 80 Plus Gold 認証
● 入力機器：ワイヤレス・キーボード+ワイヤレス・マウス

CERVO Create
Type-XEMD02
CERVO Create
Type-XEMD02

高度なモデリング作成向けデスクトップパソコン
(Xeon/Quadro)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

研究内容や現場にマッチする
トータルコンピューティングシステムをご提案します
「AI・CAD・画像編集などに幅広く対応」



限定
特価 1,077,840円税込

注文番号 1909011001安心の

3年間
保証付

● OS：非搭載
● プロセッサー：[2 基] インテル® Xeon Silver 4114
● メモリー：64GB (8GB x 8) DDR4-2666
　 Reg-ECC (DDR4-2400 動作)
● ストレージ：1TB エンタープライズ HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] 10 ギガビット＋[1ポート] IPMI 2.0
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P620 2GB-DDR5
● 電源ユニット：[冗長化] 2,200W/200V 時
　 80 Plus Titanium 認証

CERVO Grasta
Type-LS1S

科学技術計算向けワークステーション(2CPU並列計算向け)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

GPU.RAID.NIC
各種拡張カード対応

限定
特価 645,840円税込

注文番号 1909011002安心の

3年間
保証付

● OS：非搭載
● プロセッサー：[2 基] インテル® Xeon Silver 4110
● メモリー：32GB (4GB x 8) DDR4-2666
　 Reg-ECC (DDR4-2400 動作)
● ストレージ：1TB エンタープライズ HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] ギガビット (IPMI 2.0 兼用：1ポート）
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P400 2GB-DDR5
● 電源ユニット：1,200W 80 Plus Platinum 認証

CERVO Grasta
Type-GS1S

科学技術計算向けワークステーション(2CPU並列計算向け)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

限定
特価 591,840円税込

注文番号 1909011003安心の

3年間
保証付

● OS：非搭載
● プロセッサー：[2 基] インテル® Xeon Silver 4110
● メモリー：32GB (4GB x 8) DDR4-2666
　 Reg-ECC (DDR4-2400 動作)
● ストレージ：1TB エンタープライズ HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] ギガビット (IPMI 2.0 兼用：1 ポート）
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P400 2GB-DDR5
● 電源ユニット：1,200W 80 Plus Platinum 認証

CERVO Grasta
Type-ES1S

科学技術計算向けワークステーション(2CPU並列計算向け)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

限定
特価 343,440円税込

注文番号 1909011004安心の

3年間
保証付

● OS：非搭載
● プロセッサー：インテル® Xeon W-2123
● メモリー：32GB (8GB x 4) DDR4-2666 Reg-ECC
● ストレージ：1TB エンタープライズ HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P400 2GB-DDR5
● 電源ユニット：900W 80 Plus Gold 認証

CERVO Grasta
Type-IS1W

科学技術計算向けワークステーション(1CPU逐次計算向け)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

限定
特価 375,840円税込

注文番号 1909011005安心の

3年間
保証付

● OS：非搭載
● プロセッサー：[1 基] インテル® Xeon Silver 4112
● メモリー：16GB (4GB x 4) DDR4-2666
　 Reg-ECC (DDR4-2400 動作)
● ストレージ：1TB エンタープライズ HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2ポート] ギガビット＋[1ポート] IPMI 2.0
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P400 2GB-DDR5
● 電源ユニット：900W 80 Plus Gold 認証

CERVO Grasta
Type-IS1S

科学技術計算向けワークステーション(1CPU並列計算向け)

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

限定
特価 645,840円税込

注文番号 1909011006安心の

3年間
保証付

● OS：Windows® 10 Pro 64bit（Linux選択可能）
● プロセッサー：AMD Ryzen™ Threadripper™ 2 2990WX
● メモリー：64GB (16GB x 4) DDR4-2666
● ストレージ：512GB SSD+1TB エンタープライズ HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2 ポート] 1ギガビット＋
　 Intel WiFi 802.11a/b/g/n/ac
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P400 2GB-DDR5
● 電源ユニット：700W 80 Plus GOLD 認証

CERVO Grasta
Ryzen Type-CVRTWX

科学技術計算向けワークステーション

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

限定
特価 410,184円税込

注文番号 1909011007安心の

3年間
保証付

● OS：Windows® 10 Pro 64bit（Linux選択可能）
● プロセッサー：AMD Ryzen™ Threadripper™ 2 2950X
● メモリー：32GB (8GB x 4) DDR4-2666
● ストレージ：256GB SSD+1TB エンタープライズ HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2 ポート] 1ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® Quadro® P400 2GB-DDR5
● 電源ユニット：700W 80 Plus GOLD 認証

