
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

TAGで作成した教師データを元にユーザー
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

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）

CERVO ReNom QuadroP5000モデル

安心の

3年間
保証付

限定
特価 825,000825,000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

ReNom インストール済み

※写真はイメージです。

APPLIED CERVO WST-XW2123S3Q512TSDRe

『誰にでも簡単にデータ解析やAI 開発ができるようにすること』
『高度なアルゴリズムを自由に組み合わせて使えること』を目指した

AI 開発プラットフォーム
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。

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
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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

特徴１

特徴2

大学・研究機関様向けWEBサイト   http://www.applied.ne.jp/アプライド株式会社
SI 営業本部

画
像
認
識

ア
プ
リ
開
発

デ
ー
タ
可
視
化

デ
ー
タ
解
析

既設のワークステーションへの導入・新規PCへの設定作業・サポート保守についてもご提案致します。
機械学習を検討していらっしゃる先生、また研究室の学生さんに
機械学習を学んでもらうための導入としてもオススメです！

2019 年 10 月 Vol .12019 年 10 月 Vol .1
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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」

ReNom導入後の利用イメージ
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チラシNo.2019-1001

契約不要のモバイル
WiFi ルータ「ALTEEM」

海外ルータと「iPad Cellular」のご紹介！
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 1910011601 149,800149,800円税込
注文番号 1910011602 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 1910011604

注文番号 1910011620

69,80069,800円(税込)

49,80049,800円(税込)

■3ヶ月パック
注文番号 1910011616

34,80034,800円(税込)

■6ヶ月パック
注文番号 1910011617

44,80044,800円(税込)

■1年パック
注文番号 1910011618

64,80064,800円(税込)

■2年パック
注文番号 1910011619

94,80094,800円(税込)

2年パック
注文番号 1910011621

84,80084,800円(税込)

注文番号 1910011605 99,80099,800円(税込)

softbank
4Gエリア準拠 

注文番号 1910011606 74,80074,800円(税込)
注文番号 1910011607 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 1910011608 99,80099,800円(税込)
注文番号 1910011609 129,800129,800円(税込)

注文番号 1910011610 104,800104,800円(税込)
注文番号 1910011611 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 1910011612 125,800125,800円(税込)
注文番号 1910011613 167,800167,800円(税込)

注文番号 1910011614 130,800130,800円(税込)
注文番号 1910011615 172,800172,800円(税込)

ALTEEM DATA 12G SIM

1年パック
注文番号 1910011622

59,80059,800円(税込)
2年パック
注文番号 1910011623

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 1910011624

89,80089,800円(税込)
2年パック
注文番号 1910011625

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 1910011603

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 



専門知識・準備不要で導入可能 A eye BOXは届いたその日から簡単に
DeepLearningの一連の処理を実行できます。
A eye BOXは届いたその日から簡単に
DeepLearningの一連の処理を実行できます。

AI エンジニアでなくてもAI( ディープラーニング) 開発にチャレン
ジできます。ディープラーニング技術を用いた画像分類・物体検出
を行うためのアプライドオリジナルパッケージPC。

・一つのアプリソフトで学習データ作成（アノテーション）から推論実行（デプロイ）まで対応。・Windows 版、Linux（Ubuntu）版など多彩な環境において推論実行（デプロ
イ）が可能。・画像分類の結果をコンフュージョンマトリクスで視覚的に表示。

工業製品の外観検査などで見られる、
微小な傷 / 汚れ等を検知して正常・
異常の判定

A eye BOXでできること

画像分類
監視カメラ等で利用される人間の検
出や、製品の傷ついた部分の特定、異
物検査。

物体検知

（例）外観検査装置、食品分類、製品分類、車載カメラ、セキュリティカメラ等

限定
特価 2,211,0002,211,000円税込

GP-I77820XA3N500TSDDe

● OS：Ubuntu18.04LTS & CUDA9 インストール

● CPU：Core i7-7820X（3.6[Max4.3]GHz、8C/16T/11MB）

● チップセット：Intel X299 チップセット

● メモリ：32GB（DDR4-2666/8GB×4、空き4）

● 起動ストレージ：高品質SSD 500GB（SATA）

● 増設ストレージ：高耐久HDD 4TB（7200rpm SATA）

● ディスプレイ端子：DisplayPort 1.4×3、HDMI×1、USB Type-C×1）

ユーザーフレンドリーなGUI画面の操作で、Deep Learningの学習ステップである学習データ
作成（アノテーション）から学習実施、そして出来上がった学習モデルの推論実行（デプロイ）ま
でを１台のPCで行うことができますので、学習データ作成から推論実行までのプロセスを何度
でも簡単に繰り返し試すことが可能となっています。

● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×7/空き6

● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×1（背面） 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：1800W 80Plus Gold

● 保証期間：3年間（センドバック） ● キーボード＆マウス：付属

● 外寸（mm）：約330（W）×415（D）×460（H）

DeepLearning画像処理ソフト 
GPU：NVIDIA GeForce RTX2080Ti（GDDR6 11GB）×1

安心の

3年間
保証付

限定
特価 2,396,9002,396,900円税込

GP-I77820XA3N500TSDDe

● OS：Ubuntu18.04LTS & CUDA9 インストール

● CPU：Core i7-7820X（3.6[Max4.3]GHz、8C/16T/11MB）

● チップセット：Intel X299 チップセット

● メモリ：32GB（DDR4-2666/8GB×4、空き4）

● 起動ストレージ：高品質SSD 500GB（SATA）

● 増設ストレージ：高耐久HDD 4TB（7200rpm SATA）

● ディスプレイ端子：DisplayPort 1.4×3、HDMI×1、USB Type-C×1）

● 拡張スロット：PCI-Express3.0（×16）×7/空き6

● USB：USB3.1 Gen2 Type-A×1（背面） 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：1800W 80Plus Gold

● 保証期間：3年間（センドバック） ● キーボード＆マウス：付属

● 外寸（mm）：約330（W）×415（D）×460（H）

DeepLearning画像処理ソフト
GPU：NVIDIA GeForce RTX2080Ti（GDDR6 11GB）×2

安心の

3年間
保証付

AI学習システム導入済みのアプライドオリジナルPCキット

注文番号 1910010202

注文番号 1910010201
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限定
特価 567,600567,600円税込

「OpenFOAM®」は、OpenCFD Ltdが開発しており2004年にリリースされている流体解析用ソフ
トで化学反応、乱流、熱伝導を含む複雑な流体の流れから、音響学、個体力学、電磁気学に至るまで
あらゆる問題を解決するための広範な機能があります。

● CPU：Core i7-7800X プロセッサー

　 （6コア/12スレッド/3.5GHz/TB4.0GHz）

● OS：Ubuntu18.04LTS 64bit インストール代行

● ソフトウェア：Open FOAM インストール代行

● メモリ：64GB（DDR4-2666/16GB×4）

● ストレージ：NVMeM.2SSD500GB

● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ

安心の

3年間
保証付

小規模解析用　Open FOAM 向けワークステーション

OpenFOAM シリーズ
流体解析ソフトウェアOpen FOAM向けワークステーション

高速起動に特化した流体解析用ワークステーションです
Open FOAMという、新しいご提案

APPLIED CERVO 

● グラフィック：NVIDIA GeForce GTX1660Ti

　 6GB/GDDR6（DisplayPort×3、HDMI×1）

● ネットワーク：Gigabit LAN

● キーボード：USB接続 キーボード＆マウス付属

● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証

● サイズ：約 (W)96×(D)365×(H)424 mm

流体解析用として、Intel® Core™ i7 Xプロセッサーと64GBメモリを採用したワークステーションで、
簡易な流体解析や計算であれば、設置場所を選ばず、デスク・サイドでも
ご利用いただける設計となっています。

Intel Core-Xシリーズ採用
CERVO Open FOAM Type-M

Open FOAMモデル

超静音仕様

限定
特価 1,026,9601,026,960円税込

● CPU：インテル Xeon W-2145 プロセッサー

   （8コア/16スレッド/3.7GHz/MAX4.5GHz）

● OS：Ubuntu18.04LTS 64bit インストール代行

● ソフトウェア：Open FOAM インストール代行

● メモリー：128GB（16GB×8） DDR4-2666Registered ECC

● 起動ストレージ：超高速 NVMe M.2 SSD 1TB

● 増設ストレージ：高耐久 4TB 6Gb/s SATA HDD

安心の

3年間
保証付

中規模解析用　Open FOAM 向けワークステーション

● グラフィック：NVIDIA Quadro P4000

    8GB/GDDR5（DisplayPort×4）

● ネットワーク：Gigabit LAN ＋ 5Gigabit LAN

    キーボード：USB接続 キーボード＆マウス付属

● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証

● サイズ：約 (W)193×(D)525×(H)424 mm

流体解析用として、Intel® Xeon W プロセッサーと128GB ECCメモリを採用したワークステーションで、 
より複雑な形状の簡易解析や計算が可能で、設置場所を選ばず、デスク・サイドでも
ご利用いただける設計となっています。

Intel Xeon-Wシリーズ採用
CERVO Open FOAM Type-I

Open FOAMモデル

超静音仕様

限定
特価 1,760,0001,760,000円税込

● CPU：【2基】Xeon Silver4110 プロセッサー

   （1CUPあたり　6C/12T/3.5GHz/MAX4.0GHz）

● OS：Ubuntu18.04LTS 64bit インストール代行

● ソフトウェア：Open FOAM インストール代行

●メモリー：256GB（16GB×16） DDR4-2666Registered ECC

●起動ストレージ：超高速 NVMe M.2 SSD 1TB

●増設ストレージ：高耐久 3.8TB 6Gb/s SATA SSD

安心の

3年間
保証付

大規模解析用　Open FOAM 向けワークステーション

● グラフィック：NVIDIA Quadro RTX5000

    16GB/GDDR6（DisplayPort×4、USB Type-C×1）

● ネットワーク：Gigabit Dual LAN

    キーボード：USB接続 キーボード＆マウス付属

● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証

● サイズ：約 (W)193×(D)525×(H)424 mm

流体解析用として、Intel® Xeon Silver プロセッサー 2 基地と256GBECCメモリを採用したワークステー
ションで、 流体解析サーバーとして、ネットワーク経由で流体解析が可能なハードウェア仕様で、大規模な流
体シュミレーションを取り扱うことが可能です。

Intel Xeon-Scalableシリーズ採用
CERVO Open FOAM Type-E

Open FOAMモデル

超静音仕様

注文番号 1910010301

注文番号 1910010302

注文番号 1910010303
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限定
特価 146,410円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i5-8400(2.8GHz/tb4.0GHz)
● メモリ：16GB (8GB×2)DDR4-2666
● ストレージ標準：SSD500GB（NVMe)
● ストレージ増設：2TB
● 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
● 映像出力：DVI-D、VGA、HDMI
● キーボード・マウス：付属
● 電源：300W 80Plus Bronze認証（静音）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)102×(D)390×(H)338

安心の

1年間
保証付

Be-Clia Type-S カスタマイズ 注文番号 1910010401  Be-Clia Type-M カスタマイズ 注文番号 1910010402

限定
特価 195,250円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-8700 (3.2GHz/tb4.6GHz)
● メモリ：16GB (8GB×2)DDR4-2666
● ストレージ標準：SSD500GB（NVMe)
● ストレージ増設：4TB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P400
● 映像出力：DVI-D、VGA、HDMI
● キーボード・マウス：付属
● 電源：500W 80 Plus Bronze 認証（静音）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)190×(D)417×(H)350mm

安心の

1年間
保証付

Be-Clia Type-T カスタマイズ 注文番号 1910010403

限定
特価 298,430円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i7-8700(3.2GHz/tb4.6GHz)
● メモリ：32GB (16GB×2)DDR4-2666
● ストレージ標準：SSD1TB（NVMe)
● ストレージ増設：8TB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P1000
● 映像出力：DVI-D、VGA、HDMI
● キーボード・マウス：付属
● 電源：650W 80Plus silver認証（静音）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)210×(D)466×(H)435mm

安心の

1年間
保証付

 Be-Clia Type-Z カスタマイズ 注文番号 1910010404

限定
特価 479,710円税込

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● CPU：Core i9-9900K(3.6GHz/tb5.0GHz)
● メモリ：64GB (16GB×4)DDR4-2666
● ストレージ標準：SSD2TB（NVMe)
● ストレージ増設：10TB
● 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
● グラフィック：NVIDIA Quadro P4000
● 映像出力：DVI-D、VGA、HDMI
● キーボード・マウス：付属
● 電源：650W 80Plus silver認証（静音）
● 保証期間：1年間（センドバック）
● 外形寸法：約(W)200×(D)460×(H)430mm

安心の

1年間
保証付

高速NVMeSSD＆
高耐久2TBHDDのWドライブ仕様

高速NVMeSSD＆
高耐久4TBHDDのWドライブ仕様

高速NVMeSSD＆
高耐久8TBHDDのWドライブ仕様

高速NVMeSSD＆
高耐久10TBHDDのWドライブ仕様

アプライドがご提案する研究室・研究機関向けの最先端コンピューター

HPC BTO
アプライドWEBサイト

リニューアルOPEN!リニューアルOPEN!
高性能&高品質 ワークステーション、サーバー、BTO PC。お客様のご要望に合わせた最先端のコンピューターをご提案いたします。

最新AI（ディープラーニング）

開発向けオリジナル

パッケージモデルも。

CERVO

2D/3D CAD・設計・グラフィック制作

AI（ディープラーニング）開発キット 機械学習／深層学習フレームワーク

最先端、8K映像編集システム

WEBサイト上にて各種カスタマイズ見積りもご利用頂けます

AI、DeepLearning、映像編集、ドローン、HPC/BTO PC アプライドの最先端コンピューター

ディープラーニング用途 科学技術計算向け用途

2次元/3次元CAD用途

4K/8K映像編集 公開サーバー用途

Linux対応 ビジネスアプリケーション用途

アプライド HPC/BTO PC
専用WEBサイトはこちらより→ https://bto.applied.ne.jp/ アプライド HPC

NEW!
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注文番号 1910010501

ワークステーション/BTOパソコン特集HPC

限定
特価 493,130円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit（Linux選択可能）
● プロセッサー：AMD Ryzen Threadripper2 2950X
　 (16コア/32T/3.5/Max4.4GHz）
● メモリー：64GB (16GB x 4) DDR4 2666
● ストレージ標準：SSD500GB（NVMe)
● ストレージ増設：4TB
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：［オンボード] Intel 1211-AT Gigabit LAN Controller
● グラフィック：NVIDIA Quadro P400
● 電源：700W 8OPLUS GOLD認証
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
● 外形寸法：約(W)208×(D)506×(H)470mm