CERVO Grasta
Ryzen Type-CVRTX

CERVO Grasta
Ryzen Type-CVRTX

科学技術計算向けワークステーション

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

限定
特価 366,984円税込

注文番号 1909011008安心の

3年間
保証付

● OS：Windows® 10 Pro 64bit（Linux選択可能）
● プロセッサー：AMD Ryzen™ Threadripper™ 2 2950X
● メモリー：16GB (4GB x 4) DDR4-2666
● ストレージ：256GB SSD+1TB エンタープライズ HDD
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：[2 ポート] 1ギガビット
● グラフィック：NVIDIA® GeForce® GT710 2GB-DDR3
● 電源ユニット：700W 80 Plus GOLD 認証

CERVO Grasta
Ryzen Type-CVRMX

科学技術計算向けワークステーション

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

CPU・メモリ・
ストレージ・
カスタマイズ可能

アプライドのHPC テクニカル・サービス QRコードで詳しくご紹介！！
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科学技術計算向けに設計された HPC専用ワークステーション

CERVO Grasta
全製品カスタマイズ可能全製品カスタマイズ可能



注文番号 1909011101

限定
特価

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

 DeepLearning スタンダードモデル

527,000円税込
注文番号 1909011102

限定
特価 718,900円税込

● データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算・描画兼用）：GeForce RTX2080Ti GDDR6/11GB×1
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu18.04LTS & CUDA10 インストール代行
● CPU：Core i7-7800X（3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● メモリ：16GB （DDR4-2666/4GB×4、空き0)
● ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD（R:550MB/s W:520MB/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×1/Type-C×1（背面）
　 USB3.1 Gen1×6（前面2、背面4） USB2.0×4（背面）
●  LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：850W 80PLUS GOLD
● 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
● キーボード＆マウス：付属

CERVO Deep Type-DPCMS-RTX
3.5GHz 6コアCPU/16GBメモリ/高耐久SSD 500GB

静音デスクサイド仕様

最大64GBメモリ

静音デスクサイド仕様

最大512GBメモリ

静音デスクサイド仕様

最大768GB※メモリ

静音デスクサイド仕様

最大128GBメモリ

静音デスクサイド仕様

最大128GBメモリ
● データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算・描画兼用）：GeForce RTX2080Ti GDDR6/11GB×1
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu18.04LTS & CUDA10 インストール代行
● CPU：Core i7-7800X（3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● メモリ：32GB （DDR4-2666/8GB×4、空き4)
● 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
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×1/Type-C×1（背面）USB3.1 Gen1×8（前面2、背面6） USB2.0×4（背面）
●  LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：1200W 80Plus Platinum
● 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
● キーボード＆マウス：付属

安心の

3年間
保証付

注文番号 1909011103

限定
特価

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 1,073,900円税込
安心の

3年間
保証付

注文番号 1909011105

限定
特価

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 1,909,000円税込
安心の

3年間
保証付

注文番号 1909011107

限定
特価

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 1,045,400円税込
安心の

3年間
保証付

注文番号 1909011108

限定
特価

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 1,099,400円税込
安心の

3年間
保証付

注文番号 1909011106

限定
特価

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 3,443,000円税込
安心の

3年間
保証付

注文番号 1909011104

限定
特価

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 1,131,900円税込
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

安心の

3年間
保証付

CERVO Deep Type-DPCS-RTX

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 RTX2080Ti GDDR6/11GB×1
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu18.04LTS & CUDA10 インストール代行
● CPU：Xeon W-2133（3.6[TB3.9]GHz、6C/12T/8.25MB）
● メモリ：32GB （DDR4-2666/8GB×4、空き4)
● 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
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×1/Type-C×1（背面）
　  USB3.1 Gen1×6（前面2、背面4） USB2.0×4（背面）
●  LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：1500W 80Plus GOLD
● 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
● キーボード＆マウス：付属

CERVO Deep Type-DPXS-RTX
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・描画兼用）：TITAN V 12GB-HBM2×1
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu18.04LTS & CUDA9.2 インストール代行
● CPU：Core i7-7800X（3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2666/8GB×4、空き4）
● 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
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×1/Type-C×1（背面）
　 USB3.1 Gen1×8（前面2、背面6） USB2.0×4（背面）
●  LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：1500W 80Plus Gold
● 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
● キーボード＆マウス：付属