CERVO Grasta Ryzen
Type-CVRTX カスタマイズ

高速NVMeSSD＆
高耐久4TBHDDの
Wドライブ仕様

注文番号 1910010502

限定
特価 995,280円税込安心の

3年間
保証付

CERVO Grasta Ryzen
Type-CVRTX カスタマイズ

高速NVMeSSD＆
高耐久8TBHDDの
Wドライブ仕様

● OS：Windows 10 Pro 64bit（Linux選択可能）
● プロセッサー：AMD Ryzen Threadripper2 2990WX
　 (32コア/64T /3.0/Max4.2GHz）
● メモリー：32GB (8GB x 4) DDR4 2666
● ストレージ標準：SSD1TB（NVMe)
● ストレージ増設：8TB
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：［オンボード] Intel 1211-AT Gigabit LAN Controller
● グラフィック：NVIDIA Quadro P5000
● 電源：700W 8OPLUS GOLD認証
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
● 外形寸法：約(W)208×(D)506×(H)470mm

注文番号 1910010503

限定
特価 1,499,800円税込安心の

3年間
保証付

CERVO-Ryzen
CVR-TWX カスタマイズ

高速NVMeSSD＆
高耐久8TBHDDの
Wドライブ仕様

● OS：Windows 10 Pro 64bit（Linux選択可能）
● プロセッサー：AMD Ryzen Threadripper2 2990WX
　 (32コア/64T /3.0/Max4.2GHz）
● メモリー：64GB (16GB x 4) DDR4 2666
● ストレージ標準：SSD1TB（NVMe)
● ストレージ増設：8TB
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：［オンボード] Intel 1211-ATx2 Dual Gigabit LAN Controller
● グラフィック：NVIDIA Quadro RTX6000
● 電源：700W 8OPLUS GOLD認証
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
● 外形寸法：約(W)236×(D)560×(H)540mm

注文番号 1910010504

限定
特価 496,210円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit（Linux選択可能）
● プロセッサー：Xeon6-Core W-2135(6コア/12T /3.7/Max4.5GHz)
● メモリー：32GB (8GB x 4) DDR4 2666
● ストレージ標準：SSD500GB（NVMe)
● ストレージ増設：2TB
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：［オンボード] RealTek ALC 1220 7.1 HD Audio
● グラフィック：NVIDIA Quadro P400
● 電源：900W 8OPLUS GOLD認証
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
● 外形寸法：約(W)424×(D)525.3×(H)424mm

CERVO Grasta
Type-IS1W カスタマイズ

高速NVMeSSD＆
高耐久2TBHDDの
Wドライブ仕様

注文番号 1910010505

限定
特価 984,500円税込安心の

3年間
保証付

CERVO Grasta
Type-ES1S カスタマイズ

高速NVMeSSD＆
高耐久4TBHDDの
Wドライブ仕様

● OS：Windows 10 Pro 64bit（Linux選択可能）
● プロセッサー：【2CPU】Xeon Silver 4116(12コア/24T /2.1/Max3.0GHz)
● メモリー：128GB (16GB x 8) DDR4 2400
● ストレージ標準：SSD500GB（NVMe)
● ストレージ増設：4TB
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：［オンボード] RealTek ALC888 7.1 HD Audio with optical S/PDIF
● グラフィック：NVIDIA Quadro P400
● 電源：1200W 8OPLUS Platinum認証
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
● 外形寸法：約(W)193×(D)525.3×(H)424mm

● OS：Windows 10 Pro 64bit（Linux選択可能）
● プロセッサー：【2CPU】XeonGold 6138(20コア/40T /2.0/Max3.7GHz)
● メモリー：64GB (8GB x 8) DDR4 2400
● ストレージ標準：SSD1TB（NVMe)
● ストレージ増設：12TB
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● ネットワーク：［オンボード] RealTek ALC888 7.1 HD Audio with optical S/PDIF
● グラフィック：NVIDIA Quadro P400
● 電源：1200W 8OPLUS Platinum認証
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
● 外形寸法：約(W)193×(D)525.3×(H)424mm

注文番号 1910010506

限定
特価 1,486,870円税込安心の

3年間
保証付

CERVO Grasta
Type-ES1S カスタマイズ

高速NVMeSSD＆
高耐久12TBHDDの
Wドライブ仕様

注文番号 1910010507

限定
特価 708,950円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu18.04LTS＆CUDA10 ｲﾝｽﾄｰﾙ代行
● プロセッサー：Core i7 9800X(8コア/16T /3.8/Max4.4GHz)
● メモリー：32GB （8GB×4）DDR4 2666
● ストレージ標準：SSD500GB
● ストレージ増設：2TB
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● 電源：1200W 80Plus Platinum認証
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
● 外形寸法：約(W)230×(D)560×(H)583mm

CERVO Deep
Type-DPCS カスタマイズ

Deep learningモデルの中では
最もスタンダードなモデル。
静止画での画像認識、物体検知
から、共起分析などの統計処理
も可能。ご自身のデータでDeep
learningを始めたいがハードウ
ェア構成でお悩みの場合の最初
の一台に最適です。

注文番号 1910010508CERVO Deep
Type-BOX カスタマイズ

注文番号 1910010509CERVO Deep
Type-DPXXS カスタマイズ

限定
特価 1,034,550円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Windows 10 Pro 64bit
● プロセッサー：Core i7 9800X(8コア/16T /3.8/Max4.4GHz)
● メモリー：32GB （8GB×4）DDR4 2666
● ストレージ標準：SSD500GB
● ストレージ増設：2TB
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● GPU：【1GPU】TITAN RTX 4608コア 24GB GDDR6
● 電源：1500W 80Plus GOLD認証
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
● 外形寸法：約(W)330×(D)415×(H)460mm

WindowsでDeep learningを
行いたい方向けのモデルで、
TITAN RTXを搭載することで
GPUの計算にやや重きを置い
ております。CPUでの計算も可
能で、クロック数が求められる
計算も可能です。

限定
特価 1,781,890円税込安心の

3年間
保証付

● OS：Ubuntu18.04LTS＆CUDA10 ｲﾝｽﾄｰﾙ代行
● プロセッサー：【2CPU】XEON Bronze 3104(6コア/6T  /1.7GHz)
● メモリー：96GB（8GB×12）DDR4 2666
● ストレージ標準：SSD500GB
● ストレージ増設：2TB
● 光学ドライブ：DVD スーパーマルチ
● GPU：【1GPU】TITAN RTX 4608コア 24GB GDDR6 
● 電源：1500W 80Plus GOLD認証
● 保証期間：3年間センドバック方式ハードウェア保証
● 外形寸法：約(W)220×(D)590×(H)585mm

Deep Learningモデルで
TITAN RTXを2基搭載したモデル。
CPU計算よりもGPU計算を
メインにAI開発を行いたい方の用
途に向いております。静止画の物体
検出はもちろん、動画での物体検知
も(YOLOv3が必要)可能です。

T
O
・
H
P
C 

特
集

5

B



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 1910010602

注文番号 1910010605

注文番号 1910010609

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
ノートパソコン 注文番号 1910010601

15.6型
フルHD液晶

ノートパソコン

PB65JEB41
R7AD21

注文番号 1910010606

15.6型
ワイド液晶

■CPU：Core i5-7200U 2.5GHz
■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)

Pro
(64bit)

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:379×257.9×16.9～23.9mm

ノートパソコン 注文番号 1910010603

ノートパソコン 注文番号 1910010607

129,800円税込
SSD256GBモデル　

174,800円税込
188,550円税込
SSD1TB+3年保証モデル

SSD1TBモデル

TMP259
G2MF78U

■CPU：Core i7-7500U 2.7GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■DVDマルチ
■15.6インチ フルHD
　（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