CERVO Deep Type-DPCS-TV
3.5GHz 6コアCPU/32GBメモリ/高耐久SSD 500GB

 DeepLearning エントリーモデル

Linux ModelLinux ModelDeepLearning Series ディープラーニング環境構築済み
システムマニュアル付属

 DeepLearning パフォーマンスモデル

● データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算・描画兼用）：GeForce RTX2080Ti GDDR6/11GB×4
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu18.04LTS & CUDA10 インストール代行
● CPU：[2基] Xeon Silver 4110（2.1[Max3.0]GHz、8C/16T/11MB）
● メモリ：96GB（DDR4-2666/8GB×12、空き4）
● 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
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×1/Type-C×1（背面）
　  USB3.1 Gen1×6（前面2、背面4） USB2.0×4（前面2、背面2）
●  LAN：Gigabit Ethernet×2
● 電源：1500W 80Plus GOLD
● 外形寸法：約220(W)×585(H)×590(D)mm
● 保証期間：3年間センドバック方式
● キーボード＆マウス：付属

CERVO Deep Type-DPXXS-RTX
2.1GHz 8コアCPU/96GBメモリ/高耐久SSD 500GB

 DeepLearning ハイパフォーマンスモデル

● データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算用）：TESLA V100 GDDR5 16GB-HBM2 ×1
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Ubuntu18.04LTS & CUDA9.2 インストール代行
● CPU：[2基] Xeon Gold 5120（2.2[Max3.2]GHz、14C/28T/19.25MB）
● メモリ：96GB（DDR4-2666/8GB×12、空き4)
● ストレージ：500GB 高速・高耐久仕様SSD（R:550MB/s W:520MB/s）
● 増設ストレージ：2TB 高耐久HDD（7200rpm, 128MB, 6Gb/s）
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
● グラフィック（描画用）：Quadro P620 GDDR5/2GB
● USB：USB3.1 Gen1×4（前面2、背面2） USB2.0×2（背面）
●  LAN：Gigabit Ethernet×2、IPMI×1
● 電源：[冗長電源] 2200W 80Plus Titanium
● 外形寸法：約178(W)×462(H)×673(D)mm
● 保証期間：3年間センドバック方式
● キーボード＆マウス：付属

CERVO Deep Type-DPXX2
2.2GHz 14コアCPU/96GBメモリ/高耐久SSD 500GB

冗長化電源

最大768GB※メモリ

Windows ModelWindows ModelDeepLearning Series ディープラーニング環境構築済み
システムマニュアル付属

DeepLearning Windows スタンダードモデル

● データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算・描画兼用）：GeForce RTX2080Ti GDDR6/11GB×2
● Neural Network Console インストール代行
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-7800X（3.5[TB4.0]GHz、6C/12T/8.25MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2666/8GB×4、空き4）
● ストレージ：500GB 高耐久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
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×1/Type-C×1（背面） USB3.1 Gen1×8（前面2、背面6） USB2.0×4（背面）
●  LAN：Gigabit Ethernet×2　● 電源：1500W 80Plus Gold
● 外形寸法：約330(W)×460(H)×415(D)mm
● 保証期間：3年間センドバック方式　● キーボード＆マウス：付属

CERVO Deep Type-BOX2
3.5GHz 6コアCPU/32GBメモリ/高耐久SSD 500GB

【RTX2080Ti搭載 Windowsモデルのインストールフレームワーク＆ライブラリ】

● データ復旧サービスパック 3年版
● GPU（計算・描画兼用）：GeForce RTX2080Ti GDDR6/11GB×2
● Neural Network Console インストール代行
● DeepLearningフレームワーク インストール代行
● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Xeon W-2133（3.6[TB3.9]GHz、6C/12T/8.25MB）
● メモリ：32GB（DDR4-2666/8GB×4、空き4）
● ストレージ：500GB 高耐久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
● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×1/Type-C×1（背面）USB3.1 Gen1×6（前面2、背面4） USB2.0×4（背面）
●  LAN：Gigabit Ethernet×2　● 電源：1500W 80Plus Gold
● 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　● キーボード＆マウス：付属

CERVO Deep Type-DPXSW2
3.6GHz 6コアCPU/32GBメモリ/高耐久SSD 500GB

静音デスクサイド仕様

最大128GBメモリ
静音デスクサイド仕様

最大512GBメモリ
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機械学習／深層学習フレームワーク

ReNomプラットフォームは、Deep Learningに留まら

ず、機械学習や深層強化学習などのアルゴリズムを組

み合わせることで幅広い産業分野で活用されており、

非商用（学術目的や製品評価目的など）であれば無償

で使用できます。

作業者の目視で行っている製造ラインの検品工程などにおいて、製造
物の傷などの画像データを学習させ、部品の良否を識別する自動検品
システムとしての活用。

AI 開発プラットフォーム

一見全く関係の無さ
そうなデータが密接
に関係している場合
があります

ReNom TDAを使
えばパラメータやデ
ータの関係性を視覚
的に把握できます

新 製 品

NEW!