約2.23kg

Core i7モデルCore i7モデル

サイズ:381.6×259×30.2mm

69,800円税込
HDD500GBモデル　

84,800円税込
98,550円税込

SSD240GB+3年保証モデル

SSD240GBモデル

89,800円税込
HDD500GBモデル　

119,800円税込
133,550円税込
SSD480GB+3年保証モデル

SSD480GBモデル

約2.4kg

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

PC-VRE
18FBGR4R3

■CPU：Celeron Dual-Core
　3865U 1.8GHz
■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:385.6×258×22.6mm

15.6型
ワイド液晶

99,800円税込
HDD500GBモデル　

129,800円税込
143,550円税込
SSD480GB+3年保証モデル

SSD480GBモデル

104,800円税込
HDD500GBモデル　

144,800円税込
168,550円税込
SSD480GB+3年保証モデル

SSD1TBモデル

約2.4kg

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

PC-VRT25
FBGS4R4

■CPU：Core i5-7200U 2.5GHz
■メモリ：3GB
■HDD：500GB
■DVDマルチ
■15.6インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:385.6×258×22.6mm

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

15.6型
ワイド液晶

ノートパソコン 注文番号 1910010604

4RJ93PA#
ABJ

バッテリー駆動
約9時間

バッテリー駆動
約7.7時間

バッテリー駆動
約8時間

約2.02kg

■CPU：Core i5-7200U 2.5GHz
■メモリ：8GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ フルHD
   (1920x1080)
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:376×263×20.9mm

104,800円税込
118,550円税込
SSD480GB+3年保証モデル

79,800円税込
HDD500GBモデル

SSD480GBモデル

7PJ60PA#
ABJ
約2.0kg

■CPU：Core i3-8145U 2.1GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
   (1366×768)
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i3モデルCore i3モデル

サイズ:364.9×256.9×19mm

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

19,250円税込5年間保証
アプライドW5保証13,750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 1910010608

5XN12PA-
AAAA/W3
(WR3)

バッテリー駆動
約9時間約2.07kg

Home
(64bit)

■CPU：Core i7-8565U 4.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD128GB+HDD1TB
■DVD-ﾗｲﾀｰ
■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:376×248×22.5mm

72,800円税込
HDD500GBモデル

97.800円税込
111,550円税込
SSD480GB+3年保証モデル　

SSD480GBモデル

20LW0031JP
約2.0kg

■CPU：Core i3-7020U 2.3GHz
■メモリ：4GB
■HDD：500GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ
　(1366×768)
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i3モデルCore i3モデル

サイズ:376.5×254.5×22.95mm

15.6型
フルHD液晶

199,800円税込
SSD512GBモデル　

213,550円税込
SSD512GB+3年保証モデル

15Z990-
VA76J/16GB

■CPU：Core i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：16GB
■SSD：512GB
■光学ドライブ非搭載
■15.6インチ グレア（1920×1080）
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

約1.099kg

Home
(64bit)

Core i7モデルCore i7モデル

サイズ:357.6×228.4×16.8mm

バッテリー駆動
約27時間109,800円税込

SSD128GB+HDD1TBモデル

154,800円税込
168,550円税込
SSD1TB+3年保証モデル

SSD1TB+HDD1TBモデル

Pro
(64bit)

15.6型
ワイド液晶

15.6型
グレアパネル フルHD

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付
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バッテリー駆動
約9時間

約16.4kg

Home
(64bit)

Home
(64bit)

Home
(64bit)

14.0型
フルHD液晶

12.5型
ワイド液晶

13.3型
ワイド液晶

バッテリー駆動
約16.8時間

約1.23kg 約1.46kg

ノートパソコン 注文番号 1910010702

厳選アイテム厳選アイテム

ノートパソコン 注文番号 1910010701 ノートパソコン 注文番号 1910010703

ノートパソコン 注文番号 1910010705ノートパソコン 注文番号 1910010704 ノートパソコン 注文番号 1910010706

ノートパソコン 注文番号 1910010708ノートパソコン 注文番号 1910010707 ノートパソコン 注文番号 1910010709

5EA34PA-
AAAE

■CPU：Core i3-8130U 2.2GHz
■メモリ：4GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■14.0インチ フルHD
　(1920×1080) 
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

Core i3モデルCore i3モデル

サイズ:324×225×19.5mm

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。

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 

注文番号 1910010710

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■13.3インチ グレア
　(1920×1080)
■無線LAN
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■13.3インチ グレア
　(1920×1080)
■無線LAN
■Win10 Home 64bit

■CPU：Core i5-8265U 1.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■13.3インチ グレア
　(1920×1080)
■無線LAN
■Win10 Home 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

13Z990-GA56J16G

バッテリー駆動
約28時間約965g

サイズ:323.4×211.8×16.5mm

ノートパソコン

限定
特価 169,800 円税込

限定
特価 89,800 円税込

バッテリー駆動
約13.2時間

約1.49kg

2YZ04AV-
AHJV

■CPU：Core i5-7200U 2.5GHz
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:326×234×19.8mm

限定
特価 109,800 円税込

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

PC-VKL27
BJGHEY
2ZCWZZ

■CPU：Core i3-7130U 2.7GHz
■メモリ：4GB
■SSD：128GB
■DVDマルチ
■12.5インチ
　(1366×768) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i3モデルCore i3モデル

サイズ:307.7×209.8×17.8mm

限定
特価 99,800円税込

13.3型
ワイド液晶

Pro
(64bit)

20M500
28JP

■CPU：Core 5-8250U 1.6GHz
■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

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:322×224.2×18.8mm

限定
特価 109,800円税込

注文番号 1910010711

■CPU：Core i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0インチ グレア
　(1920×1080)
■無線LAN
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0インチ グレア
　(1920×1080)
■無線LAN
■Win10 Pro 64bit

■CPU：Core i7-8565U 1.8GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ：非搭載
■14.0インチ グレア
　(1920×1080)
■無線LAN
■Win10 Pro 64bit

Core i7モデルCore i7モデル

14Z990-GP76J

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 189,800 円税込

Pro
(64bit)

13.3型
グレアパネル フルHD

14.0型
グレアパネル フルHD

12.1型
ワイド液晶

バッテリー駆動
約15時間

約0.849kg

CF-SZ6
RDFVS

■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搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:283.5×203.8×25.3mm

限定
特価 154,800 円税込

Pro
(64bit)

バッテリー駆動
約10時間

約1.19kg

PS42-8RA-
210JP

■CPU：Core i5-8265U 2.5GHz
■メモリ：8GB
■NVMe SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■14.0インチ フルHD
　(1920×1080) 
■無線LAN搭載
■Win10 Home 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:322×222×15.95mm

限定
特価 119,800 円税込

msi

14.0型
フルHD液晶

Pro
(64bit)

バッテリー駆動
約18時間

約1.199kg

PR63MECC
4447AD21

■CPU：Core i5-7200U 2.5GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■13.3インチ フルHD
　(1920×1080) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:316×227×13.9～17.9mm

限定
特価 149,800 円税込

13.3型
フルHD液晶

PG93J
LABNNFCE

■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 Home 64bit

Core i7モデルCore i7モデル

サイズ:308×211×17.9mm

限定
特価 178,000 円税込

12.1型
ワイド液晶

13.3型
ワイド液晶

バッテリー駆動
約14.5時間

約0.875kg

CF-SZ6
RFYVS

■CPU：Core i5-7300U 2.6GHz
■メモリ：8GB
■SSD：256GB
■光学ドライブ非搭載
■12.1インチ
　(1920×1200) 
■無線LAN搭載
■Win10 Pro 64bit

Core i5モデルCore i5モデル

サイズ:283.5×203.8×25.3mm

限定
特価 199,800 円税込

Pro
(64bit)

Home
(64bit)
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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

ThinkCentre
M710s
10M8S1VN00 59,800円税込

HDD500GBモデル

84,800円税込
SSD240GB+メモリ8GBモデル

82,800円税込
HDD500GBモデル

99,800円税込
SSD480GBモデル

84,800円税込
HDD500GBモデル

104,800円税込
SSD240GBモデル

114,800円税込
HDD500GBモデル

139,800円税込
SSD480GB+メモリ16GBモデル

42,800円税込
SSD128GBモデル　

74,800円税込
SSD480GB+メモリ8GBモデル

79,800円税込
HDD500GBモデル

99,800円税込
SSD240GB+メモリ8GB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 1910010801 注文番号 1910010802 注文番号 1910010803

■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)

PE10MBN
4MR5AD11

■CPU：Core i5-8500
　3.0GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei5搭載Corei5搭載

サイズ:100×290×270mm

Pro
(64bit)

2ZX70AV-
EKYN

■CPU：Core i3-8100 3.6GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：500GB
■DVDライター
■Win10 Pro 64bit

Corei3搭載Corei3搭載

サイズ:270×296×95mm

Home
(64bit)

XC-830-
F14Q

デスクトップパソコン 注文番号 1910010805

■CPU：Celeron J4005
　2.0GHz
■メモリ：4GB　
■SSD：128TB
■DVD-マルチ　
■Win10 Home 64bit

Celeron搭載Celeron搭載

サイズ:100×298×354mm

デスクトップパソコン 注文番号 1910010807 デスクトップパソコン 注文番号 1910010808

ESPRIMO
D588/BX
FMVD4300CP

デスクトップパソコン 注文番号 1910010809

■CPU：Core i7-9700
　3.2GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei7搭載Corei7搭載

サイズ:89×338×332mm

Pro
(64bit)

■CPU：Core i3-8100
　3.6GHz
■メモリ：4GB　
■HDD：500GB
■DVD-マルチ　
■Win10 Pro 64bit

Corei3搭載Corei3搭載

PC-MRL
36LZGAAS4
サイズ:89×291×340mm

Pro
(64bit)

Pro
(64bit)

ThinkCentre
M710e
10UR001SJP

デスクトップパソコン 注文番号 1910010804

■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

デスクトップパソコン 注文番号 1910010806

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

129,800円税込
HDD500GBモデル

159,800円税込
SSD500GB+メモリ16GBモデル

149,800円税込
HDD500GBモデル

189,800円税込
SSD1TB+メモリ16GBモデル

Pro
(64bit)

PE10MAN
4MR7AD11

■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

サイズ:100×290×270mm

安心の

1年間
保証付

安心の

1年間
保証付

89,800円税込
HDD500GBモデル

119,800円税込
SSD1TBモデル

Pro
(64bit)

2ZX70AV-
EJPM

■CPU：i5-8500 3.0GHz
■メモリ：8GB　
■HDD：500GB
■DVDライター
■Win10 Pro 64bit

Corei5搭載Corei5搭載

サイズ:270×296×95mm

安心の

1年間
保証付
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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 1910010910 注文番号 1910010911

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 160,380円税込

アカデミック価格

256GB256GB
限定
特価 111,980円税込

アカデミック価格64GB64GB
限定
特価 93,280円税込

アカデミック価格

512GB512GB
限定
特価 136,180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 184,580円税込

アカデミック価格

256GB256GB
限定
特価 136,180円税込

アカデミック価格64GB64GB
限定
特価 117,480円税込

アカデミック価格

512GB512GB
限定
特価 160,380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 1910010902 注文番号 1910010903

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

142,780142,780円税込
アカデミック価格

SSD
128GB
SSD
128GB

164,780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) 265,980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) 308,880308,880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 120,780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142,780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 

約9.42kg

13インチMacBook Air 注文番号 1910010901

注文番号 1910010904 注文番号 1910010905

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

限定
特価 150,480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 美しいモンスター美しいモンスター
約9.42kg

HDD1TB(Retina 4Kディスプレイ)HDD1TB(Retina 4Kディスプレイ)

限定
特価 126,280円税込

アカデミック価格

■Core i5 (第7世代Intel Core i5 2.3GHz)
■Intel Iris Plus Graphics 640

■Core i3(第8世代Intel Core i3 3.6GHz)
■Radeon Pro 555X(2GB)

限定
特価 169,180円税込

アカデミック価格

限定
特価 230,780円税込

アカデミック価格

限定
特価 206,580円税込

アカデミック価格

限定
特価 254,980円税込

アカデミック価格1TB Fusion Driveストレージ1TB Fusion Driveストレージ
■Core i5(第8世代Intel Core i5 3.0GHz)
■Radeon Pro 560X(4GB)

HDD1TBHDD1TB
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

■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)

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

注文番号 1910010906Mac mini

その進化はミニじゃない。その進化はミニじゃない。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 1910010907 注文番号 1910010908

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 1910010909

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 47,080円税込

アカデミック価格32GB32GB
限定
特価 36,080円税込

アカデミック価格 64GB64GB
限定
特価 58,080円税込

アカデミック価格 256GB256GB
限定
特価 76,780円税込

アカデミック価格64GB64GB
限定
特価 48,180円税込

アカデミック価格 256GB256GB
限定
特価 66,880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

Mac mini Mac mini 

限定
特価 96,580円税込

アカデミック価格

限定
特価 128,480円税込

アカデミック価格

■Core i3
　(第8世代Intel Core i3 3.6GHz)

SSD128GBSSD128GB
■Core i5
　(第8世代Intel Core i5 3.0GHz) 

SSD256GBSSD256GB

約1.3kg

〔共通仕様〕
■メモリ:8G 
■8GB 2,666MHz DDR4メモリ
■Intel UHD Graphics 630
■USB 3ポート（最大5Gbps）x 2
■HDMI 2.0ポート
■ギガビットEthernetポート
　（10Gb Ethernetに変更可能）
■3.5mmヘッドフォンジャック

p
p
l
e
製
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注文番号 1910011001 注文番号 191001100313インチモバイル12インチモバイル

限定
特価 99,800円税込CF-SX3JDHCSW10CF-SX3JDHCSW10

人気のパナソニックも
中古なら格安！
人気のパナソニックも
中古なら格安！
人気のパナソニックも
中古なら格安！

注文番号 191001100214インチ

「ご予算の中でＮＡＳやサーバはいかがですか？」
新品として取得なさっていたご予算を中古にすることでご予算にゆとりができます。
データの保全のために、ＮＡＳやファイルサーバを手配なさいませんか？
詳しくはスタッフまでお声がけくださいませ。