特徴１ 特徴2
短時間でモデル構築が可能!

GUIですぐに精度の確認、比較ができる

万が一、精度が出ない時はタグ付けに立ち返りモデルの
再構築ができる

試行錯誤も容易に繰り返しができる

エンジニアでなくてもモデル構築が可能!

これまでエンジニアが３～4ヶ月をかけて行っていた「タグ付け」
「モデル構築」「評価」作業を、数日～1週間で行うことができる

一連のモデル開発の作業をGUIで行え、難しいアルゴリズム
（YOLOv1、YOLOv2、SSD)や、パラメータの事が分からなくて
もモデル構築ができる

直感的にさまざまなパターンの学習結果をすぐに確認することができ
適切なアルゴリズムとパラメータの設定が理解できるようになる

ReNom IMGの応用事例

製造ラインでの画像検品

出荷されるべき製品の画像データを学習させたAIモデルで、少しでも
違う形をした河口物を出荷ラインから自動で振り分けるなどの活用。

食品工場での品質管理

プロセスラインの工程において発生する傷やへこみなどの欠陥箇所を
検出するソリューションとしての活用。検査員のスキルの差で起こって
いた欠損箇所の見逃しを防ぐなどの効果があります。

プロセスラインでの傷検知

鉄塔や橋梁などの傷やヒビ、サビなどを検知するといった用途で活
用。人が立ち入ることが困難な場所をドローンで空撮し、外観検査を実
施することが可能。

ドローンを用いた外観検査

1

2

3

1

2

3



ReNomパッケージでは、Anaconda環境下で
以下のアプリケーションがインストールされています

先生のお持ちのワークステーションへGPUとセットでReNomをインストールするサービスも始めました。
詳細は弊社営業へお問い合わせください。

ReNom DL
ディープラーニングフレームワーク
深層学習モデルの学習や推論を高速化させる自動
微分ライブラリ

ReNom TDA
トポロジカルデータアナリシス
位相的データ解析で高次元データの特徴を分析す
るアプリケーション＆API

ReNom TAG
教師データ作成
タグ付けの負担軽減を目指した教師データ作成ア
プリケーション

ReNom IMG
画像認識
ユーザー自ら画像認識モデルが開発できるアプリ
ケーション＆API

ReNom DP
データの前処理を直感的に
数値データ・時系列データ前処理アプリケーション

ReNom RG
回帰分析
需要予測や回帰分析のモデル開発ができるアプリ
ケーション＆API

ReNom RL
深層強化学習
深層強化学習の主要アルゴリズムをサポートした
API

ReNom CN
外部システム連携API
ReNomと外部システムをつなぐAI開発ライフサイ
クルを実現するAPI

■OS: Ubuntu18.04LTS＆CUDA10(64bit）
■光学ドライブ: DVDスーパーマルチ
■チップセット：Intel C422 Express
■電源：1200W（80PLUS Silver認証）
■キーボード・マウス付属
■ディスプレイ別売
■サイズ 約230（W）×560（D）×583（H）

アプライドHPC

CERVO High-Performance Computing ReNom QuadroP5000モデル

安心の

3年間
保証付

限定
特価 810,000810,000円税込

安心の

3年間
保証付

限定
特価 1,620,0001,620,000円税込

32GB
DDR4(8GB×4)

Quadro P5000
16GB

Xeon W-2123
4-Core(3.6GHz)

CPU

SSD512GB
HDD4TB

ストレージ

グラフィックス メモリ

大学・研究機関様向けWEBサイト　http://www.applied.ne.jp/

ReNomパッケージ
ReNom インストール済み

※写真はイメージです。

APPLIED CERVO WST-XW2123S3Q512TSDRe

Quadro P5000（16GB)×2基搭載仕様

安心の

3年間
保証付

限定
特価 2,160,0002,160,000円税込
intel Xeon W-2195 10Core（4.3GHz）搭載仕様
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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！

D-MASTERシリーズの新モデル。
ノートでもデスクトップでも邪魔に
ならない超コンパクトなモデルです。

アプライドオリジナル 

49,80049,800円税込価格
1
TB

－ SSD excellent － 39,800円税込価格
500
GB

USB3.0対応
超高速 NVMe SSD

（自動バックアップ設定付き）

ヒートシンク搭載で高い冷却性！

D-MASTER SSD excellent

高速！NVMe SSDを採用！

3.5インチ
USB

外付けタイプ
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

新製品!