「おまとめ買い」「入れ替え作業」のご相談承っております。「おまとめ買い」「入れ替え作業」のご相談承っております。

中古ノートパソコン

中古 スリムタイプ デスクトップパソコン

高速SSD480GBモデル

限定
特価 69,800円税込

標準HDD320GBモデル

限定
特価 99,800円税込CF-LX4EDHCSW10PCF-LX4EDHCSW10P

少し大きめのレッツノート少し大きめのレッツノート少し大きめのレッツノート

高速SSD480GBモデル

限定
特価 75,800円税込

標準HDD250GBモデル

限定
特価 69,800円税込DYNABOOKR734W10PDYNABOOKR734W10P

実用的なミディアムサイズ実用的なミディアムサイズ実用的なミディアムサイズ

高速SSD480GBモデル

限定
特価 49,800円税込

標準HDD320GBモデル

注文番号 1910011004 注文番号 191001100615インチ/Ａ4サイズ15インチ/Ａ4サイズ

限定
特価 69,800円税込LIFEBOOK A561LIFEBOOK A561

流通も多くロープライス！流通も多くロープライス！流通も多くロープライス！

注文番号 191001100515インチ/Ａ4サイズ

高速SSD480GBモデル

限定
特価 46,800円税込

標準HDD500GBモデル

限定
特価 79,800円税込ProBook450G2ProBook450G2

高速SSD480GBモデル

限定
特価 53,800円税込

標準HDD320GBモデル

限定
特価 99,800円税込ThinkPad L540ThinkPad L540

高速SSD960GBモデル

限定
特価 64,800円税込

標準HDD240GBモデル

注文番号 1910011007 注文番号 1910011009DELL OptiplexNEC Mate

限定
特価 69,800円税込PC-MK34LLZZ1FSH　PC-MK34LLZZ1FSH　

ビジネスの定番ビジネスの定番ビジネスの定番 シックなデザインシックなデザインシックなデザイン Corei7と8GBメモリCorei7と8GBメモリCorei7と8GBメモリ

注文番号 1910011008HP Elite

高速SSD480GBモデル

限定
特価 42,800円税込

標準HDD250GBモデル

限定
特価 72,800円税込8300Elite8300Elite

高速SSD480GBモデル

限定
特価 46,800円税込

標準HDD250GBモデル

限定
特価 119,800円税込OPTIPLEX 7040 SFF I7OPTIPLEX 7040 SFF I7

高速SSD480GBモデル

限定
特価 92,800円税込

標準HDD500GBモデル

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

■CPU：Corei5-4310U(2.0GHz)
■メモリ：4GB
■スーパーマルチ ■12.1ワイド
■有線・無線LAN搭載
■Win10Pro64
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

■CPU：Corei5-5300U(2.3GHz)
■メモリ：4GB
■スーパーマルチ ■14ワイド
■有線・無線LAN搭載
■Win10Pro64
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

■CPU：Corei5-4300M(2.6GHz)
■メモリ：4GB
■スーパーマルチ ■13.3ワイド
■有線・無線LAN搭載
■Win10Pro64
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

■CPU：Corei5-2520M(2.5GHz)
■メモリ：4GB
■スーパーマルチ ■15.6ワイド
■有線・無線LAN搭載
■Win10Pro64
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

■CPU：Corei5-4210U(1.7GHz)
■メモリ：4GB
■スーパーマルチ ■15.6ワイド
■有線・無線LAN搭載
■テンキー搭載　■Win10Pro64
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

■CPU：Corei5-4200M(2.5GHz)
■メモリ：4GB
■スーパーマルチ ■15.6ワイド
■有線・無線LAN搭載
■テンキー搭載　■Win10Pro64
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)

※ディスプレイは別売りです。
　完売の際には同等機種でご案内させて頂きます

■CPU：Corei3-4103(3.4GHz)
■メモリ：4GB   ■スーパーマルチ
■有線LAN搭載■Win10Pro64
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)
■本体、電源ケーブル、 キーボード
　(他社製)、マウス(他社製)

■CPU：Corei5-3470(3.2GHz)
■メモリ：4GB   ■スーパーマルチ
■有線LAN搭載■Win10Pro64
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)
■本体、電源ケーブル、 キーボード
　(他社製)、マウス(他社製)

※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

■CPU：Corei7-6700(3.4GHz)
■メモリ：8GB   ■スーパーマルチ
■有線LAN搭載■Win10Pro64
■本体、ACアダプタ―、
　保証書(90日間)
■本体、電源ケーブル、 キーボード
　(他社製)、マウス(他社製)

圧倒的なコストダウン！
中古パソコンが人気です。

Windows7 のサポート期限終了間近

新品なら1台の価格でも

「パソコンの中古」とは？ 「品質は？」
主に法人や大学等のリース終了品を再生した
製品です。

外観の汚破損、内部部品の動作、キーボードや
タッチパッドの感度、画像の鮮明度などの検査
をしっかりと行い、厳しい検査をパスした製品
のみを再生、販売しております。オリジナルワ
ークステーションやパソコンを企画・製造・販
売を行っている、「技術のアプライド」だから
こそ継続的な商品化と販売を実現できました。

「性能は？」
主なリース期間は５年間。つまり、中古パソ
コンの多くは、6-7 年前に発売された製品が
中心です。CPU は Corei3 や Corei5、メモリ
は 4ＧＢや８ＧＢ、無線ＬＡＮ標準搭載など、
現行の製品と同様の仕様の製品も多いです。
もちろん、メモリアップ、HDD の大容量化、
SSD高速化などのパワーアップも可能です。

「ライセンスは？」
OS はもともと製品が保有しているものではな
く、中古再生化のために新規取得した「MAR」
を採用。専用ライセンス品として安心してお
使いいただくことができます。

アプライドからのお奨めは、「中古の SSD 換装」です。現行機種の新品の
HDD モデルよりも高速動作を実現。「これが中古なの？」というハイパフ
ォーマンスの製品としてお届けします

「学生室まとめて10台を中古にしたい」
「中古を手配して今のパソコンからの
入れ替え作業を依頼したい」。

アプライドでは、ご事情やご意向に沿ったご提案を差し上げております。
現地調査とお見積もりは無料。まずはお気軽に担当スタッフまでお声がけくださいませ。
外観に多少の傷、汚れ、パネル表示文字のｶｽﾚなどがある場合があります。スポット流通商品につき、記載の商品が手配できないことがあ
ります。また、同一型式であっても、状態により価格が異なることがあります。

「保証は？」
安心してお使いただくために 90 日保証を標
準添付。保証期間中の障害発生時は無償交換
などサポート体制も充実しております。

中古なら ２台 手配できます！

古
パ
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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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注文番号 1910011202注文番号 1910011201 液晶ディスプレイ 注文番号 1910011203液晶ディスプレイ

注文番号 1910011204 注文番号 1910011206液晶ディスプレイ

注文番号 1910011212プリンタ

限定
特価 19,140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 22,198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

限定
特価 25,190円税込LCD-

MF273EDB-F
LCD-
MF273EDB-F

■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×D245×H552mm

■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×D245×H552mm

■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×D245×H552mm

27型ワイド液晶27型ワイド液晶27型ワイド液晶

約7.5kg

限定
特価 20,680円税込LCD-

MF245EDB-F
LCD-
MF245EDB-F

■サイズ：23.8型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W556.8×D225.8×H501.5mm

■サイズ：23.8型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W556.8×D225.8×H501.5mm

■サイズ：23.8型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W556.8×D225.8×H501.5mm

23.8型ワイド液晶23.8型ワイド液晶23.8型ワイド液晶

約5.7kg

注文番号 1910011205液晶ディスプレイ

限定
特価 29,480円税込ER320HQwmidxER320HQwmidx

■サイズ：31.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W729×D230×H487mm

■サイズ：31.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W729×D230×H487mm

■サイズ：31.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W729×D230×H487mm

31.5型ワイド液晶31.5型ワイド液晶31.5型ワイド液晶

約5.6kg

限定
特価 41,580円税込EV2430-BKEV2430-BKEV2430-BKEV2430-BKEV2430-BK

■サイズ：24.1型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W552.5×D233×H499mm

■サイズ：24.1型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W552.5×D233×H499mm

■サイズ：24.1型
■輝度：300cd/m²
■最大解像度：1920×1200
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/DisplayPortx1
■スピーカー搭載
■W552.5×D233×H499mm

24.1型ワイド液晶24.1型ワイド液晶24.1型ワイド液晶

約6.7kg

A4カラーインクジェットA4カラーインクジェットA4カラーインクジェット

限定
特価 36,080円税込TS8330TS8330

■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
■W373×D319×H141mm

■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
■W373×D319×H141mm

■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
■W373×D319×H141mm

約6.6kg
A4

インクジェット

限定
特価 17,380円税込TR703TR703

■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
■W372×D365×H158mm

■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
■W372×D365×H158mm

■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
■W372×D365×H158mm

約5.4kg
A4

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

限定
特価 49,703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 1910011210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 38,500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

注文番号 1910011216プリンタ 注文番号 1910011218プリンタ注文番号 1910011217プリンタ

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 1910011213プリンタ

限定
特価 30,351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 1910011214プリンタ

限定
特価 40,537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 1910011215プリンタ

限定
特価 66,000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

注文番号 1910011211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 40,537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 17,160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

限定
特価 29,150円税込X3291HS-B1X3291HS-B1

■サイズ：31.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W737.5×D240×H523.5mm

■サイズ：31.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W737.5×D240×H523.5mm

■サイズ：31.5型
■輝度：250cd/m²
■最大解像度：1920×1080
■接続端子：DVIx1/D-Subx1/HDMIx1
■スピーカー搭載
■W737.5×D240×H523.5mm

31.5型ワイド液晶31.5型ワイド液晶31.5型ワイド液晶

約7.0kg

注文番号 1910011207 注文番号 1910011209液晶ディスプレイ液晶ディスプレイ

限定
特価 68,035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 1910011208液晶ディスプレイ

A4カラーインクジェットA4カラーインクジェットA4カラーインクジェット

限定
特価 19,580円税込TS6330TS6330

■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
■W372×D315×H139mm

■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
■W372×D315×H139mm

■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
■W372×D315×H139mm

約6.2kg
A4

インクジェット

A4カラーインクジェットA4カラーインクジェットA4カラーインクジェット
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■最大輝度：3300lm
■解像度：1280×800
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

■最大輝度：3300lm
■解像度：1280×800
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

■最大輝度：3300lm
■解像度：1280×800
■最大表示色：10億7000万色
■W302×D234×H77mm

注文番号 1910011301外付けドライブ 注文番号 1910011302外付けドライブ 注文番号 1910011303USBメモリ

注文番号 1910011304ポータブルHDD 注文番号 1910011305 注文番号 1910011306外付けHDD

注文番号 1910011308ポータブルSSD

注文番号 1910011310外付けHDD 注文番号 1910011312無線ルーター

注文番号 1910011313無停電装置 注文番号 1910011314シュレッダー 注文番号 1910011315シュレッダー

注文番号 1910011316プロジェクター 注文番号 1910011317プロジェクター 注文番号 1910011318プロジェクター

■転送速度：10/100/1000BASE-T
　(10/100/1000Mbps)
■ポート数：8
■W173×D86×H29mm

■転送速度：10/100/1000BASE-T
　(10/100/1000Mbps)
■ポート数：8
■W173×D86×H29mm

■転送速度：10/100/1000BASE-T
　(10/100/1000Mbps)
■ポート数：8
■W173×D86×H29mm

■最大輝度:105ルーメン
■解像度：854×480
■最大表示色:1677万色
■W83×D150×H16mm

■最大輝度:105ルーメン
■解像度：854×480
■最大表示色:1677万色
■W83×D150×H16mm

■最大輝度:105ルーメン
■解像度：854×480
■最大表示色:1677万色
■W83×D150×H16mm

スリム＆コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブスリム＆コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブスリム＆コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ

持ち運びに適したコンパクト設計＆
約５秒で立ち上がるクイックスタート
持ち運びに適したコンパクト設計＆
約５秒で立ち上がるクイックスタート
持ち運びに適したコンパクト設計＆
約５秒で立ち上がるクイックスタート

限定
特価 5,665円税込LSW6-GT-8NS/

BK
LSW6-GT-8NS/
BK

限定
特価 4,378円税込DVRP-UT8LDVRP-UT8L

■USB3.1
■Windows/Mac対応
■電源：定格電圧 DC5V
■W136×D146×H14.6mm

■USB3.1
■Windows/Mac対応
■電源：定格電圧 DC5V
■W136×D146×H14.6mm

■USB3.1
■Windows/Mac対応
■電源：定格電圧 DC5V
■W136×D146×H14.6mm

9.5mm厚ドライブ搭載のポータブルDVDドライブ9.5mm厚ドライブ搭載のポータブルDVDドライブ9.5mm厚ドライブ搭載のポータブルDVDドライブ

約270g

限定
特価 15,378円税込BRP-UT6ALKBRP-UT6ALK

■USB3.1 Gen1（USB 3.0）
■Windows/Mac対応
■電源：定格電圧 DC5V
■W130×D150×H12mm

■USB3.1 Gen1（USB 3.0）
■Windows/Mac対応
■電源：定格電圧 DC5V
■W130×D150×H12mm

■USB3.1 Gen1（USB 3.0）
■Windows/Mac対応
■電源：定格電圧 DC5V
■W130×D150×H12mm

厚さ12mmの薄型ポータブルBDドライブ厚さ12mmの薄型ポータブルBDドライブ厚さ12mmの薄型ポータブルBDドライブ

約240g

限定
特価 2,640円税込 限定

特価 3,080円税込
USM16GR　　　　 USM32GRUSM16GR　　　　 USM32GR

限定
特価 8,800円税込 限定

特価 12,800円税込 限定
特価 16,800円税込

HD-PCG1.0U3-BWA HD-PCG1.0U3-BWA 
HD-PCG2.0U3-GBA
(GWA)
HD-PCG2.0U3-GBA
(GWA)

■Hi-Speed USB（USB2.0）
■Windows/Mac対応
■容量：16GB/32GB
■W19.8×D8.5×H55mm

■Hi-Speed USB（USB2.0）
■Windows/Mac対応
■容量：16GB/32GB
■W19.8×D8.5×H55mm

■Hi-Speed USB（USB2.0）
■Windows/Mac対応
■容量：16GB/32GB
■W19.8×D8.5×H55mm

スタイリッシュ＆コンパクトスライドアップ方式USBメモリースタイリッシュ＆コンパクトスライドアップ方式USBメモリースタイリッシュ＆コンパクトスライドアップ方式USBメモリー

約9g

ポータブルSSD

■容量：2TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W75×D117×H19.5mm

■容量：2TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W75×D117×H19.5mm

■容量：2TB
■USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W75×D117×H19.5mm

容量2TBのポータブル外付けHDD容量2TBのポータブル外付けHDD容量2TBのポータブル外付けHDD

約240g

限定
特価 15,800円税込

■容量：1TB/2TB/3TB
■USB3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W39×D189×H123mm

■容量：1TB/2TB/3TB
■USB3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W39×D189×H123mm