サイズ：(W)102.8×(D)35.9mm

99,800円税込価格
2TB
×2 129,800円税込価格

4TB
×2

189,800円税込価格
8TB
×2 239,800円税込価格

10TB
×2

研究室おまかせ
NAS導入パックD-MASTER NAS

高耐久ネットワークHDD D-MASTER NAS

ASUSTOR  AS4002T

導入時の
設置、設定など
すべて行います!

D-MASTER NAS （2ドライブNAS）D-MASTER NAS （2ドライブNAS）

導入時の
テクニカル設定
NAS導入時の各種設定を行います。

NAS設置＆初期設定

RAID設定

ネットワーク設定アクセス制限用
アカウント作成

共有フォルダ作成 バックアップ設定

NAS（ネットワークHDD）本体
HDD2台構成

●RAID機能搭載2ドライブNAS
●安心!高耐久HDD『WD Red』採用!
24時間×7日の常時稼働にも耐えうる信頼性!
●RAID 1対応
万一のドライブ故障時には、ドライブを交換し、
ペアのドライブからデータを復旧できます。

※オプションで、Red Pro、Ultrastar、
　PurpleシリーズHDDも選択可能です。

50,000円税込1年間
パック

さらに安心!
年間保守
サポート1年間 10,800円税込3年間

パック
さらに安心!
データ復旧
サービス3年間

149,800円税込価格
2TB
×4 199,800円税込価格

4TB
×4

299,800円税込価格
8TB
×4 399,800円税込価格

10TB
×4

高耐久ネットワークHDD D-MASTER NAS

ASUSTOR  AS4004T

AS3104TはIntel Celeron Braswellデュアルコアプロセッサーと
2GBのデュアルチャンネルメモリを搭載し、RAID 5構成で毎秒112MB超
の読み取り速度と毎秒112MB超の書き込み速度を実現する高耐久NASで

導入時のネットワーク設定はもちろん、各PCからのアクセス設定や各種共
有設定、セキュリティ構築バックアップ設定まで、NASの導入はアプライド
にぜひお任せください！

D-MASTER NAS （4ドライブNAS）D-MASTER NAS （4ドライブNAS）

NAS（ネットワークHDD）本体
HDD4台構成

●RAID機能搭載4ドライブNAS
●安心!高耐久HDD『WD Red』採用!
24時間×7日の常時稼働にも耐えうる信頼性!
●RAID 5、6、10対応
万一のドライブ故障時には、ドライブを交換し、
他のドライブからデータを復旧できます。

※オプションで、Red Pro、Ultrastar、
　PurpleシリーズHDDも選択可能です。

60,000円税込1年間
パック

さらに安心!
年間保守
サポート1年間 21,600円税込3年間

パック
さらに安心!
データ復旧
サービス3年間

Ultrastarシリーズは、24時間365日の運用を想
定した製品で、最大250万時間のMTBFを
実現し、年間最大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。

最上級グレードの高耐久HDDを採用!

39,000円税込3年間
パック

さらに安心!データ復旧サービス3年間

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）

超高耐久HDD採用NAS データバックアップシステム
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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!複数台まとめてお申し込み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

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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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
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.2019-0901

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 12GB/ 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 1909011601 149,800149,800円税込
注文番号 1909011602 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 1909011604

注文番号 1909011620

69,80069,800円(税込)

49,80049,800円(税込)

■3ヶ月パック
注文番号 1909011616

34,80034,800円(税込)

■6ヶ月パック
注文番号 1909011617

44,80044,800円(税込)

■1年パック
注文番号 1909011618

64,80064,800円(税込)

■2年パック
注文番号 1909011619

94,80094,800円(税込)

2年パック
注文番号 1909011621

84,80084,800円(税込)

注文番号 1909011605 99,80099,800円(税込)

softbank
4Gエリア準拠 

注文番号 1909011606 74,80074,800円(税込)
注文番号 1909011607 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 1909011608 99,80099,800円(税込)
注文番号 1909011609 129,800129,800円(税込)

注文番号 1909011610 104,800104,800円(税込)
注文番号 1909011611 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 1909011612 125,800125,800円(税込)
注文番号 1909011613 167,800167,800円(税込)

注文番号 1909011614 130,800130,800円(税込)
注文番号 1909011615 172,800172,800円(税込)

ALTEEM DATA 12G SIM

1年パック
注文番号 1909011622

59,80059,800円(税込)
2年パック
注文番号 1909011623

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 1909011624

89,80089,800円(税込)
2年パック
注文番号 1909011625

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 1909011603

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 
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