■容量：1TB/2TB/3TB
■USB3.0/2.0
■電源：USBバスパワー
■W39×D189×H123mm

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1kg

注文番号 1910011307ネットワークHDD ネットワークHDD

限定
特価 24,240円税込LS210D0401GLS210D0401GLS210D0401GLS210D0401GLS210D0401G

■容量：4TB
■USB2.0/1.1
■電源：AC100V 50/60Hz
■W45×D205×H128mm

■容量：4TB
■USB2.0/1.1
■電源：AC100V 50/60Hz
■W45×D205×H128mm

■容量：4TB
■USB2.0/1.1
■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！

約110g

限定
特価 30,351円税込LS220D0402GLS220D0402GLS220D0402GLS220D0402GLS220D0402G

■容量：4TB
■USB2.0/1.1
■電源：AC100V 50/60Hz
■W87×D205×H128mm

■容量：4TB
■USB2.0/1.1
■電源：AC100V 50/60Hz
■W87×D205×H128mm

■容量：4TB
■USB2.0/1.1
■電源：AC100V 50/60Hz
■W87×D205×H128mm

保存した動画や音楽は
テレビからも楽しめる
「メディアサーバー」機能

保存した動画や音楽は
テレビからも楽しめる
「メディアサーバー」機能

保存した動画や音楽は
テレビからも楽しめる
「メディアサーバー」機能

約250g

注文番号 1910011309ネットワークHDD

フローを加速。
ファイルを高速転送。
フローを加速。
ファイルを高速転送。
フローを加速。
ファイルを高速転送。

約38.9g

SDSSDE60-500G-J25SDSSDE60-500G-J25SDSSDE60-500G-J25SDSSDE60-500G-J25SDSSDE60-500G-J25
限定
特価 31,800円税込
SDSSDE60-1T00-J25SDSSDE60-1T00-J25SDSSDE60-1T00-J25SDSSDE60-1T00-J25SDSSDE60-1T00-J25

HD-LX1.0U3DHD-LX1.0U3DHD-LX1.0U3DHD-LX1.0U3DHD-LX1.0U3D

限定
特価 17,800円税込
 HD-LX2.0U3D HD-LX2.0U3D HD-LX2.0U3D HD-LX2.0U3D HD-LX2.0U3D

限定
特価 21,800円税込
HD-LX3.0U3DHD-LX3.0U3DHD-LX3.0U3DHD-LX3.0U3DHD-LX3.0U3D

■容量：500GB/1TB
■USB 3.1（Gen 2）
■電源：USBバスパワー
■W49.55×D8.85×H96.2mm

■容量：500GB/1TB
■USB 3.1（Gen 2）
■電源：USBバスパワー
■W49.55×D8.85×H96.2mm

■容量：500GB/1TB
■USB 3.1（Gen 2）
■電源：USBバスパワー
■W49.55×D8.85×H96.2mm

約370g

注文番号 1910011311無線ルーター

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■10/100/1000Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：4
■W130×D26×H182.5mm

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■10/100/1000Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：4
■W130×D26×H182.5mm

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■10/100/1000Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：4
■W130×D26×H182.5mm

対応端末に集中的に
電波を送る
「ビームフォーミングZ」技術に
対応。

対応端末に集中的に
電波を送る
「ビームフォーミングZ」技術に
対応。

対応端末に集中的に
電波を送る
「ビームフォーミングZ」技術に
対応。

限定
特価 7,150円税込WRC-1167

GHBK2-S
WRC-1167
GHBK2-S

約230g

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■10/100/1000Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：4
■W37.5×D160×H160mm

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■10/100/1000Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：4
■W37.5×D160×H160mm

■IEEE802.11a/b/g/n/ac
■10/100/1000Mbps
■有線LAN(HUB)ポート数：4
■W37.5×D160×H160mm

高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した
無線LANルーター
高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した
無線LANルーター
高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した
無線LANルーター

限定
特価 12,980円税込WSR-2533

DHP2-CB(CG)
WSR-2533
DHP2-CB(CG)

約382g

業務用シュレッダー
（CD/DVD・カード対応・
クロスカット・12枚細断・
連続8分使用)

業務用シュレッダー
（CD/DVD・カード対応・
クロスカット・12枚細断・
連続8分使用)

業務用シュレッダー
（CD/DVD・カード対応・
クロスカット・12枚細断・
連続8分使用)

■クロスカット
■細断サイズ：4x12mm
■最大投入幅：A4
■W366×D292×H550mm

■クロスカット
■細断サイズ：4x12mm
■最大投入幅：A4
■W366×D292×H550mm

■クロスカット
■細断サイズ：4x12mm
■最大投入幅：A4
■W366×D292×H550mm

限定
特価

限定
特価

限定
特価

16,092円税込400-PSD017400-PSD017

約10.18kg

49,464円税込MP-CD1MP-CD1

約0.28kg

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 101,648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:82～123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：400/550/1000VA
■出力コンセント:6/8個
■バッテリ期待寿命:4-5年    

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:82～123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：400/550/1000VA
■出力コンセント:6/8個
■バッテリ期待寿命:4-5年    

■ラインインタラクティブ方式
■入力電圧:82～123V
■入力電圧周波数:50/60Hz
■出力容量：400/550/1000VA
■出力コンセント:6/8個
■バッテリ期待寿命:4-5年    

自動電圧調整機能が付いた
電源バックアップソリューション
自動電圧調整機能が付いた
電源バックアップソリューション
自動電圧調整機能が付いた
電源バックアップソリューション

限定
特価 17,380円税込
BR400S-JPBR400S-JP 約6.8kg

限定
特価 19,580円税込
BR550S-JPBR550S-JP 約7kg

限定
特価 33,270円税込
BR1000S-JPBR1000S-JP 約11.34kg

厳選18アイテム厳選18アイテム周辺機器周辺機器

業務用シュレッダー
（静音・ホッチキス対応・
長時間＆大容量・
CD/DVD・カード対応)

業務用シュレッダー
（静音・ホッチキス対応・
長時間＆大容量・
CD/DVD・カード対応)

業務用シュレッダー
（静音・ホッチキス対応・
長時間＆大容量・
CD/DVD・カード対応)

■クロスカット
■細断サイズ：4x40mm
■最大投入幅：A4
■W414×D302×H666mm

■クロスカット
■細断サイズ：4x40mm
■最大投入幅：A4
■W414×D302×H666mm

■クロスカット
■細断サイズ：4x40mm
■最大投入幅：A4
■W414×D302×H666mm

限定
特価 30,351円税込400-PSD021400-PSD021

約16.6kg

ハイビジョン液晶パネル搭載ハイビジョン液晶パネル搭載ハイビジョン液晶パネル搭載

69,080円税込EB-W05EB-W05

約2.5kg

■最大輝度：3300lm
■解像度：1920×1080
■最大表示色：10億7000万色
■W332.4×D241.3×H99mm

■最大輝度：3300lm
■解像度：1920×1080
■最大表示色：10億7000万色
■W332.4×D241.3×H99mm

■最大輝度：3300lm
■解像度：1920×1080
■最大表示色：10億7000万色
■W332.4×D241.3×H99mm

限定
特価

ビジネス向けプロジェクタービジネス向けプロジェクタービジネス向けプロジェクター

71,368円税込MH534MH534

約2.42kg

辺
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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

高耐久ネットワークHDD D-MASTER NAS

ASUSTOR  AS4002TD-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

HDD
2台構成

NAS（ネットワークHDD）本体

HDD
4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。

※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

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です。

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）

●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。

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

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

超高耐久HDD採用NAS データバックアップシステムM
A
S
T
E
R
・
N
A
S
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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。

49,80049,800円税込49,80049,80049,800円税込価格
1
TB

－ SSD excellent －－ SSD excellent －

39,800円税込円税込価格
500
GB

アプライドオリジナル 
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！

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

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

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!

サイズ：(W)102.8×(D)35.9mm

を採用！新製品!

S
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